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シゲルスの自然学書註解の真偽問題

江 H�き 太 郎

シゲルスのfI然'、戸iIl-j主解とし て一般に二つの異なるものが知ら れ て い

る， 一つは ミュンヘン図書館で M. Grabm an n が 発見 し D e lh aye により出

版されたもの， (也は A.M a ier によりヴァティカン悶書館で 発見されたも
( 1 ) 

ので ある。 後者は ケ/本のe xplic itに am agi s tro  Segeroとあ り又その内容

も他のシゲルスの正しい若lliーと、子行し ているから かれのもので あることは

疑う余地がない。 し か しミェンヘンのものは アノニム で あ り， 発見者 M.

Gra bm a nn がそれをシゲルスのものとした主な動機は ， 同じコデグス に

ある形而L学注解がシゲルスのもので あることからそれと並んで 収められ

ているアノニムの多くのアリス トテレス注釈再を〔そのうちに本主や D e

Anim a ; De genera ti onf咋のn釈ll;が合まれ ている〉もすべ て かれ に帰!局
(2 ) 

させたからで ， このJI:!rllは 甚だ簿弱とL、わねばならない。

(1) J U:l! Paris l1ibl. nationa1 1at. 1同6297と Mr廿伽伽1江悶nche官e引凹n Cα1m 9防55ω9とにある別のア/

ニムの(i然λ乍戸円::jυi内m干がシゲノルレスのものであzるJかという問E思害にはここではふれない。

(α2) M.Grabman町nn凡1， Ne叩u;九1l1f匂耳d釦l1n沼mder町 4:Ql1ae白S討山tれl旧one目n:) Siger von Brabant Zl1 den Werken 

des Aristotclcs. Misrellanea F.Ehr1e， t.I Rom， 1924 pp. 103--147. Npl1 aufge-

fundene \Vcrke des Siger von Brabant l1nd Boetius von Dacien. Sitzungsberichte 

BAW， München 192/1. 

本iI?とIlíJじz刷、15にあるD eAnim a ì主解の帰属11\1題にWlし てはす で に多

年学界に異訓があり本(-j忘一号lこ於る拙稿も M er to n C ollegeの一写本に基

ずいてそれがSigerのものでないことのiJ訂正を試みたもので ある。 本小論

の目的 は Münch enのLJ然学-\1(:;主解 (以下で Münch -ph y.と略称する〉 の

シゲ、ルスへのプットリピュションも列、同様支持で きない王rR rllを指摘するに
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ある。

Munch-phy. につい てのシゲルスの authen ticitéに関して ， 多くの学者

は何等批判を加えること な しにグラープ7ンの見解を採用した。 し か しそ
(3 ) 

れに対して 疑問をい だく人 も 次第に現れてい るの

(3) E. Gilson， History of christian philosophy in the middle ages， London 1955 

p. 718 n. 7; A. Maurer， The state of historical research in Siger of Brabant. Spe

culum 1956， p. 52. ; B. Nardi. Recensioni di <:Siger de Brabant， questions sur la 

physique d' Aristote par P. Delhaye:> p.88;同， Una nuova monografia su Sigieri 

di Brabante， Giornale crit. d. fil. ital. 1939. (消伺irJ'�態度をとりa posse ad esse 

non datur illatio) W. Dunphy， The similarities between certain questions of Peter 

of Auvergne's Commentary on the Metaphysirs and Anonymi∞5 Commentary 

on tbe Physics attributed to Siger of Rrabant. Med. Stud. 1953， pp. 159-←168. 

先ず こ の再 が シゲ、ルスの も の であると 主張すあ人達の 主 な 根拠をあげあ

と

(1)前述の様に Munchen のコデグスのインデグスにて 形而上乍注解に

対して a mag ist ro  Segeroとあるの は， そ の前にある諸注解書:1こ， 従って

Quaestio nes super 4 li bros ph y s:co rum. Quaestiones super 3m physicorum 

に も あて はまる(M. Grabman n )， 一(単に隣り合せにあること が決定的

な 理由には なら ない 〉。

(2)説明のスタイルと論述の はこび方 が シゲルス的 である。 (これ も 特

にシゲルスの も のと断定するに は充分 でない 。 むしろ当時の一般的な 文体

構成 である ， 叉他面Repo rtatio にて はオリジナル な 特長 が屡々薄くされ

ること も 考えねば な らぬ 〉。

(3)シゲ、ルスの知ら れてい る著-書との聞に共通の着想， 体系の粘村1と傾向

が あり， それ はトマス的アリストテリズムと は異って 新プラトン化された

アリストテリズムと hét台odoxeを示すの トマス か らとられた偶然の 解釈

を除けば シゲルスの著書に見られるよう な形市上学・内然神学・心理学の
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アヴェロイズム的精神がある。 その訟も 特長的なものとして Delh aye が

あげているのは， (a)述劫の永遠性に l共lして信仰と 哲学との関係について，

アヴェロイズム的比解を示している (1. Vlß， q. 6 )， 刷新 プラトン説の定理

u num s ec u ndum quo d unum no n es t natum agere nisi unumに対する態度

が共通している， 又は漸進的発展を示している (1. Vlß， q .5， 1. n， q. 1 3)， 

(c)理性の単一説に !日jして シゲルスの De a nima intellec t iva と類似した立

場をとっている (1. n， q.20)， (d)自由意志についてはアリストテレスート

マス的であるが， それは シゲルスの De necess itate et c o nt ingent ia と変
(4 ) 

りない (1. n， q .21)。

(4) P. Delhaye， Siger de Brabant Questions sur la physique d' Aristote， Louvain 

1941， pp. 8←ー14.

この烹j坊の根底に あるのは， シゲ、ルスの思想、発展， 殊に 1270年の禁告に

影響された転向の想定で、あって， もし本7!?のうちに シゲルスに 特有な思想

と相容れない又は異なった説或はトマス等より借用された個 所が見出され

たJ1/�i合はすべて この発展転向説によって説明される。

然し本書のこのp tt r ibu tio nに 疑問がもたれるのも正に 此の点、である。 か

れの思想、発展変化を許す， 殊に 1270年の思想弾圧によりそれが可能として

も， 本書に みられる様な変化がf，司一人において可能であろうか。 全く異質

的な思想で あるのみならず， 発想， 思惟のフロセス ・表現の方法に 於て両

者に完全な井連続があるときど うして 同一人の作と認められうるか。 トミ

ズムへの晩年の転向説は古くダンテ神曲注釈家 以来行われたが， それらは

現今ではすべて根拠を失いp os it ivな 証拠は何も見出されない。 今再びト

ミズムへの転向を主張するのは単なる a p oss e a d  ess e ではなくて一つの

仮定を 他の仮定で 証明しようとするものである。

:本書の真偽問題を論ずるにあたり， 直接に 証拠となる写木或は他の記録

記事が発見されない限り，その 内'容の分析比較研究により間接的に identi

ficatio nに対する大きな真実らしさを見出すか或はそれな否定するかより
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外はないだろう。 この立場から 以下にていくらかの重要注特長的な説につ

いて 比較検討し， 本古がトマス的であること， シゲルスの正しい著作と何

等類縁組:をもたぬことの 証明を試みよう。

( [ ) 重力の問題に関して シゲルスはヴァチカンにある自然学書註解

( V at- phy. と日告す )， Quaestion es r atur ales q .2  (P . M andon n et 11反 p.102

以下)， Imp ossibilia c.IV (同 p .81 以下〉にて アヴェロエス説をとってい
(5 ) 

るが， M un ch -phy. ではそれとは異り アりストテレス説が述べられている。

(5) A. Ma町民 Les commentai民s sur 1a physique d'Aristote attribués à Siger de 

Brabant. Rev. Phi1osophique de Louvain 1949， pp.346 -350; fì1J. An der Grenze 

von Scho1astik und Naturwissenschaft2， Roma 1952， p. 159， 225;同， Nouvelles 

questions de Siger de Brabant sur 1" physique d' Aristote. Rev. phi1os. c1e Louvain 

1946. p. 503， n. 13. 

シゲ、ルスの 此等の諸井の問には内字干のみでなく論述のプロセス，方法に明瞭

な一致が あるがM un ch- phy.は全く異っている。 今|何者が同じnilllliに関し

|司じ出発点からどれ程遠った結 論に 達しているかを示す 一 例をあげるなら，

M un ch -phy. 1.市， q.17で重きものは白らから動かされるかの問組に山し，

〈動かされるものは可能態における存在者であり 動か す も の は現実態に

おける存在者である， 故に も し 重 きものが白らで自らを動かす 椋に自ら

( ex s e) 動かされるとすると， 同ーのものが同ーのものに関して 同時に可

能態と現実態とにあることになる。 これは不都合である。 故に能動と受動

との運動ぽ理をではなくてただ受動的原理をもっ限り自ら動かされる〉と。

これに対して シゲ、ルスは V at- phy. でこの問題を全く違った 取扱をしてい

る。 即ち同一物は自らを動かさない， 即ち同じものはその同じものに関し

て同時に可能態と現実態とにはないから。 しかしこのことは重きものが白

ら ( a s e) 動かされるのを妨げない， 同一物に関して可能態と能動態とに

はないけれども同一物が p er accidens に可能態にあり，その本性に従えば

現実態にあることは何ら妨げない， この二つは同時にあると， シゲルスの
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Quaes tio nes naturales も 同様に per acc idens に反 対のことをするのは妨

げないとして 同じ主旨の説を述べている。

同じ様に generatio 説に|対しても対立的である。MUnch-ph y_ q.18はア

リストテレス トマス的であり， 重きもの軽きものを generans が上又は

下に動かすとするが V at- ph y. ではそれが genera ns に還元されるけれど

も， 重さという形相を generans から得ても自らを現実的に動かすのでは

なぐて妨害がのぞかれることにより(remo v ens proh ibens により per ac 

c idensに自らを動かすと。

真空における運動の問題に関して M u nch- ph y. (I V， q. 25 ) は完全にト

マスの ph ys ic. 注釈からう つされたものであり何の独創性もない。 これに

反し シゲルスは， この問題をI mposs ib iliaIV に論じている中に，Th omas 

de Aqu ino d ix it としてその説を要約し， トマス説はアリストテレスの意

見に反し，価値がないと非難する。 もしMUnch- ph y.を シゲ、ルスのものとす

るとかれは己の思想の円熟期において， 以前の独創性ある説と態度とを完
(8 ) 

全にすて去り， か つて罵倒した論敵の説を丸う つししたことになるだろう。

(6) Delhaye， Siger de Brabant，Questinons sur la physique d'Aristote p. 181， n.1. 

A. Maier: An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft p.225. S. Thomas 

de Aquino， In Physic.， 1，4， lect 12. ed. Leon.， no.l0. 

(7) Aristotelis intentio videtur esse contra ipsum (Mandonnet p. 83)， Sed ista 

positio non valet (p.84). quam rationem simpliciter concludentem praedictus 

Thomas solvere non conatus (1心.

(8) J. Duinによる とシゲノレスは 形IJÍi上学注解(V， 14)にて Mtinch-phy. と同じ

考をぷU}Jしているといっている 。 然しこの解釈は 支持できない。 日11ち同)'1[は <iJ\:

きものは per accidensに動かされる 。 然し naturaは 述動のper seの原理であ

る ， 古kに，[(さものは 木村的には 動かされ なしふという異論に対し，ここの naturaの

山花で per seのぷI味を， 本性は 11]"1(1;1本に於て， secundum accidensにでは なくて

per se に exist する ところの辺政})!JüEl!である という場合の per seに併し，
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per accidensに動かされることと矛府しないと主張しているのでシゲルスの元米

の思想と何等ことなるものではない。

( ll)ì主動の氷遠性にI)(，Jする M tin ch -phy. VIII， 6の個所は約 30行にわたって
(9 ) 

抹消されておりアヴェロエス的異端の傾向の強いものとされている， しか

しその内容は むしろトマス的といえる。 日11ちまず信仰と 哲学との関係につ

いて次の様に論じている， <信仰によれば運動は常にあったのではなくて

ある時に初ったといわねばならぬ。 然し これに対す試明は導く ことができ

ない， それは日正明から知ることができないのだから。 アリストテレスの運

動は永遠であるとの 証明のラチオは推論に於て間違ってはいない〉。 これは

シゲルスに見られる 所謂二重員理的傾向として受けとられるが， トマス説

との近親性もみられる。 即 ちトマスは自然学書 注解VIII， C. 1 .  lec. 2 に

《 こ こにあげられた根拠を正しく考察するならそれによって信仰の点目は

有効に攻撃されえない， けだしかかる根拠は白然の道によると運動は初ま

らなかったことを証明するのに有効ではあるが， 我々の信仰が主張するよ

うに， ものが第一原理から新しく作られる事によって初まらなかったとい

うことは， これらの根拠によっては証明されえないえ これは丁度 Mtin

ch- phy .の主張の哀がえしにあたる。 又トマスは神学スンマ1， q.46， a. 2 

に世界がii?にはなかった ことは信仰のみによって支持される， 日向日止的には

証明されえないと述べている。 M ün ch- phy . の主張はトマスと調和できな

いものではない。

(9) 然しこのH肘Jrは PeripateticiのJiIi動ノ'k)�I��と .{íよりは A者のみがと上ずとし、

う新プラトン思想について述べられていると推察されるので抹消されているのは

法お白身の;Jíではないと忠われる。 僅かに読まれる calidita tem in aliquoとか

quiescer，巴という文字はトマスの自然学古j主仰の対)剖I，IWFiにJÆべられて いる事�.wと

一致する。

次いで Mün ch -phy.によると《アリストテレスの運動永遠説をある人 達

は信仰と一致させようとして， かかるラチオは世界が永遠だと与-えたので、
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はなく 又それは必然的真理を含 む証明でもなくただ i s ta ra ti o nes propte r  

d u bi ta ti o ne m e t  no n propte r  aliqui d ali u dに引用したにすぎぬと云う， こ

れは明に間違である， それは， アリストテレスはその 哲学の大部分で殊に

分離実体について述べている個 所にて疑っていることになるから， 即 ち運

動の永遠性から分離実体の存在の証明をするのだから〉。 この個 所が トマ
(10) 

スの phys ic . 咽( 前出〉 からとられたことは明 瞭である。

日目 physic. VIII. C. 1， lect. 2， 16p. 371a Qllidam vero frustra etc， P. Delhaye 

は トマスの S. theo1. 1， 4 6， a. 2 conc1よりと する がそれで、はな味が反対に なる 。

Münch - ph y. は次いでi草野Jの永遠性に l対するアリストテレスの証明の根

拠は conseque n tiaにおいて誤はない。 <故にそれが基いている第一原理を

論破することによって解決しなければならない， それはー者は一者である

限り一 つのみを作用する様な本性であるという原理にある〉。 この提言は

引き つづいてなされている異論第一〔実は第三異論の第一項〉 への返答で、

明かにされる。 日[lちそこで〈私は第一の変化 mu ta tioの前に可能体が作ら

れただろうことを認める， 然しそれから 何かより先の変化 ( tra nsmu ta tio ) 

によって作られたという結論にはならない， Mとなれば， すべての造作が

変化だとはいえないから， 第一者自体からの 何かの ema na tlo により生ず

る造作はか様なものである， しかしか様にして第一可能体は作られた人こ

れはトマスが前と同じ 所に述べているに対応する， 即 ち 〈可能体は今それ

がある disposi ti o に前にはなかった， 何となれば前には存在しなかったの

だから。 然し運動 又は変化によって存在を獲得したのではなくて， 事物の

第一原因からの ema na ti o によってえたのである， か様にして第ーの変化

の前に 何かの変化があったということは結論されない>0 Münch -phy .は続

いでかかる推論は前述の一者はー者である限り一 つしか作用しないという

ことによって進められるとし， <この命題はtí�一原理に対しては真理を有

しない>， その理由は， 以前に何かの変化がなされることなしには或るも

のは生じなかったのであるが， 第一原理からは何かが生じうるからである。



88 

これはトマスに対応している， 即 ちトマスは事物の第一の産出について述

べて 〈若し第一原国が今と 以前とで異ならない仕方にある (se h a be re )なら，

以前より今の方がより多くものを生庄ーすることはない。 しかし別様にある

なら少くとも第一原理のfl1lJの変化は第一におかれた変化よりも前であるだ

ろう入 この前段は明に M ünch -ph y.の云うー者はー者である 限りーしか

生まないに応ずものである(eo de m mo do se h a bente n on p roce d it n isi 

un n m) 。 これは作用者が本性によってのみ働く場合である (agens per n a 

turam ta ntum)。然しトマスによると意志や用性によって働く時は第二の場

合であって屯意志により働くi時は永遠な立志によって永遠でない結果を生

むことができる。 TIJf永遠な理性が永遠でないものを 認識する如きである。

認識されたものは意志による 作川省-に於ける活動原理である入 これがー

者から多数が生ずる原理である。 これに対し Mu nch -phy. は平行を示し

ている， 即 ち第一者にて認識の原理と行為の原理は同じである， 第一者は

何等相違をもたないあるーの観念によって稀々異なる存在を認識する 故一

つの ra tio によって種々の異るものの原因でありうる。

以上の比較により永遠運動の問題にlikJしでもアヴェロエス的ではなくて

逆にトマス的であることがしられる。

先にあげた個 所にー者よりー者のみが直接生ず、という命組は第一者に適

用されないとあるのがSige r のLisbon n e '手本のQuaestion es natura les 

に関連性があるとの主張は正しいであろうか。

(ln F. Stegmül1er， Neuaufgefundene Quaestionen dcs Sigcr von Brabant. 

Recherches T AM， 1931 p. 182. Delhaye o. c. ; Duin. o. c. 

シゲルスはその多くの著書で第一原因に関してこの原則を適則している

がリスボンの自然学iE-問題の中でのみ ちがった 態度をとる。 そこでは，

〈私はそれについて 証明をもたない， ただ一つ判るのはアヴィケンナの根

拠はこの証明に価しないことであろう， 即 ちかれによるとアリストテレス
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がーからはーしか生じない 又同ーの仕方である se h a be re ものからは同ー

のものしか生じえないといっているから〉。 シゲ、ルスによるとアリストテ

レスの この主張はーから多と異が生じても支持しうる。 アリストテレスが

De gene ratione nに天体について述べているところは同じ仕みで se h a be re 

するものからは或るl時に原凶さるものは 他の時にも原因される， (それが

ー又は多を原因しようとアリストテレスの意見には関係なしつという こと

である。 故にプヴィケンナがこの新フラトン的公理をアリストテレスによ

って;証明しようとしたのは比当述であって効力がない， 然し この公理自身

については シゲ、ルスは 〈何をいうべきかは疑問jのまま践す〉 と云っている。

ここに一つの留保I'i''))，岳山はあるが M ünch -phy.の保なfE否はみられない。

ではどの点で シゲルスの態)立の主化がみられるか。 シゲルスはこの命題を

引用する!:Mf1殆んどアヴfケンナとアリストテレスの名をあげている， ÎTn 

もそれは〈アヴfケンナによればアリストテレスは〉の意味である ことは引
(2) 

用の仕方ーから主11られる。 シゲ、ルスはアヴfケンナを通じてそれがアリスト

テレスl乱であり ap o diktisch だと考えていたがDc gen e rat ion e の研究に

よりそれが誤づた援川であるのを矢11り如何に説明すべきか失11らないと未定

のまま践したので、ある。 この率[(1ーな態度は シゲルス(1'0なものであり\そ こ

には前に於る態度とのtmに述続性がある。 然し Mün ch- phy .はこれに反し

或る人達がこれをどこからとったか 又それが誤った適川の 所 以を記してい

ない， もし シゲ、ルスのものでありリスボン写本の後のものと仮定すればこ

の打力江区駁のH�拠をあげないわけはないだろう。

(12) Avicennae， Ñletaphisica tr. IX， c. 4 p. 14b De necessitate は 名をあげてい

ふい(Duin p. 21)が形而上'，[:itWI�では dicit Avicenna quod. . . et dicit Avicenna 

quod primus Magister sic dixit (1. III， q. 16， Grai妊， p. 146) ;…sicut probat Avi

cenna. Et dicit de Aristotele quod primus Magister ita dicit CV ， q. 10， Grai妊)

'llloniam secuncll1m intcntioncm Aristotelis ct Aviccnnae. .' ut dir itur JL'� D日記en

crationc (V， q. 10 Graiff， p. 301) この(甘いIはケンプリジ'//イーではSiCllt probat 

A vicenna. Et dicit de Aristotele quod primus Magister iねdicit. (Duinによる入
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(m)偶然性と必然性 (述命〉に|到する ]Æu nch -phy. n， q. 16にはすでに

人々により指摘されているようにその本文の大部分にわたって全くトマス

の形而上学注解よりの借用がみられる。
)
これに反し シゲルスが同じ問題を

取扱っている V at-phy .やDe nec essitate et conti ngentia causarumや形
(4) 

而上学 注解に於ては， その 内容や問題のとり上げ友論述のフ。ロセス等に共

通性があるが，]Æu nch -phy .はこれらとは全く異っていて， A. Mai erが述

べている様に大綱は同じであるがただ大綱だけであって， 表 現の外的形式

や思惟の運びにおける 両者の相違， 更に内容に関して一般的態度の相違は

著しいものがある。 かように甚しく違っているものを別に充分な根拠もな

いのにいj一人の著作としなければならない理由はどこにあろうか。 此の場

合にも， シゲルスはこれらの著作では 此の問題について 独創的な思索家と

して現れているが， その シゲノレスが思想の円熟した時代に全く別人のよう

にトマスの 丸写をやることが考られうるだろうか。

113) S. Thomas， In Metaph.， 1. 6， lect. 3 ed. Cathala， n' 1205-1215. 

11� A. Maurer， Siger of Brabant's De necessitate et contingentia causarum and 

MS Peterhouse 152. Mediaeval studies XIV， pp. 48- 60. 

11同 A. Maier， Nouvelles quest旧日5 de Siger de Brabant sur la physique d' Aristote. 

Rev. philos. de Louvain 4 4  (194 6) . 

(IV)未来の出来 事に関する必然性の問題についても]Æun ch-phy .と シゲ

ルスの思想との問には相違がある。 Mun ch -ph y. n， q. 1 6で， c on sequen s 

の必然性と c on sequen tiaの必然性の区別にWJしてあげられている或人 達の

(alii )説は，Duin によればトマス説であって著者はトマスをそこで反駁した

のだと。 然しその個 所は Mun ch en の原写本の間違であって (Delh ay eは

写本通りに読んでいる ) c on sequen tia とcon sequen s が入れ梓りになって

いる。 従ってこれはトマス説の反対のI孔であって， 著者はトマスの立駄な

のである。 その人達の説によると生じうるだろうものは第一者により秩序
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づけられている， 故に必然的に生ずるだろうというH寺， それを c o nseque ns

の必然の意味にとれば正しく， c o nseque ntia の必然の意味にとる間違であ

ると。 これに対し著者は《か様に云う者はアリストテレスの論理を知らな

い>， 即ち， c o nseque ntia が必然的であっても c onseque ns は必然的とは限

らず c o nti nge nsでもありうるが， c o nseque ntiaが必然であり前提も必然な

ら co n犯que nsも必然でなければならぬから。何となればアリストテレスが

云う様に真からは真のみしか帰結しないのだから。 この場合 c o nseque ntia

( si P rimum ordi nat omnia， necessa rio etc .) は必然であり前提 (P ri mum

o r di nat omnia)も必然である。 故に c o nseque ns( omnia e v e niet necessario) 

も必然であると。

この問題に関すトマス説は次の通りである。〈いずれのものでも神により

恰も現在的に視られたように確認されるなら， 神が確認するものが存在す

ることは必然的であるだろう。 丁度坐っていることが視られることからソ

クラテスは坐るということが必然的であるように。 然しこのことは絶対的

に， c o nseque nsの必然性によって必然なのではなくて， 条件のドで或は
(17) 

c o nseque ntia の必然性によって必然なのであるゑ トマスによると前提が

絶対的に必然なら conseque nsは絶対的に必然だということはできない。前

提そのものが素材的に必然的であるか c o nti nge ns であるかは命題が必然

か c onti nge nsか， 真か偽かということとは関係しない。 この場合前提は

端的に必然的である。それから c o nseque nsが絶対的に必然に生ずるのは，

原因と原因されたものの本牲によるのではなくて， むしろ前提にたいする

c o nseque ns の秩序関係，それに従う仕方に基くのである。 即ちc o nd itio nal

なのである。 もしかれが坐ることが且られるならかれは坐るという条件文
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が必然であるのは， それが1，"'去に ついて理解され， 認識された限りに於て，

ものの， 魂に於る esse に'tìfい， 認識するものの mo d usに従って理解さ

るときにであって， ものそのものの disp osit io に ついて理解され， もの

の i n se における esse， もの 自体の modus に従ってとられるなら間違で

ある， 即ちょLられることによって〔原因〉個物的に必然に坐るのではない。

それ 自体においては未来であるけれども認識するものの mo d us に従えば

現在である。 故に神が何かを知るならそれは存在するだろうと云うよりも

存在すると云うべきである。 rJ丘ソクラテスが走るのを私がみるならソク

ラテスは走るという判断と|口lじである。 c on sequen s は神の scie ntia (その

p raesen t it as) に関係する 故に前提と同様必然なのである。 アリストテレス

の 〈すべて存在するものは存在するときは必然|刊に存在する〉 というのは

か様に理解さるべきである。

(1司 Contra genti1es (I ， c.67)例以下にIxlしては De veritate II， a. 12， arl sept. ; 

S. Theol. I， q.14， a. 13， ad 2; comm. in lib. I sententiarum dist. 3 8， q. 1 a. 5参!!(!。

Mün c h- p hy . は従ってここでトマスを反駁したものでないことは明でか

あるが， シゲルスはこの問題に関してトマスに対しどんな態度をとってい
(8) 

るか。 V at- p hy . q. 9に!Ã-�一原因により予知される， 故に生ずるだろう

は necessit as c on sequen t iae なら真で necess. c o nsequen tis なら真でないと

云いならわされるとしてトマス説をあげ， これに対し(c on tra ) <Tìíj提が必

然的なら c on sequen sもそうである， -Iìíl tJl':は必然である故に云々〉 と反論を

あげる， 日IJち第一原因はその知によってすべての存在するものの原因であ

るから前提は必然で‘ある， 又 c on seque nti aも支持すべきである，何となれ

ば神の知は不変であり従ってものもそうであるから。 ただ問題はその存在

性 (e ntitas )に於て変化するものについて(1なる把脱がありうるかどうか

ということである。 ある者によると必然(1'-;未来は撰t刊りで、ある， 例えば海

戦はあるか或はないかだろう。 一方が確定的に必然ではない， 然しアリス
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トテレスによると存在するものは存在する間は必然的に存在する。 所で神

は永遠の今に於て一 つの知なのだから， 神は未来のものをそれがも つだろ

行存在に於て in praesen ti 現在的に予見する， そして予見されたものはこ

の in praesen ti にて必然的にあるだろう。 故に神の知に関しては未来は必

然的である。 神は 未来を その 原因 において考察するの ではない， その

(神の現tEに於る〉 存在性が不変化的であるから， ものは不変化的でなく

ても， 不変化的として認識される。 これがトマス説であることは前に示し

た通りである。 シゲルスはこの説を prob ab ile ではあるが 不充分だとす

る。 その理由は， 非存在者は， 誰がそれを認識するにしても， 存在者に

よってしか認識されえない， 故に第一者が c on tingensな未来を 現在として

認めるなら，それが非存在であおことから，それ自体において予見されるの

ではなくて， 他において叩ちしるし又は原因において認識される。 然し未

来の c on tingensはそれが必然1'1'9に生ずような原因もしるしももたない( そ

うだったら c on tingensでないだろうから〉。 シゲルスはここで未来の c on

tingensが神により予知されることの困難な点を指示している 。これは予知l

の干;可能性を結論させはしないか。 それについてDe n ecessitate はより明

瞭な態度を示している。 即ち神の理14:により現在， 未来が認識されるのは，

それらのmseの in tellectusに於てではなくて， それによってi n ali oに

それが認識される所の in tel1ec tus においてである， それは神白身の実体

である in tellec tusである。 然しか様な未来の不可謬的な員なる in tel1ectus

が未来にたいして必然性を課すことはない。 真に存在するものでなかった

なら 何ものも 神により予見， 子認識されえないから， 未来の c on tm gens

があるだろうことは神により予知されえなかったと云う可きである。 海戦

があるかないだろうというのは真であるけれ共， どちらかが真を述べてい

ることにはならない。 もし海戦があるだろうが真だったとすると海戦があ

るだろうことは必然的であるだろうから。

同 Maier， Nouvel1es questions de Siger p. 507. 
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シゲ、ルスはこの結論が未来の c ont ingen s の否定をと もない確定論にお

ちいる危険を意識していた。 そこで 〈神により予知されないということが

誰かの耳に重大事にひびく〉 なら， 日IJの解釈を提供する， 即ちAが生ずる

だろうことは神に於ては， 神の実体であるところの int el1ect usのみを もっ，

生ずだろうことは可変的ではあるが，不変の神の中にで もっその int el1ect us

は決して生ずことに刻して必然性を課さない。 神の int el 1ect usに於て可変

的なものは不変の知を も九誤りうる未来 も謬らない予知とt真理とを もっ。

シゲルスの結論は c ont ingen s の予知を許しで も説明の仕方が諸書で 一致

していない。P et e rh ouse-Met aphysic では 神の知と人間の知を区別し神は

未来を現在として認知するが人聞はそれを必然的出来事へ変え必然的未来

に関係づける。 神の予知は c ont ingen s な未来や必然的な未来に関係する

と。 V at - phy.では神は単に未来が生ずるということのみではなく， 如何様

に即ち必然的にか c ont ingent e r にかを知る。 即ち最 も近い原因からの結

果は必然的又は c ont ingen sと呼ばれるのだから。 Mun ch- phy.の結論 も同

一線上にある， 第一原因により秩序づけられている限りすべては必然的に

生ずと云われる， 然しすべてが直接に第 -原因に原因されるのではなくて，

ある個別的下級的中間原因により媒介される。 それに関しては pc r acci

den s であり c ont ingent e r に生ずと。

(1司 A. Maurer， Siger de Brabant's De necessitate et contingentia. Med. Stud. XIV 

p. 60. 

要するにこの問題に関する信仰の真理は初めより明確であるが シゲルス

は彼の論限より来る疑問を卒直に提出している。 この態度はかれに常に み

られるところであるが Mun ch- phy.は全くトマスのエピゴ{ネンにすぎな

いことを示している。

CV)第一素材の生成に閲しては Mun ch- phy. は シゲルスと 一致して直接
(20) 

に第一者からではなくて天体の媒介によるとする。 然し同ーのことを証明

するにあたって双方は全く異なる\Ji.論をしている。 同一著者であったらこ
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ういうことがはたしてありうるだろうか。

捌 Münch-phy_ 1， q. 37. Siger，In Metaphy. V， q. 10-11. 

CVI )無よりの生成の問題に ついての M ünc h-p hy_ C 1 ， q. 37) がP ete r of 
(21) 

A u ve rgn eの形而上学注解と完全に一致することはすでにW.Dunp hyによ

って指摘された。Dunp hy は其他 M ünc h -p hy. n， q. 12の素材より分離

した実体に， 作用因があるかの問題が P ete r of A u v e rgn e に類似点があ

ることを述べている。 これは M ünc h -p h y.の著者を決定するとに重 要なこ

とである。 同 一人の著書か，一方が他方より借りたのか， 或は共通の源があ

るか。M ünc h -p hy _に 現れたトマス的アリストテレス説は P et e r of A u v e r

gn e の立場とよく合致する ものである。M ünc h -p hy . が P eter の著である

かは綿密な比較研究の結果をま つ外ない。

担1)九N. Dunphy ， The Similarity between certain questions of Peter of Auvergne's 

Commentary on the Metaphysics and the anonymous commentary on the Physics 

attributed to Siger of Brabant， Med. Stud. XV ， p. 159-168_ 

これに反し， シゲルスの著書のうちにはM ünc h-p hy .にあるようはトマ

ス的デテールは全くみられない。 V at廿l y. q. 22に非存在より何 も生じな

いかの聞にたいし主に形相が非存在より生ずかを問題にしている。 哲学者

達の意1�によると生成は可能態から存在の現実へと出現するある ものの変

化による。 必然的に， 何かの ものから生成する。 非存在には変化 も運動 も

ない。 故に非存在からは本性によっては何 も生成しない。 然し シゲルスに

よれば， 形相は無から生ず， しかしそれはp er se ではなくて pe r acc i den s  

の生成である。 即ち， (1)形相は何かの ものから生成することができない。

(2)形相は p e r acc i den s にのみ〈無から〉生成されうる， (3)合成体は形相

の様に無からは生じない， 形相の p e r acc i den s の生成によって生ず， 即

ち可能態から 現実態へと変化することにより生ず。 それは存在しえたので、

あるからp e r se の生成である。 同書の q. 22に も無よりの生成にふれ‘て，

生ず ものは二通りに生ず，まず変化によって。 この時は e x qu o fit を もっ。
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或は変化によらず無から何かが生ず均介， このH与は e x quo fit をもたな

し、。

これに反し シゲ、ルスは形而上学注併では V at -p h y.と共通の論述の仕方

をしているが無からの生成を否定するの Vll， q.8にて形相はp e rs eに生ず

かについて，それはp e rs eにではなくp er acc iden s に生ずが，無から作られ

たのではない。 生ずものは可能から現実へと引き出される(tran s mutatio )。

故に生ず前には可能態になければならない。 故に pe r s e  に生じうべき

ものは可能態に於て en s p er s e でなければならぬっ か様なものは合成休

である， 形木f1は en s ではなくて， それに従つであるものが存在するとこ

ろのものである。 例えば丸い銅が作られるので， それによって丸さが銅の

うちに生ず。 このfS!rÍ1は en s in potentia は現実自体が生ず時にのみ現実

態に生ずのだから， 故に形tll(丸さ〕は p e r s巴にではなくて p e r acc iden s 

に生ず。 そこで《形杭lは然し素材又は他の何かから作られたので、はなく叉

無から作られたので、もない>，この理由は何ものも存在しえなければ生ずこ

とがありえない， さて形和は p e r s e に存在しないから， 存在に刈して可

能性をもっ様には作られていない， 11可かから作られたのではない。 そうで

なかったならp e r s e に作られたのであり， 素材と形中flとより介成された

ものだろう。

同じ形而上学注解IH， q.16によると， アリストテレスに従えば非存在

者からは存在者は生じない。 如何なる存在者も純粋の非存在を存在者に変

ええない， この理由は，もしBが仮定され，存在者の全体においてBの存在

にたいして何ものも可能態になかったなら， Bはその理由から世界に於て

存在にたL、する可能性をかいている。 従ってすべての時間にたいして端的

に非存在者であるの もしある存在者がBを存在するようにしたなら， それ

は本性上ありえないことをなすことになる。 p e r s e  fこ不可能なことは如

何なる作用者によってもできない。 ここで シゲルスは純粋のアリストテレ

ス併釈のj1r.J)J}にあるη シゲルスはこう結んで、いる 〈しかし哲学を隠すの
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は良くない， 故にここでアリストテレスの意見をかくすべきではない，それ

が 真理に反すとしても>， 又 〈 哲学者は如何に偉大であっても多くの点で

誤りうるから， 何かの 哲学的根拠の 故にカトリッグの 真理を否定すべきで

はない， それが解決できなくとも〉。 これはすでに度々 みたように常に シ

ゲルスが信仰に反す様な 哲学説に対してとった個有の立場である。 これは

M 也lch-p hy. にみられるトマスのエピゴーネン的態度とは全く対蹴的なも

ので一方から他方への発展の仮定は全く不可能である。

CV!)猶其他 Mün ch-p hy .がトマス的であって全く シゲ、ルスの思想、と縁の

ないことが多くの点について云いうる。 初にあげた理性単一説に関する個

所はThomas の De u nitate i ntelle ctus co ntra A verroestas に依ること，

又自由意志、説がトマス的であること， 叉， 本質と存在の問題に関し シゲル

スの形市上学注解はアヴェロエス的であるに反し Mün ch-p hy .はアヴィケ
(22) 

ンナ的であることは A .Ma ure r によって指摘されている。

凶 A. Maurer， Esse and Essentia in the Metaphysics of Siger of Brabant， Med. 

Stud. VIII， p. 85. n. 62. 

以r. M !in ch-p hy .を シゲルスの作とするl況の根拠を中心に比較検討した

結果， 次のことが結l治される。 M !inch-p hy . は全くトマス的であり， シゲ

ルスの著書との連続性は， 内容に於ても， 論述の仕 方に於ても， その態度

においても全く みられない。 両者は 何の関係もなく独立したものであると

の印象をうける。 独創的な個性的な叉卒直に大胆に表現する シゲ、ルスが一

介のトマスのエピゴーネンになったとすることは理解できない全く不可能

なことであろう。 当時の偉大な哲学者の一人でトマスやアルベルトゥスと

並称された シゲルスがすでにみた様な幼稚な借用， 丸写をするとは考えら

れない。 更に シゲ、ルスの思想的転向について何一つの記録がない， 多くの

シゲルス引用はすべてかれをアヴ ェロイストとしている。 それに反して シ

ゲルスの転向を主張する根拠となるものはすべてアノニムの書である。 本

:作と同じ状況にあるDe a nima 注解が シゲ、ルスのものでないことが明かと



" 

すれば本書に ついても 同じことが云われうるのではないだろうか，然もDe

a ni ma 注解におけるトマス転用，Aegidi usからの引きう つし等の事実は本

書と非常に似た性格をもっている ) 0 Mti nch - ph y. が シゲルスのものでない

とすると 誰の 作か， Peter of A uverg ne がそれに対し大きな指示を与える

と思われる。


