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The Growth 01 an English Mind in Medieval Europe
Clarendon Press， Oxford， 1986， xii+337 p.
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リンカーγのピショ ップであり， オックスフォード大学の初代学長でもあり， 最晩年
においては教皇庁に対する痛切な批判者として知られ， またアリストテレス， ディオユ
シウス ・ アレオパギタ等の翻訳注解者として名戸を博し， 自然科学に対する深い造詣の
持ち主でもあったロパート ・ グロッステストは， 中世の思想、史を語るうえで無視し得な
い巨人の一人であるが， 体系的著作が欠けていることもあって， その幅広い思想活動の
全体を統一的な視野の中に収めることはきわめて困難である. この中世イギリスを代表
する巨人が我々に示す種々の相の間に必然的な関連を見， 統一的なグロ ッステスト像を
示そうとするのが本書である.
著者は本論をThe Man and

the ScholarThe
，
Angelic Light，The Light of Nat.

ure，The Light of Intelligenceの四部より構成し， 天使論， 宇宙生成論 ， 霊魂論， 認
識論等， グロッステストの関心の対象となったあらゆる領域の問題を検討している. さ
らにAppendix においては， S. H. Thomsonによる著作目録以後に発見さ れたマユ
ュスクリプト， 出版されたエディション， 翻訳についての詳細な言及が為されている.
第一部The Man and the Scholarはグロッステストの伝記であるが， ここでは， 従
来の研究に特に新しい成果が加えられているわけではなく， これまで明らかにされてい
ないグロッステストの前半生についても ， 立入った詮索が為されているわけではない.
著者は従来の研究に基づいてこの略伝を構成しているわけだが， ここで著者は， 人間グ
ロ ッステストを生き生きと再現することを主眼としている. したがって， グロ ッステス
トの人間性を示すうえで欠かせない要素として， 神学， 哲学上の諸問題に対するグロッ
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ステストの見解の概容が紹介されており， 第二部以後で論じられる事柄の結論の多くが，
すでにこの伝記の中に集約されている. また， 修道土たちとの親交， 音楽の愛好， 豊か
な機知等を示すいくつかの日常生活におけるエピソードによって， 人間味に満ちたグロ
ッステストが語られる. 著者はここで， ピショ ップとしての晩年のグロッステストの行
動を， 長年にわたる神学と哲学の探究によって形成された学者としての性格と，

自己の

神学的， 哲学的立場の反映として説明している. 学究生活のもたらした 自己鍛錬や， 理
論と行動の一貫性を追求する傾向が， 神学的， 哲学的見解を規範としてビショ ップの任
務を遂行することをグロッステストに要求し， 妥協を許さぬ厳格な改革者としてのグロ
ッステストの晩年の言動を生み 出したとしている.
第二部The
Angelic Lightでは， 天使論に関連する三つの著作， DeIn telligen tiis，
Hexaemeron， Commen tarius in Caeles tem Hier，ω.chiamを年代I1民に取り上げ， この
テーマについてのグロッステストの思索の展開を追っ て い る. まず， DeIn telligen tiis
における問題の提 出の仕方， 及びその解決法は， アウグスティヌスを始めとするラテン
教父達の伝統を踏襲しているとされる. Hexaemeron に論じ ら れ る聖書の創造に関す
る記述と天使の関係についても， グロッステストの見解は基本的にアウグスティヌスの
立場に従っているとしている.
著者は1240年前後に行なわれた偽テ、ィオニシウス文書の翻訳と注解にグロッステスト
の大きな転機を見て取っている. まず， グロッステストの注解者としての姿勢に独 自の
ものがあることから， 注解の具体的な方法について検討しており， 原文の細部に至るま
で正確にラテン語に写し取り， ディオニシウスの意図を極力忠実に再現しようとするグ
ロッステストの方法の特質を， 当時の一般的な注解の方法との対比によって明確にして
いる. 注解の内容に関しては， グロッステストが， アウグスティヌスの伝統に立つbe.
atific visionと ディオニシウスの位階論の問に矛盾はないと考え， 天使論においても，
上位の位階が順次下位の位階を導くことと， すべての位階が無媒介に神を見ることとは
両 立し得ると考えていることを指摘している. しかも， グロッステストが ディオニシウ
スの立場を一歩押し進め展開する過程には， 内容的にも， また用いられる概念のうえで
も， アウグスティヌスの影響が顕著であるとしている. すなわちグロッステストは，

ラ

テン教父たちのネオプラトニズムの伝統の基盤の上に， この伝統を損うことなく， むし
ろこの伝統を補足するものとして位階論を取り入れ， さらに， 位階を教会を始め被造物
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全般へと 当てはめ， 位階に応じて神と同化することを被造物の目標とし， 上位の位階か
ら受け取った光を下位の位階へと伝えることをその任務としており， この理論がグロッ
ステストの教会改革の理論的支柱ともなり， また宇宙発生論の根底をもなしていると著
者は考える.
第三部The Light of Natureでは， グロッステストの代表作とされる DeLuceに
見る宇宙発生論が取り上げられている. 著者は， ネオプ ラトニズム的であるとされる光
の形而上学とアリストテレス的宇宙論との比較により， その特徴を検討している. 著者
はまず， Bauerのテキストを訂正しながら DeLuceの概容をたどり， DeLuceにおけ
る宇宙論の成立に影響を与えたと思われるものを列挙している. 次に， アリストテレス
の DeCaelo etMundoの中に， De Luceの具体的な素材を数多く見出だ し得ること
を明らかにしており， グロッステストは De Luce を書いた段階では， De Caelo et
Mundo Iこ忠実であ ろうとし， 創世記の宇宙生成論と DeCaelo etMundoにおける宇
宙論を統合する試みとして DeLuceを 著したということを結論としている. しかし，
いくつかの点でグロッステストは意識的に， あるいは無意 識のうちに， アリストテレス
の宇宙論を逸脱しており， これらの点をグロッステストの独創性を示す点として挙げて
いる. まず， 自然学における数学， とりわけ幾何学の重要性を強調している点であり，
著者は， グロッステストが， 創造を数学者としての神によって， 数学的原理に則って為
されたと見倣しているとして， ここにグロッステストの 自然観の歴史的意義を見ている.
また， アリストテレスにおける 天上の第五元素と， 月下の四元素の聞の完全な隔絶に対
し， グロッステストは物質的世界の根本的連続性を考え， 質料の究極的な単一性を示唆
しており， アリストテレス的 天地二元論に対し， 天上と地上を問わず， 光をあらゆる物
質性の根源とする一元論に立つとして， これは近代の天文学の改革にとって先駆的な意
味を持つと考える. このような点を総括して， 著者は， ギリシア的， ことにアリストテ
レス的宇宙論と聖書の創造論との衝突が DeLuceの独創性と先駆性を 生み出している
とする.
第四部TheLight of Intelligenceでは， グロッステストの霊魂論を中心に， 認識論，
人間論等における年代的発展を捉え， またその発展の契機となった要素を分析している.
ここでも著者が， グロッステストにとって最大の課題であったと考えるのは， ディオユ
シウスを中心とするギリシア教父達の主張とアウグスティヌスを始めとする ラ テン教父
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達の伝統との調停である. 特に， 人間にとって， 神の本質を直接に認識することが可能
であるかとし、う問題に， この二つの潮流を両立させるような仕方で答えることが， グロ
yステストに要求された立場だったとする.
人間の認識の成立に関しては， ネオプラトニズムに由来する神の光による照明説と，
感覚的知識を不可欠な基盤として真理の把握へ向かうアリストテレス的な認識論とが，
双方とも是認されており， アリストテレス的認識論を， 日常的な経験による認識に当て
はめ， 照明説を， beatific visionを頂点とする， 可感的世界を越えた信仰の領域に 当て
はめることで， 両者の調停が図られているとする.
人間論の点では， グロ ッステストが人聞をあらゆる被造物の中心と見倣していること
に著者は着目する. とりわけ， この認識を支えるものとして， 人聞が全宇宙を映すミク
ロコスモスであり， 可視的世界のみならず， 霊的世界をも代表しているとする考えを取
り上げ， ここにすべての被造物の統ーとして， また創造の最終目標として人間を捉える
グロッステストのヒューマニズムを見て取っている. そして， この立場は， 人間を天使
の下位に置く考えや， 肉体との結合を霊魂の堕溶とするプラトユズム， さらには， 天上
と地上との断絶を説くアリストテレス的 自然観を超えたものとして， 独 自の意義を持つ
ものと著者は考える. また， 人間をミクロコスモスとする見地は， 位階論の中にも取り
入れられ， 教会を始めとする人間の社会組織が， 天使の{立階を写すものであるとする立
場が， グロ ッステストの教会改革の理想と教皇庁批判の根拠になったとする.
著者は， この研究書において， グロッステストに影響を与えたと思われるいくつかの
思想潮流を分析し， これらの思想潮流とグロ ッステストを比較対照することで， グロッ
ステストの独 自性と歴史的意義を明確にしようとしている. 結論的には， グロ ッステス
トは， アウグスティヌス， アリストテレス， ディオニシウス・アレオパギタ， アヴィケ
ンナ等に代表される思想潮流の調停者であり， アウグスティヌスのネオプラトニズムの
伝統に立脚しつつ， アリストテレスの方法と概念を取り入れ， さらに， 使徒の時代への
あこがれから， ディオニシウスに傾倒し， これらを統合しようと努力する中で， 自己の
立場を築いたことになる. この結論には取り立てて目新しいものはないと思われるが，
むしろ， グロ ッステストの思想の構成要素を分析していく際の幅広くかっ級密な研究に
本書の真価があると思われる. 著者は， 各Aのテーマについて， グロ ッステストに影響
を与えた可能性のある神学， 哲学上の諸説を広く取り上げ， それらとグロッステストと
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の共通点及び相違点を， 詳細に指摘している. これにより， 当時の思想的時代背景が明
確にされ， 各々の著作と取り組むにあたってのグロッステストの問題意識が再現される
ことになる. グロッステストの問題意識が再現されるに及んで， 宇宙論， 天使論， 認識
論， 人間論の相互関連をたどることが可能になり， グロッステストの思索の全体像が浮
かんで来る. 著者は， グロッステストの思想活動の枠組みを捉え， 各種のテーマの必然
的な関連を示し， 生きた思想家， 宗教家としてのグロッステスト像を描くという困難な
課題に十分な成果を収めている. 今後本書は， グロッステスト研究の基本文献の 一つに
数えられることにな ろうと思われる.

*

*

ホ

McE voyがグロッステストの著作の内容についての敏密な研究により， グロッステス
トの思想、の構成要素を分析し， 個々の要素がヨーロッバの種々の思想的伝統に根ざすこ
とを突き止め， これらの思想的伝統の調停者としての穏健なグロッステスト像を描いた
のに対し，

Southern は， むしろ， グロッステストを取り巻く歴史的状況を研究し， グ

ロッステストを 当時の歴史的背景の中に置くことにより， グロッステストの独創性を浮
き立たせ， その独創性の由来を， 当時のイギリスの社会的， 学問的環境の中に見 出だそ
うとしており， ここに McE voy のグロッステスト像と は全く対照的な個性的思想家と
してのグロッステスト像が描かれることになる.
著者は， グロッステストと同時代の Matthew P aris， R oger Bacon からWycli妊を
経て今日に至るまでのグロッステストに関する評価の変遷を展望し， Matthew P arisの
年代記に見る， 伝統の破壊者， 国王や教皇に対 する容放のない批判者， 聖職者たちに過
酷な態度を示す暴君的ビショップ， あるいは， Ro ger Bacon の著作に描か れ た， 当時
の学問の欠陥を見抜き， 新たな学聞の方法を予見する孤高の改革者， さらには， Wycliff
の時代における， 宗教改革の先駆者， 迫害された聖者といった時代の主流に対する反抗
者としてのグロッステスト像が， 今日， 十三世紀前半の科学的， 神学的発展にあらゆる
面で貢献した， 時代の中心人物としてのグロッステスト像に置き換えられたことを指摘
して， かつての eccentricなグロッステスト像が忘れ去られてよいものであるうかとい
う疑問を呈示する.
著者は， 神が 第一形相であるか否かを論じた書簡を例にとって， グロッステストの方
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法とスョラ学の方法との差異を論ずることで， この点についての検討を始める. 権威の
引用の仕方については， 個々のテーマに関連する権威を体系的に収集し， それらを分類
して， 相互の対 立を明確にするというスコラ学の手続きをグロッステストは無視してお
り， 結論を示すにあたっても， 組織的な研究の結果としての客観的， 最終的判断を示そ
うとするスコラ学に対して， グロッステストは， 最終的結論ではなく， 個人的見解とし
ての試論を提 出することで満足し， 最終的結論は後世の研究に委ねているとする. この
ような点から， 著者は， グロッステストを本質的にスコラ学の主流から孤立した思想家
であると考え， スコラ学との相違を， 晩年に神学と取り組んだため， 新しいスコラ学の
流れに取り残されたこと によるとする McE voy等の見解を退ける. そして， この独創
性の由来をさぐるため， 著者はまず， 当時のイギリスの学問的環境を取り上げる. 当時，
社会的成功を収めた人々や裕福な家族や保護者の支援を受け， ノミリ， ボローニャなどの
大陸の大学で、学んだ人々と， そのような支援を得られず， 国内に留まり， 経済的安定を
得るまでに長い時閣を費やす人々との二つの類型に分け， 低い身分の貧しい家庭に生ま
れたグロッステストは， 後者に属すと考える. したがって， グロッステストは， イギリ
ス特有の教育環皮が産んだ思想家であり， 十二世紀後半， 大陸の大学では， 学問の領域
と方法の回定化が進 む一方で， イギリスにおいては， 大陸の影響を受けつつも， なお，
自己の興味を 自由に追い求める， 縛られない学究生活が可能であったことが， グロ ッス
テストの思想形成に大きな役割を果たしていると考える.
次に著者は， これまで明らかにされていないグロッステストの前半生を， 独 自の資料
批判を行ないつつ， 歴史研究の方法を有効に利用して， 巧みに再現してみせる. この過
程で， グロ ッステストが， パリの神学の直接的影響を受けておらず， イギリス国内では
最も強いパリの影響下にあったオックスフォードで、神学を講じ始めたのも晩年になって
からであり， グロッステストがその前半生において， 大陸の影響から独立し， イギリス
固有の学問の伝統に依存していたことが明らかにされる.
では， イギリスの学問的伝統とは何か， これを著者は， 十二世紀イギリスにおける 自
然科学の状況の面から説明する. 十二世紀には， 先 人の著作を素材とし， 定義と概念整
理とを手段とする大陸の大学の学風に飽き足らず， 自然現象そのものと取り組 むアラブ
人の自然科学に惹かれて， アラブ世界との境界にまで 出掛け， 科学と哲学を研究し， ア
ラ ビア語やギリ シア語による自然科学の著作を携えて帰国した何人かのイギリス人たち
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がおり， 彼らを通じて， 新しい 自然科学の動きが， イギリスに着実に浸透しつつあった
とする. また， イギリスでは， 当時の科学的知識を集成した植物誌， 動物誌， 鉱物誌が
普及しており，

自然の事物を， 人間への警告と教訓を含み， 創造主の心を映すものとし

て観察するこれらの書物が， グロッステストの 自然科学的知識の基礎になったとする.
このような環境の中で， グロッステストがどのような精 神的発展を遂げたか， とりわ
け， 科学的関心から神学的関心への移行がいかなる経過をたどったかが次に考察される.
著者は， この考察にあたり， グロッステスト の 自然学上の著作に関して， McEvoy に
よるク戸ノロジーを大幅に修正する. 年代確定に困難を来たす De Fluxu et Refiuxu
Maris と De Generatione Stellarumを偽書と見倣し， McEvoyが 自然学的ミ雪作の半
数以上を1225年以後に年代設定したのに対し， 大半を1225年以前の作と考え， De Luce
を1235年以後に移し， 1225年以後， グロッステストが神学と本格的に取り組む過程で，
神学にとっての 自然学の重要性が再び意識され， De Luce 等の著作が 出現することに
なったと考える.
この新たなクロノロジーに基づき， 著者は1225年以前のグロッステストの 自然科学的
著作における方法論上の特色を指摘する. グロ ッステストは 自己の観察と先人の学説と
に同じ比重を置いており， アリストテレスの注解等においても， 自然現象の観察に基づ
く新たな発見を付け加えることをもって，

自然学への自己の貢献と考えている. したが

って， 感覚は科学的知識の源泉となり， 感覚によって得られた 自然、現象の理解から， そ
の物理的構造へ， さらにその構造を生み 出す根本的要因へと進むことがグロッステスト
の 自然科学の方法であるとして， この方法は， 過去の知識の収集と組織化というスコラ
学の方法と対照的であるとしている.
1225年頃からグロッステストはオックスフォードで神学を講じ始め， これを機に神学
と本格的に取り組むことになるが， 神学研究においても， グロッステストは 自然科学の
方法をそのまま用いていると著者は考える. すなわち，

自然科学において， 自然現象の

観察を科学的知識の基盤としたのと同様に， 神学においては， 聖書の研究をあらゆる神
学研究の基盤と見倣しており， また， 方法の上ばかりではなく， 被造物が象徴的意味を
持つなら聖書のみならず被造物 自体も研究しなくてはならないという観点から， 内容的
にも神学に 自然科学を取り入れている. このため， グロッステストの神学は必然的に創
造に焦点を当てることになる. そして， 現象の細部に普遍的法則を求める 自然科学の研

書

129

手';11
，rr

究法は， 神学において， 創造さ れた宇宙の細部にまで 神の本性の象徴を見， 神における
すべての多様性の統ーを求める傾向へと発展し， 神の単一性を宇宙へともたらして， 神
と宇宙とをつなぐものとしての光の概念に到達することになるとしている.
著者は， 多様性の中に統ーを求める試みを， グロッステストの神学の根本的な特色と
見倣している. この試みは， 多様な現象の隅々にまで， 普遍的幾何法則が働いているこ
とを見抜き， 表面的多様性の奥に統ーを求めようとする 自然科学の探究のうちで培われ
て来たものであり， この試みが独 自の神学説として結実したのが受 肉に関する説である
とする. 被造物の中心である人間と， 創造者である神との統ーとしての受 肉は， 被造物
に真の統ーをもたらし， 創造を完成させるものであり， 人間の罪の結果として必要とさ
れたものではなく， 人間の罪とは無関係に， 創造に不可欠なものとして， 創造以前から
計画されていたという受肉説こそ， 統ーを求める創造の神学者グロッステストの特質を
示すものであると考える.
晩年， グロッステストがピ、ンョップとして， 教会と聖職者の世俗的利欲による汚染を
厳重に戒め， 妥協を許さぬ厳格な言動を貫いたのも， 統ーを求める姿勢の現われである
とされる. 一般的原則を行動の細部にまで当てはめ， ごく些細な行動に至るまで， 行動
と原則の統一を求めるのがグロッステストの根本的態度であり， 現実の問題の解決にあ
たって， 繰り返し聖書に判断の基準を求め， 魂の救済の原則に常に立返ることにより，
徹底した厳格さが生じて来たと考える. また， 1250年， 教皇と枢機卿を前にして行なわ
れたリヨγでの教皇庁批判演説も， 原則と行動の涜ーを求める立場の帰結であり， さら
に， キリスト教位界の衰退と混乱を教皇庁の世俗的野心に帰したこの演説の結論l土， 十
五年間のピショップとしての経験と観察に基づき， 個々の現象の奥にひそむ普遍的原理
を追求することで到達されたものであり， ここには， 科学的な忠考法が反映していると
する.
著者はグロッステストを同時代の学問の流れから孤立した思想家として捉え， その独
自性は， 自己の才能はもちろんのこと， 大陸におけるスコラ学の発展に遅れを取ってい
た当時のイギリスの地方的状況とイギリス特有の科学の伝統， 及び， その前半生におい
て， グロッステストに大陸の学風と接する機会を与えなかった不遇な生立ちに由来する
と考えている. すなわち， 大陸の神学の助けを借りることなく，
支えられ，

自然科学の伝統のみに

自力で、道を開いて来たところにグロッステストの独創性の要因があり， 前半
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生を費した自然科学の研究が， グロッステストの思索と行動の骨格を成していたことに
なる. 我々は， 本書に描かれるグロッステストが McE voyの研究書におけるグロ ッス
テスト像と全く対照的であることに驚かされるのであるが， 最後に著者は， グロ ッステ
ストにとって学問的孤立は宿命的であり， グロッステスト自身の内部に含まれる矛盾の
ために， これまでグロッステストを理解したと信じて来た人々も， 必ず何らかの本質的
要素を見逃して来たし， 自分の著書の内容についても， 果たしてグロ ッステストが賛同
するかどうか疑わしいと書 い て い る

McE voy と Souther nのように全く対照的なグ

ロッステスト理解が可能であるということ， このことはグロッステストの本質的独自性
とかかわっていると我々は考えるべきなのかもしれない.

Mark D. Jordan: Ordering Wisdom. The Hierarchy 0/
Philosophical Discourses in Aquiηαs.
University of Notre Dame Press， 1986， pp. xvii十297
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「トマスの著作はいかに読むべきか?J一見， この間い に は 容易に， 確信を もって
答えることができそうに思われる. たしかに真・偽作が未詳で あ っ た り， 著 作 年 代 に
ついて意見のわかれるも の(とくに近年 r対異教徒大全』に関して P. Mar c 説がひ
き起した論争を参 照)もあり， まだ批判版が刊行されていない著作も多い. しかし， 神
学の総合的論述， 討論集， 聖書註解， アリストテレス註解， 等， それぞれの著作様式を
考慮しながら読むならば， 文体は極めて単純明i所であり， そのすべてにトマスの「教え
る人」としての配慮が行きとどいている. その結果として， かれが言おうとすることを
理解するのは通常それほど困難ではない. rプラトン対話篇はどう読まれるべきかり
という問いにくらべるとき， 冒頭の問いはかなり容易に答えることができるのではない
缶、.

けっしてそうではない， というのがトマスにおける「哲学的説話の本質」をあきら
かにしようとする本書の主張である. 著者に よ る と， トマスの著作は読者にた いして

