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アウグスティヌスは， このような階層的な世界像を描いていた. これは， へノロジ

ーというよりも， オントロジーに属する. この着想を， かれは新プラトン派の書物か

ら得た. マデックは， アウグスティヌスは， ポルヒュリオスから学んだと見る. それ

はとりわけ， 魂としての人聞をメー セー・ウシアとしてみるアントロポロジーによる

(p. 29 1; p. 303). 

本書は新鮮な視点を提供する. それをマデックは 従来の額縁のなかに収めるのでな

く， 自由な大空のカンバスに， 大胆に， しかも， 厳密に， スケッチした. われわれは

さらに， これをてがかりに， 同一性の， 一層， 根源的な自由な思索による彫塑へと赴

かなければならないであろう.

立douard Jeauneau: Études Érigéniennes. 

主tudes Augustiniennes， Paris 1987. 749p. 

今 義 博

およ そ十年前の1980年にはエリウゲナ研究の状況は例えば次のように述べられてい

た 「ヨハネス・スコトクス・ エリウゲナは， その思想が もっ並外れた高遜さと深淵
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さのゆえに， 本来与えられてしかるべき哲学史上の第一級の地位を今日ょうやく占め

んとしている. 実際ここ 数年来， 中世哲学の専門家たちは彼の著作の校訂 出版及び研

究に着手し， かくして彼のもつ富のすべてが我々の前に明 かにさ れ よ う と し て い

るJ 11 

以来今日に至るまでの欧米におけるエリウゲナ研究は 以前に比較すれば目を見張る

隆盛を来している. 本書は そのような現代のエリウゲナ研究をリードして来た代表的

な学者の一人であるジョノー(企dou ardJeauneau)のエリウゲナ研究論文集である.

彼は 1924年生 ま れ で， 中世哲学史博土(D octeur en histoire de l a  phi1osophie 

médié vale) ， 文学博士(D octeur è s  lettres) その 他の肩書を持つフランスの中世哲

学研究者で， 現在パリの CNR S(Centre National de l a  R echerche Scientifique) 

の Directeur とカナダのトロントの Ponti fic al Institute of Mediae val Studies の

教授を兼務している. エリウゲナ研究との関わりでは Society f or the Promotion of 

E riu genian Studies (略称 SPE S)の副会長も務めている. 彼の名前はわが国ではク

セジュ文庫の『中世哲学史11(La P hilosoρhie médiévale， 1963; 3" é d. 1975. 二宮

敬訳， 白水社)の著者として知られているし中世哲学の研究者の聞ではコーンシュ

のギヨームの著作の批判的校訂版 Gui11 au me de Conches， Glosa e suρ er Platonem. 

Texte c ritique avec int roduction， notes et t ables (Col1ection "Textes phi1osophi-

ques du Moyen A ge" XIII) P aris， V rin (19 65) 358p.， 4 pl anches. やシャルト

ル学派に関する研究書L ectio p hilosoρ horum， R ec h erches sur L'Écol e de Chartr es， 

A msterdam， Adolphe M. Hakkert (1973) XVI-39 6p.， 1 4  pl anches. 等によっても

知られている.

これらの業績以後， 彼の学問的関心はエリウゲナに集中的に傾斜し， すでに次のエ

リウゲナの三つの著作(三番目のものは原典の→ 部分のみ)の批判的校訂版を刊行し

ている: (1) Jean Scot， Homéli e sur le Prologue d e  f ean. Introduction， texte 

c ritique， t raduction et notes (c ol1ection " Sou rces chrétiennes" 151)， P aris， 主dition

du Cerf (19 69) 392p.， 4 pl anches. ( この中の Introduction の第1 章は本書第1 部

第1 章 に 収録)， (2) Commentaire sur l'évangil e d e  f ean. Introduction， texte 

critique， t raduction， notes et index (mê me c ol1ection 180) P aris， Èdition du Cerf 

(1972) 475 p.， 4 pl anches.， (3) L e  Comm entair e <<érigénien>> sur Martianus 

Cap ella (D e nuρtiis， Lib. 1) d'après le manuscrit d'Oxf ord (Bod1. Libr. Auct. 
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T. 2， 19， f o l. 1-3 1)， Appe ndice à Quatr e t hèm es érigériens (Conférence A lbert 

Ie Grand 1974)， Monté aI . P aris， V ri n， 1978， pp. 91- 184 またギリシャ教父マクシ

モスの著作『アンピグア』 のエリウゲナによ る ラ テ ン語訳の批判的校訂版Maximi

Confessoris Ambigua ad Iohannem iuxta Iohannis Scotti Eriug ena e latinam 

interþretationem， Coll. <<Corpus Chri sti anorum. Series Graec a>> ， Tur nhout， BrepoIs. 

も公にしている. なお上掲のQuatr e t hèmes érigèniens， 1978 の第1 部は Confé

rence A lbert Ie G rand 1974 の講演であり， 本書第2部第 1章に収められている.

ジョノーのエリウゲナに関する業績は 以上の著作の 他に文学， 古文書学， 哲学史， 哲

学などの諸分野に亘る多くの論文がある. これらのうち 1969- 1985年間に書かれた22

篇の論文を集成し， 写真製版したものが本書である. うち20篇が既発表， 2 篇が初 出

で， どれをとっても それぞれの方面のエリウゲナ研究にとって必ずや参着する価値の

あるものと思われる.

本書の構成は， 序文に続いて22篇の論文が内容別に 5部に分類配置され， その後に

各論文に対する補充 ・ 訂正が付され新しい参考文献に対する参照指示が施されている.

さらに Jean - P auI Bauhot の手に成る， 1. Tab le des manusc rits， 11. Tab le des 

noms， 111. I ndex analytique が最尾に付されている.

本書の構成は次のとおり.

第 1部 ヨハネス ・ スコトヮスと彼の環境

第1 章 人物と著作

第2章 九世紀におけるラン(L aon)とオ セール(Auxerre)の学校

第3 章 ヨハネス・スコトヮス・エリウゲナ21とギリシャ語

第4章 中世初期における古代哲学の遺産

第5章 教父の遺産

1 ヨハネス ・ スコトゥス ・ エリウゲナの著作における偽ディオ ニュシオス，

ニュ ッサのグレゴリオス， 証聖者マクシモス

2 ヨハネス ・ エリウゲナと 証聖者マクシモスの『アンピグア』

第2部 エリウゲナに 特徴的な主題

第 1章 エリウゲナの四つの主題

第2章 ヨハネス・スコトゥス・エリウゲナにおける「海」の象徴表現

第3章 ヨハネス・スコトクスと火の形而上学
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第4章 ヨハネス・スコトゥスと皮肉

評

第3部 新プラトン主義の、ンェーマ: 分割と再統合

179 

第 l章 ニュッサのグレゴリオスとヨハネス・スコ トゥス・エリウゲナにおけ

る性の分化

第2章 還帰という主題

第4部 エリウゲナの写本 数篇について

第1章 クリュニーの図書館とエリウゲナの著作

第2章 証聖者マクシモスの『アンピグア』のエリウゲナによる翻訳: トーマ

ス・ゲイル(1636-1702)と Codex R e mensis 

第3章 マザリーヌ写本 56 1 管見

第4章 『ベリピュセオン』の最初のイギリス人編者マームズペリーのウィリ

アム

第5部 エリウゲナの後継者

第 1章 オセールのへイリグスの説教に対するエリウゲナの影響

第2章 エリウゲナ踏襲: 11ヨハネ福音書』序文についてのオセールの へイリ

グスの説教

第3章 人間の創造に関するカロリング朝期の資料

第4章 ヨハネス・エリウゲナの思想圏に属する ・新テ キ ス ト(B. B ischo ff 

と分担執筆)

第5章 Sa in t  _ E mme ra m の Code x Aureus の詩( P_ E .  Dutton と共著)

第6章 イスラエノレ・スコトゥス( Is ra ël Scot)の資料に関して

紙数の制限上， 特に哲学と源泉史研究の部分， すなわち前半の第1 部~第3部を中

必に述べることとする.

第1部全体は ジョノー自身の言葉を借りれば「時代と社会におけるエリウゲナにつ

いての解説J(序文) であるが， それはまた自ずと古代後期 か ら 中世初期の思潮や文

化全体についての上質な概説となってい る. 第1章「人物と著作」は 上述の よ う に

Jean S cot， Homéli e sur l e  Prologue d e  J ean_ の第1章部分を転載したものであ

る. この伝記的記述は Jo hn J _ O 'Meara， Eriugena， Ox ford : C larendon Press， 

1988， pp. 1-79. の記述と並んで今日最良のもので， エリウゲナの置かれていた思想

的， 文化的環境の概観を与える.
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カール大帝(シャルノレ・マーニュ)からエ リ ウ ゲ ナの保護者シャノレル二世(禿頭

壬)に至る文化政策はエリウゲナ哲学の形成と普及の下地を作ったが， その点でエリ

ウゲナに最も関係の深いのはフランスのランの司教座聖堂付属学校と オ セ ー ルのサ

シ ・ジェルマン修道院付属学校である. 第2章はこれら二つの学校を拠点とする当時

の思想・文化の動向と それに対するエリウゲナの関わり及びエリウゲナ哲学の普及を

実 証したものである. その文献学的， 哲学史的実証には刊本と写本の渉猟の限りを尽

くしていると思われるし論述は明解で説得力がある.

第3章は， 当時カロリング・ルネサンスを推進する知識人たちがギリシャ語やギリ

シャ文化に対して持っていた関心の様相や水準を実 証した上で， ニュッサのグレゴリ

オス， 偽ディオニュシオス， 証聖者マグシモス等のギリシャ語文献のラテン語訳に表

れているエリウゲナのギリシャ語への関わりの優れた独自性を明らかにし， 結論とし

て それらの翻訳においてエリウゲナがたんに文献学者であるばかりでなく常に哲学者

でもあったこと， また西洋におけるヘレニズムの歴史に対するエリウゲナの貢献がい

まのところ正当な評価を得るに至っていないことを指摘する.

確かに今日では偽ディオニュシオスのラテン語訳はエリウゲナ訳が最初のものでは

なく， 同時代者ヒルドィーヌス(Hi ldu inu s)が先鞭をつけてい た ことが知られてい

るし( しかし実質的に失敗に帰して公にされなかった)， エ リ ウ ゲナ訳には誤訳が見

出されるのも事実である. しかし， ランの図書館に伝わる当時のギリシャ語辞典の極

端な貧弱さを見， エリウゲナの用いた， 発音記 号も句読点もなく語聞に隙聞を置かず

べた書きされたギリシャ語写本のオンシアル書体を考えただけで、も， 彼の訳業の完成

度には喫驚せざるをえない. 出来映えはともかく自らギリシャ語の詩を書いたという

ことも当時のギリシャ語知識の水準からすれば並外れたことである. エリウゲナがギ

リシャ人だという伝説が生じたのも無理からぬことである.

第 1部第4章と第5章は哲学史的考察であるが， 第4章は 7 -1 1世紀の西洋中世に

おける聖俗両面の古代哲学の遺産についての概説( u n rap id e  su rv ol)で エ リウゲナ

とは直接関係したものではなく， 第5 章がエリウゲナ哲学に最も深い関係を持つギリ

シャ教父たちに焦点を当てている. 一言注意しておくと， 確かにジョノーはエリウゲ

ナにとって決定的に重要なアウグスティヌスを本書の表題に直接取り上げてはいない

が， 巻末の固有名詞索引(Ta ble des  N oms)を見れば本書全体を通じてアウグステ

fヌスの名前が最も 数多く言及されていることが分かるように， アウグスティヌスは
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ほとんどのテーマに関わって論究されているのである.

第5 章第一論文は偽ディオニュシオス， ニュッサのグレゴリオス， 証聖者マクシモ

スの三人の教父との関係において「西洋哲学史におけるエリウゲナの位置の特別な，

独自の面を吟味するよ著者は『ベリピュセオン』におけるこれら三人からの引用 数を

調査してエリウゲナ哲学における「量的評価」を試みるが， その限界が明らかにされ，

代って「質的評価」が追究される. エリウゲナは神と人間との関係を中心とするアウ

グスティヌスとディオニュシオスの世界観の相違を無視して両者を調和することによ

り， アウグスティヌスに流入したプロティノスやポルピュリオスの新プラトン主義と

ディオニュシオスに見られるプログロス的新プラトン主義とを融合し， 以後の西洋中

世思想を貫流する独 特の新プラトン主義哲学を最初に確立したことが明らかにされる.

結論として， エリウゲナにとってギリシャ教父のうちディオニュシオスは第一義的重

要性を持ち， 他方最も強力な影響を与えたのはマグシモスであるが， またニュッサの

グレゴリオスは聖書解釈の態度や哲学的神学的概念のある重要な部分においてエリウ

ゲナに決定的な影響を与えていることが指摘される.

第5 章第二論文は， エリウゲナがマグシモスの『アンピグア』 を通して思想を形成

する過程を， 1)聖書(の解釈方法 )， 2)哲学の用語とテーマ， 3)神学の用語とテー

マ， 4) (東方教会の)霊性(の影響)という項目に亘って明らかにしたものである.

思想の形成過程を論 証することは思想の生の内面に深く立ち入ることを要求される困

難な仕事であるが， ジョノーは その要求によく応え， 例 証に最適なテキストを選択し

て説得力ある論証に成功している.

第2部と第3 部はエリウゲナ哲学の原理論に関わるものである. 他の分野の論考に

ついても言えることだが， ジョノーの論考態度の特徴は近・現代の哲学の諸概念や部

門分類の枠組に そのまま依りかかるのではなく， 入念な読解と文献学的哲学史的調査

に基づいて， 繊細な文学的哲学的感性をもってエリウゲナの思想の特徴を的確な具体

性において捉えて それを明瞭に浮かび上がらせるところにある. 第2 部の第1 章につ

いてはかつて紹介したことがあるが31， 他の 3章も含めていずれも哲学的テーマを そ

のような態度で解明することに成功している. そのうち， 第3章「ヨハネス・スコト

クスと火の形而上学」は1984年のオッグスフォードにおける講演で， 本書で初めて活

字になった. r火の弁 証法」と言ってもエリウゲナがロパート・グロステート(R o bert

Gro s s etes te)の「光の自然学」に相当するものを編み 出したわけで は な い. この表
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現は G ・パ、ンュラール(G. Bache lard)の「火の形而上学」から借用したもので(エ

リウゲナの哲学に この呼称を用いたのはジョノーが最初であるが， 同じくパ、ンュラー

ルの「火の弁証法」という表現もふさわしかったかも知れないと彼は洩らしている )，

著者が究明しているのは， エリウゲナが火の観察に基づいて神， 人間， 宇宙を説明し

ようとしたその独自の哲学的態度ないし立場である. それを「形而上学」と呼んだの

は それが「自然学」と区別しなければならない性格のものであるからである. 例によ

って， ジョノーは思想的源泉に博捜の限を光らせエリウゲナ哲学の「火の形而上学」

としての姿を見事に描いている.

第3部は表題の通り， エリウゲナの思惟方法や哲学体系の基本的枠組をなす新プラ

トン主義的弁証法， すなわち分割と統合， 発 出と 還帰に関したものである. その第1

章はエリウゲナの哲学的 ・神学的人間論の基本テーマに関わる人間の男性女性への分

割の問題を主としてニュッサのグレゴリオスと対比して論じる. 11ベ リピュセオン』

におけるグレゴリオスのDe 0μftcio hominis からの引用数を調べるなど， 両書の

緊密な関係を実証的に解 き ほぐす 一方， 男女の性的区分に関する様々な教父的権威

(特にラテン世界の代表としてアウグスティヌスとギリシャ世界の代表としてグレゴ

リオス)の聞の対立に対するエリウゲナの態度を明らかにする. 第2章「還帰という

テーマ」は1982年のローマと ジュネーヴでの講義の要約で， これも今回初めて公刊さ

れた. 第I章が分割の側面を論じたのに対して， 第2章は還帰， すなわち神への万物

の還帰の側面を論じる. これは上昇ないしは統合という新プラトン主義的弁 証法の運

動であるが， 同時にキリスト教的救済史 そのものでもある. エリウゲナにおいて人間

は被造的宇宙の中心(medie tas)であり， 従って世界 そのものと捉えられるから， 神

への万物の還帰の中心となるのは人間である. それゆえ， 彼の哲学においては宇宙の

歴史は人間の歴史に集約される. そして人間の還帰は新しいアダムであるキリストに

おいて実現される復興なのである. と ころが， 最後の審判において善人と悪人が区別

されるとすれば， 万人の救済， 復興は成り立つのだろうか. 悪人に対する劫罰と人間

の普遍的救済とはどのように調停されうるのか. エリウゲナはこの難問の解決を図っ

て人間の還帰に「一般還帰」と「特別還帰」とを分かった. 論文はエリウゲナの聖書

解釈を辿りつつ， 彼の試みを明かにする.

エリウゲナの写本について論じた第4部はエリウゲナのテキストの批判的校訂版の

刊行に多大な貢献をしてきた著者の本領を発揮した文献学的論考である. 現在彼は I.
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P .  S heldon. Wi ll iams の『ベリピュセオン』の批判的校訂作業を引き継いで、Jo hnJ 

Q'Meara と共に その第4 巻と第5 巻の編集にも携わっていることを付言しておく 評

者は文献学の 門外漢なので第4部について十分な評価は 出来ないが， 哲学研究の分野

から見てもエリウゲナを理解する上で見落とせないものばかりであることは疑いない.

第5部はエリウゲナの影響を哲学史上に探求したもので， 従来の哲学史研究の間隙を

埋める興味深い研究である. この分野はエリウゲナ研究の進展に伴って今後大いに開

発されるであろう. この種の最近の研究としてW. Bei er wa l tes ( hrsg. )， Eriugena 

Redivivus. Zur Wirkungsgeschichte seines D enkens im Mittelalter und im 

Übergang zur N euz eit. Heidelber g 1987. を紹介しておく.

総じて， 本書はエリウゲナにおいて純理論的ないし形而上学的原理に対する思弁的

洞察というような方向や現代哲学にとっての意味や展望などを追究したものではなく，

どこまでも哲学史的， 文献学的研究である. そのような性格の研究として本書は余人

の及ばぬ博覧強記で綿密な実証性と級密で明断な論述によってエリウゲナについて実

に多くの事柄を解明した記念碑的成 果であり， 現代のエリウゲナ研究に一つの偉大な

な礎を築いたと評価したい.

残念ながら初 出論文に見られたごく僅かの誤植が本書への再録に際しても訂正され

ていないが， 判読には支障なかろう.

註
1) ジョノーの著作 Quatr e t hèmes érigéniens ( 1978) に対し て な さ れ た J

Fo llon の書評の中の言葉. Revu e P hilosophique d e  Louvan. vol. 78， no . 38， pp. 

289 -290. 

2 )  フランス語でJean S co t  Éri g èn e という呼称はラテン語の Jo hannes S co ttus 

Eri ugena に基づいている. 今日でもこの ように三つの名称が併称されることがま

まあるが， 厳密には そうした併称は畳語であり， 同語反復であって正しくない. と

いうのは， S co ttus とはカロリング ・ルネサンス当時は「アイルランド人」を言い，

また Eri ugena とは「アイルランド生まれ」を意味し， つまりは両者は 同意語と考

えられるからである. エリウゲナ生前当時から全中世を通じて17世紀までは一般的

にはJo hannes S co ttus と呼ばれていたのが， 17世紀にJo han n es S co tus Eri gena 

(S co ttus の tとEri ugena の uが欠落しているという綴りの誤りと， S co t  (t) us 

と Er i(u)gena を併称する誤りの二重の誤り)と い う 誤った呼び方が普及し今日

に至った. 多くの研究者が(ジョノーの1980年位までは ) その誤った慣習に妥協し
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てきた. 詳しくは拙稿「マルティアヌスの論理学に対 す るエリウゲ ナの立場につ

い て の一考察J(平成 2 年『山梨大学教育学部研究報告』 第4 1号第1 分冊， pp. 

68-71)を参照.

3) 拙稿「最近のエリウゲナ研究の概要J(昭和56年『山梨大学教育学部研究報告』

第32号， 第 1分冊， p. 88)参照.

Erwin Waldschütz: Denken und Erfahren des Grundes 

-一一Zur philosoPhischen Deutung Meister Eckharts. 

Herder Verlag， 1989， 369 S. 

中 山 善 樹

エックハルト研究史において， rエックハルト像の変遷」が語られるよ う に なって

からすでに久しいが， その後も研究の進展につれて， 解釈の振幅も広がってきている

ようであり， 今日， エッグハルト解釈は極端な分裂をきたすようになってきたと言わ

れる. そのような状況において， 前号の研究動向においても， 素描しておいたように，

Ku rt Flasch の主宰する国際的な研究グループのもた らした刺衡は， はかり知れな

いものがある. その成 果の一端は Bu rkha rd Mo jsisch が試みた， エック ハノレトの

「始原J(p rin cipiu m， grunt)概念の発掘である.

爾来， エックハルト研究においては， ラテン文テクストの内部に限定しでも， r存

在J( esse)と「知性J(in telI ectus)ないし「知性認識J(in telli gere)をめぐるさま

ざまな紛糾した事態を， 新たな視角から照射するものとして， 始原概念の， テクスト

に密着した究明が期待されてきた. その時宜に適った研究が本書であり， 本書はポッ

フム大学の研究グループの膨大な成 果を十分踏まえた上で執筆されており， 本書によ

って， 現在のエッグハノレト研究に禅益するところは大であると信じる. しかし その副題

がすでに含意しているように， 本書の論理を一貫して追求することは， きわめて困難

であり， あまりにも好余曲折しているために， 読者は当惑さぜるをえないであろう.

そこで以下においては， 評者の眼に止まった若干のライト ・ モティーフを浮かび上が

らせることによって， 本書の理解に資するものとしたい. ここでは， 批評はいわば解

釈の解釈という形態をとらざるをえない.


