
弁証法の革新

一一ーエリウゲナにおける「自然」あるいは「普遍」の弁証法一一

今 義 博

エリウゲナにおいて弁証法 ( ðlaÀ刊行吋; dia lect i ca) は， それを遂行する知

性， 理性， 感覚とし、う人聞の魂の三つの能力に応じて三種類が考えられてい

る. それらの弁証法はし、ずれも分割(区分)と総合(統合)という二つの方

法により構成されるが， それらのうち， 理性的弁証法は類と種の関係に基づ

く分割と総合により， 感覚的弁証法は全体と部分の関係に基づく分割と総合

により構成される. これら類と種， 全体と部分の伝統的弁証法に対して， エ

リウゲナはその上に立つべき弁証法として知性による弁証法を新しく打ち出

している. それは認識論的には， 認識可能なもの(全被造物)と認識不可能

なもの(神)を含むすべてのものとしての， あるいは存在論的には， 存在す

るもの(全被造物)と存在しないもの(神:その超有性(superessentia !is)の

ゆえに「無J(nihi l) とも呼ばれる)を含む す べ て の も の としての「自然」

(f普遍的自然」あるいは「普遍」とも呼ばれる)の「普遍的分割」と， 分割

された諸々の自然の「普遍的総合」の弁証法である. エリウゲナにおいては，

神と被造物とを含むこの普遍的自然の弁証法は， 神と被造物との創造論的動

的関係の構造そのものであるとともに， その関係についての彼の哲学的=神

学的思惟1)の運動の構造原理であり， また方法原理である.

神と被造物を含む最高の普遍としての自然の弁証法というエリウゲナ独特

の弁証法は彼の叙述においては必ずしも整理された形で、は論じられていない

ので， 本論は， その弁証法の基礎づけと思想内容のあらましを明るみにもた

らしてみようとするものである2)
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I 分割の弁証法

エリウゲナの知性的弁証法は， 論理学的にも形而上学的にも最普遍的なも

のとして「自然J(natura;がσ勾)を措定する ことにより， すでに主著『ペリ

ピュセオシ』の官頭から開始されている: r精神に捉える ことのできるもの

にしろ， あるいは， 精神の認識能力を超えるものにしろ， それらすべてのも

のの第ーにして最高の分割は， 存在するものと存在しないものに分割する こ

とである. 私は この ことをしばしば考察し， また力の及ぶ限りより注意深く

探究した結果， すべてのものの一般的な名称として， ギリシャ語でØúal�，

ラテン語で、 natura と呼ばれている名称に思い至ったJ 3). 

エリウゲナの弁証法も手続きとしては一般に， プラトンや新プラトγ主義

の弁証法と同じく， ーから多への， あるいは普遍から特 殊への分割(ディア

イレティケ- ð即pe'1:l吋; diuisio ; multiplicatio)と， その逆方向の多からーへ

の，あるいは普遍から特 殊への総合(アナリューティケ-&νaÀυ'1:1吋; collectio ;  

complicatio ; a dunatio ; resolutio) とし、う相反的方向性を持つ方法から成る引.

また， この論理学的運動は同時に存在論的運動であり， 分割は普遍的なもの

から特 殊なものへの発出(process io ; exitus)， 総合は特 殊なものから普遍的

なものへの還帰( reue rsio ; re ditus) である. そして この普遍と特 殊， ーと多

の関係は多くの場合類と種の関係に才品、て捉えられている5) 寸なわち， 分

割は「最高類と中間的な類を通って， 種と最下種までJ( この場合「最下種」

とは「個J in diui dium の こと) 下降す る( descen de re) こと， 総合 は「最も

特 殊なものから出発して最も一般的なものへ上昇する(ascendere) こと」で

ある.

上の引用での「自然」は総合の弁証法によって「普遍的名辞J( generale 

nomen ; gene ra le uocabulum)， つまり「最普遍的類J( genus generalissimum) 

として立てられており， 従って「自然」は類種関係において捉えられている.

そして『ベリピュセオン』の この初めの部分では， エリウゲナは「自然」と

いう最高類の措定に続いて， 今度はその最高類を種へ分割する ことに向かう
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のである.

分割の弁証法は総合の弁証法が経てきた上昇の過程と同じ過程を逆に辿っ

て下降するのであるから， 当然「自然」の分割は， rすべてのものの第ーに

して最高の分割」と述べられた「存在するものと存在しないものへの分割」

すなわち有と非有(無) (esse と non esse) への分割から始められなければ

ならないのであるが， 実際には「自然」は有と無への分割とはまったく異な

った仕方で次の四つの種に分割される; r自然を分割すれば四つの差異によ

り四つの種に分ける ことができると， 私には思われる. それらのうち最初の

種は， 創造し， 創造されないもの， 第二の種は， 創造され， 創造するもの，

第三の種は， 創造され， 創造しないもの， 第四の種は， 創造せず， 創造され

ないものであるJ 6) 

よく知られている これら四つの種に分けられた自然の意味すると ころを整

理しておく.

(1) 創造し， 創造されない自然とは， 万物の発出の「始原J (prin cipium) 

として の 神 の こ とである. すな わ ち， 唯一の「万物の原因J (causa 

omnium)として万物を創造するが， しかし自らは決して他のものによっ

て創造される ことのない神の ことである.

(2) 創造され， 創造する自然とは， ェリウゲナの独特の 概念である， 神

(御言葉)のうちに同時に 永遠に造られた， 万物の「原初的諸原因l

(causae primordiales)の ことである.

(3) 創造され， 創造しない自然とは， その原初的諸原因の結果とし ての

時空的に存在する全被造物の ことである.

(4) 創造せず， 創造さ れ な い 自然とは， 万物の還帰の「終極」な い し

「目的J (fìnis)としての神の ことである.

この四分法の論理的構成は， 創造という ことを「創造する」とし、う能動態

と「創造される」とし、う受動態の二項に分け， それに肯定と否定の二値の論

理操作が組み合わされてできている ことから見て， この四分法は「創造する

ものJ(神)と「創造されるものJ(被造物)の二分法が基礎になっていると考
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えられる. 事 実エリウゲナは「自然」を「普遍的自然J(uniuersalis natura; 

uniuersa natura). あるいは端的に「普遍J (rò rrâν・ uniuersitas)とも呼び叫

次のように証言している: r 実際， 普遍的自然の第一にして最大の分割は被

造的普遍を造るものと被造的普遍に造られるものとの分割であるJ 8). 

そうすると， 普遍的自然の分割の仕方をめぐって， 有と無への「第ーにし

て最高の分割J(prima summa que diuisio) と， 創造者と被造物への「第ーに

して最大の分割J(prima et maxima diuisio)というこつの「第一の分割」が

考えられている ことになる. 事 実， 前者の分割は， 上述の少し後で存在と非

存在(無)の 五通りの分割の仕方が示され ている9) 一方， 後者は. wベリ

ピュセオン』の叙述構成(第一の自然は第一巻の， 第二の自然は第二巻の，

第三の自然は第三巻の， 第四巻の自然は第四巻と第五巻のテーマとして)に

用いられ， これまたしばしば論じられている. 論理的に不整合な これら二つ

の「第一の分割」の併存は『ベリピュセオン』とし、ぅ著作の不完全さを示す

のであろうか. 本論は この問題に対する一つの田容を示すであろうが川， と

もかくも こ こでは普遍的自然が類種的弁証法により四つの種に分割された こ

とを確認しておきたい.

E 総合の弁証法

エリウゲナは四つの 「種」に分割された「自然Jないし「普遍Jを種から

類に総合する. 確かにその総合(アナリューティケー)もまた類種的弁証法

の形で述べられている. まず第一の自然と第四の自然とは「創造されない」

という点で一致している. 神が第一の自然として「創造し， 創造されない」

と言われるのは， 神は他のいかなる原因によっても存在する ことなし自ら

が万物の 唯一の創造的発出の原因であり始原であるからである11) それに対

して， 同じ神が第四の自然としては「創造しなし、」と言われるのは， 神から

発出した万物が発出の終極に至ったとき復帰して行く先が同じ原因であり，

発出した万物は再び神を求めて神へ還帰し， そ こにおいて休息し， 不可分に

して不変なる ー者として留まるであろうから， 万物がそ こに還帰した後は，
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そこからそれ以上発出するものは何もないであろ うと理解さ れ る か ら で あ

る. 諸々の 本性の諸々の発出において多くのものに分割され区分されている

ように見えるものも， 神のうちなる原初的諸原因においては統一されていて

一つであり， この ー性へ復帰するそれらのものはそこにおいて永遠不変に留

まるからである. この意味で神は万物の終極である12) かくて， 第一の自然

と第四の自然は， ただ神に つ い て の み理解されるが ゆえに， 神に総合され

る. ここに「創造する自然」と「創造しない自然J. ある い は万物の 始原と

終極という対立するこつのものが統一される.

それに対して. r創造され， 創造するJ第二の自然は神のうちに永遠不変

に創造された原初的諸原因という最初の被造物であり. r創造され， 創造し

ない」第三の自然はその原初的諸原因の諸結果としてのこの世界を構成する

全被造物であるから， 両者は一つの「創造された自然J(natura creat a)すな

わち被造物に還元される13) かくて， 第一の種と第四の種は創造者， 第二の

種と第三の種は被造物というこつの種に統合されることになる.

エリウゲナはさらに創造者と被造物の区分をも総合する. 両者を関係づけ

るのは分有の理論である. すなわち. r創造者によって存在するすべてもの

は， 存在する限り， ただ独り自分自身から自分自身で 実在する創造者の分有

にほかならないために， 真に存在するものは創造者以外には何もなしづが ゆ

えに. r被造物においてはただ独り真に存在する創造者のほかには 何もなし、」

と理解するならば. r創造者と被造物は一つJ(creatorem et creaturam un um 

ess e)である141 つまり， すべての自然(普遍)は 「原因で あり始原であり

終極でもある不可分のー者」である神に還元さ れ る. かくて. r神と被造物

とを含む普遍J(uniuersit as quae deo et creatura contin etur) とは， 結局，

神という「普遍」ないしは「自然」なのである151

III 弁証法適用の不可能性と可能性

確かにこれまで見てきた限りでは， そして一般的に理解(むしろ誤解)さ

れている限りでは， エリウゲナは， 弁証法を用いて「類」としての自然ない
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し普遍を二つあるいは四つの「種Jに分割したり， また逆にそれらの「種J

を「類」に総合している.

しかし， エリウゲナにとっては以上のように神を最高類と見る肯定神学

((ho�oría /cαm卯Tば司) よりはそれを否定する否定神学(8εo�oría árro卯Tば首)の

ほう が より真なる立場である. 否定神学の立場からは神は無一限 (in finitus;

in finitas)で ある(あるいは「超 越 神 学J16) の立場では「無限以上J(plus 

quam in finitt凶， rあら ゆる無限の無限J(in finitas omni um in finitat um) であ

る17))から， アリストテレスの十個のカテゴリー(最高類) が神に適用不可

能であるのと同様に18)， "、かなる類種的弁証法も全体部分的弁証法も神には

適用不可能である. 既述のごとく神は普遍的自然の分割された創造者という

種として捉えられ， またさらに第一の種と第四の種に分割されたけれども，

否定神学の立場からは神はし、かなる種によっても限定されえず規定されえな

いが ゆえに， r種」と呼ばれるよりは「種ならざるものJ(in forme) 19)であり，

このほうがし、っそう真 実なの.である; r 私たち は普遍的自然の普遍的分割に

ついて簡単に話したが， 分割と言っても， 類を種に分割したり， 全体を部分

に分割したりするのではない. というのも， 神は被造物の類でもなく， 被造

物も神の種でないのと同様に， 被造物は神の類でもなく， 神は被造物の種で

もなし、からである.同じ ことは全体とその部分についても言うことができる.

(中略〕神は被造物の全体でもなく， 被造物は神の一部分でもないし， また

同じく， 被造物は神の全体でもなく， 神は被造物の一部分でもなし、J 20). 

万物は神(父)に よって神(子=御言葉=知恵)のうちに， r一度に永遠

にJ原初的諸原因として創造され， その原初的諸原因を通して神(聖霊)に

よってこの現 実的世界のうちにそれらの諸結果として時空的に発出し， 発出

した全被造物は自らの根源である神の内なる原初的諸原因へ還帰する. その

ように全被造物は神によって創造されたのであり， 造られつつあり，造られ

るであろう限りで， 神を始原とし， 神において保持され， 神を目的として

存在するが ゆえに， 神に関係づけられうる. ここに肯定神学の根拠があり，

それに基づいて我々の神に関する言葉と認識の「比喰によるJ(metaphoricl'， 
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trans latiua) I被造物から創造者へJ(a creatura a d  creatorem) の意味論的転

換が有効となる: I万物は創造者において不変に 本質的に存在するのであり，

従って， 創造者は被造物全体の分割であるとともに総合でもあり， また， 創

造者はし、かなるものの類でも種でもなく， 全体でも部分でもないが， しかし

被造物全体が彼から， 彼において， 彼へ向かつて存在しているという限りで，

創造者は類であり種であり， 全体であり部分であるJ 2!). 
類でも種でもなく， 全体でも部分でもない神をあたかも類や種， 全体や部

分として弁証法的に扱うことができるのはこの ゆえである. しかし， ェリウ

ゲナは肯定神学において成立する類種的弁証法や全体部分的弁証法を否定的

により真理へ向かつて乗り越えて， 神は類でも種でもなく， 全体でも部分で

もないとする. 彼はその否定神学を踏まえて， さらに肯定と否定， 存在と非

存在， 認識の可能と不可能， 創造者と被造物とし、う対立を超えてそれらを包

括的に統一する弁証法として自然あるいは普遍の弁証法を打ち出しているの

である. この弁証法こそが我々の論じようとしている弁証法である.

IV 三種類の弁証法

前の引用の中の， I 私たちは普遍的自然の普遍的分割に つ いて簡単に話し

たが， 分割と言っても， 類を種に分割したり， 全体を部分に分割したりする

のではなし、Jとし、う証言は， 普遍的自然の分割と総合がその 本来の意味とし

ては類種的弁証法でも全体部分的弁証法でもなく， それら伝統的な弁証法と

は異なる新しい弁証法であることを表明して い る. だ か ら， I自然Jあるい

は「普遍Jは伝統的な論理学的概念として のI (最高)類Jで あるだけでな

く， 新しい弁証法的概念でもあ る. し か も そ れ は「神と被造物とを含む普

遍」というこれまでにない形而上学的概念であり， エリウゲナ哲学全体の中

心概念である. 彼は自らの独自の哲学の構築と展開のために新しい「自然」

または「普遍」の弁証法を考案したのである.

この弁証法も， 類種的弁証法や全体部分的弁証法と同様に， 分割と総合か

ら成り， それぞれ「普遍的分割J， I普遍的総合」と呼ばれ る I普遍的自然
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の 普 遍 的 分割 と 普 遍 的 総合J(uniuersalis naturae uniuersalis diuisio et 

a dunatio) 221を 行 な う の は知性で あ り， その作用は theoria， contemplat io， 

speculatio， consi derati o， intentio， etc.という語で表わされる(1観想Jないし

「直観」と訳す). エリウゲナは同じこれらの用語によって， その知性的認識

の観点や見方， さらには知性によって分割されたもの自体(1相」な い し直

「観相」と訳す231)をも表わすこと が あ る. 従って， 精確には， 類種的弁

証法における最高類に喰えられたものは 「自然」あるいは「普遍」あるいは

「普遍的自然」であり， 種に町会えられたものは「直観相Jあるいは「相」な

のである241

以上見てきたように， エリウゲナに は 弁証法を分類する と大別， 普遍的

自然(とその相)の弁証法， 類種的弁証法， 全体部分的弁証法の三種類があ

り， それぞれは人間の魂(anima) の三つの機能が分担 すると考えられてい

る. 普遍的自然の弁証法は， 魂 の最上位の能力である 知性(ヌース=νo勾;

intellectus)ないし精神(mens; animus) の働きが， 類種的弁証法は， 知性の

下の能力である理性(ロゴス=}.óro宮; ratio)の働きが， 全体部分的弁証法は，

理性の下の能力である(内的) 感覚(ディア ノイア ヰ!å1.JO!α; sensus)日の働

きが行なう261

人間の魂の三つの機能と三つの弁証法はいずれもそれぞれヒエラルキー的

序列において相互に弁証法的に関係づけられており， しかも 両者は相互に対

応している. 人間の魂の三つの機能の相互関係は， 人聞が「神の像に 従って

造られたJ27)ことに基づいて， 神のー性(unit as)と三性(t rinitas)を反映し

ていると理解される281 つまり知性は父なる神と， 理性は子なる神と， 感覚

は聖霊なる神と対応しており29h神の三一性のように知性と理性と 感覚とは

「ーにして三J(unit as et t rinitas)である. 魂が知性から理性へ発出し， 理

性を通して 感覚へ発出すると いう機能分化の面から見れば魂は三様である

が， 本性としては一体である: 1魂は 本性としては単純で不可分であり， そ

の運動の 実体的相違によってのみ区別されるJ301. 1人間の魂の全体が， それ

自体において全体を通じて至るところに存在する」のであるから， 魂は全体
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が生命であり， 知性であり， 理性であり， 感覚である. そのように魂は 本性

としては単純に存在するけれども， その運動の多数性に応じて， 全体から部

分への区分を受ける. そのため， 魂は多くの名 前が付けら れ て い る の で あ

る. すなわち， それが神の周りを回転するときには精神ないし知性と名づけ

られ， 被造物の 本性と原因を考察す る と き に は理性と名 づ けられ， 身体の

感覚を通して可 感的 事物の 心象を受けるとき は 感覚と名づ けら れ る の で あ

る31)

我々の魂の最高部分である知性の運動は 本来の在り方としては天使と等し

い運動であり， それは神の周りを永遠に回る円運動に喰えられる. しかし，

神が「何であるかJ( qui d sit )という ことは神自身にも知られないが ゆえにm，

神はそれ自体としてはいかなる知性にも知られず， い か な る ものとしても

規定されえない. 神はすべての知性を超え， すべての有と無を超えていて，

「解釈する ことができなL、J(int erpret atione caret) 33). 知性の運動は， 神が有

と無に属している ことを否定し， 神について述べられる ことはすべて文字通

りにではなく「比倫J(met aphora)として述べられる ことを肯定する ことに

よって， 否定神学と肯定神学を成立せしめる34)

神的 事柄はあら ゆる被造的認識を超えているが ゆえに， 天使の場合も人間

の場合も， それが知性認識されるのは被造的 本性の力によるのではない. た

だ神の恵みによる35) 知性は神の恩恵により自らのうちに生じる一種の 「神

現J (8εoq)(XlJua; t heophania; diuina apparit io; apparitio dei) 36) において聖三

位一体や御言葉のうちなる原初的諸原因などに関する神的真理を観想する こ

とができるのである. それ自体としては認識されえないそれらの神的真理は

神現においてのみ認識され うる: 1神の存在 は そ れ自体としては捉えられな

いけれども， 被造的知性と結合した場合には不思議な仕方で現 れるJ37). 神

現を通して魂は知性において神的真理について最も単純に， 最も普遍的に，

最も 一様に認識する38) この知性の観想、が普遍的自然の普遍的分割や普遍的

総合の弁証法を遂行する.

次に， 理性の運動は， 何であるかが知られない神を「万物の原因」として
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規定する運動である制. すなわち， 知性は神について， 神が万物の原因であ

り， 万物の原初的諸原因が神によって神において永遠に造られたという こと

を知り， 魂に許された限りで知解されたそれら諸原因の知識を魂自身に「刻

印J(imprimere) 40)し， 理性において「表出J(exprimere) 41)す るのである.

理性はある意味で知性の自己顕現であり， 自己認識である. というのは， 知

性もそれ自体としては何であるかが知られえない( この点は神と共通)ので

あるが42) (それ ゆえ魂は根本的に自己無知であ る)， その 知性自身が自分自

身と他のものに理性として現れるのだからである. その ゆえに， 理性は知性

により知性から知性において生まれた， 知性のI�、わば制作物\(u elu ti ars)， 

「精神の形(形成物)J (forma mentis)と呼ばれる43) 魂が， 被造物への神の

最初の現れである原初的諸原因の知性的知識を認識作用によって自分自身の

中に引き入れる ことによって， 理性は原初的諸原因を通して神に関する知識

を得る44) 理性は， 自らが知性の現象そのものでありつつ， 神の現象(原初

的諸原因)が知性を通して自らに現れるままに解釈する限りでは， 理性の解

釈は知性の自己解釈と言える.

しかし， 知性が原初的諸原因の知識を理性に「刻印Jする ことにより， 理

性は原初的諸原因を認識によって自己自身において「表出J(exprimere)する

ことは「翻訳J(exprimere) 45) する ことでもある. そ こには知性から理性へ

の運動の転換があり， 理性の解釈(翻訳)は知性の直観そのままの再現ではな

い. 理性は無形な知性の形， 無規定な知性の規定として， 独自の形式と規定

を持ち， 理性自身の能力の範囲内で固有の表現をとる. 知性において最も普

遍的な普遍は， 理性に理解可能な形式と規定を持って理性に現象する. かく

て魂は神と原初的諸原困について知性を通して理性において一様に単純に普

遍的に認識する. すなわち， 理性は事物について， 種的多様性に対しては類

的単純性において， 個的特 殊性に対しては種的普遍性において捉える. こう

して理性の運動において類種的弁証法が成立する.

魂の第三の運動は「内的感覚J46) の運動である. それは知性から理性を通

して発出した働きで， 知性が感覚を通し て 働く運動である. 感覚の運動は
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「原初的諸原因において単純につまり普遍的に造られた， 個々の 事物の個々

の諸原理の周りを回転する運動であるJ 471. しかし， その運動の開始と い う

ことに関して言えば， それは， 可 感的 事物の 心象を外的 感覚を通して受け取

る ことで運動を開始する. そして， 魂はそれらの 心象を自分に集め， 区分し，

整理し， 配置いそれらの 心象を通してそれらの個々のものの原初的諸原因

に至るのである州. この働きはすべての 事物の個々の固有の原初的諸原因に

よって， r最も普遍的な単純性をさまざまな類と差異と無数のほかのものに

部分分割する」州. r部分分割するJ( partitur)とし、う用語法が示す よ う に，

感覚の運動において全体部分的弁証法が成立する.

魂の三つの機能は次のように要約される: r魂は， その第一の運動である

知性を通して， 神と原初的諸原因とについて一様に普遍的に知るすべてのも

のを， 第二の運動である理性に同様にして一様に刻み込むが， しかし， 魂よ

り上位のものから知性を通して理性において形成されたものとして受け取る

すべてのものを ことごとく， 魂は 感覚を通して， 別々の存在や別々の類やさ

まざまな種や多様な個とし、う下位の諸結果に分配するJ 50). 

以上， 魂の三つの機能と三つの弁証法の関係を下降的局面から概観したが，

他方 こ こでは触れないが， その逆の上昇の局面があり， それら 両面は多とー

の， 分割と総合の， 発出と還帰の弁証法を構成するのである.

V 観想と神現

既に述べたように， 知性は我々の 本性の力によってではなく， 神の恩恵で

ある神現によってのみ神的真理を観想しうるのであるが， その ことは知性が

我々の自然本性には属していない ことを意味している. 知性が我々人間に 本

性的能力として備わっているならば， 我々は神の恩恵を侯つまでもなく自ら

知性的認識を行なう ことができるはずだからである. 知性は「魂の 本性その

ものを超えているJ51) のである. というのは， かつて楽園での， つまり天上

の至福における， 原罪以前の原初の状態では人聞は知性を有し， 天使の 本性

と同等であったが， 原罪によって知性はその原初の状態を喪失し， 現状では
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たんに可能性としてしか我々に存在していなし、からである叩. そのため， 知

性は通常は我々の魂において自然 本性的に機能することはなく， 終末論的救

済論的課題として将来において回復されることが期待されるにすぎない.

しかし知性が可能性として存在しているということは知性そのものが完全

に失われてしまったわけではないことを示している. エリウゲナは知性がか

つての尊厳と地位を失っていても， 我々は終末においてでなくこの世の生に

おいてその働きを神の，恩恵として， つまり神現として回復しうると考える:

「すべての神現は， この世の生においては形成されるに値する人々において

いまでも始まっているし， 将来の生においても神の至福の完成を受け取るで

あろう人々に実現するであろう」叩.

エリウゲナはこの世の生における神現 の例をパウロのい わ ゆ る脱魂体験

(raptus Paulus)や54)，ディオニシオス ・ ホ ・アレオパ ギテースが「自分自身と

すべての被造物とを超えて上昇Jして神との神秘的合ーを達成したことや55}，

その他の賢者たちに見いだし彼らが神現によって神的真理を観想し，神的

真理の教え を確立し た と考 え て い る56) 普遍的自然、の弁証法はそのような

「形成されるに値する人々J (1最高の人々」とも呼ばれる)の知性的観想に

よって遂行される.

エリウゲナが普遍的自然の弁証法を論じる以上は， 彼に何らかの神現体験

があったと考えられるが， その問題については 本論では論及せず， どのよう

にして神現は我々の魂(知性)に現象ずるのかという問題に進む. 神現にお

いて自らを現す神と は知恵(御言葉)としての神である. 神の知恵が我々

の「魂のなかに生まれるJ57)とき， 神現は我々の外でな く内に 実現するので

ある: 1父の知恵は， 万物がそこにおいてそれによって造られたのでトあるが，

自らは造られず造るものであって， ある言い表し難い憐れみ深い謙遜によっ

て 私たちの魂のなかに生じて， 私たちの知性を自分に結び付けるのである.

その結果， 自分自身から 私たちの方へ下降して 私たちのうちに住む知恵と，

それに， 愛を通して知恵によって知恵へ引き上げられ知恵において形成され

た 私たちの知解とから， ある言い表し難い仕方でいわば合成されて造られる
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のである」附.

神現がíl、わば合成される」ということは 「神の知恵と 私たちの知解との

不思議な言い表し難い合致J59)とも言い替えられているが， しかしそれはど

こまでも神の恩恵によることである: í神現は神以外のものから惹き起こさ

れるのではなし、J60). 

VI 神現と神の自己創造

我々が問題にしている神現は魂， とりわけ知性に現れる神現であるが， ェ

リウゲナにおいては広義には神現は神の創造行為 そのものであり， しかも創

造とは神の万物における自己創造にほかならない. その理論のあらましを述

べれば， 創造とは 「神の意志が， 存在するようにと， 非存在から存在へと無

から導いですべてのものを創造する」ことだとすれば， 無からの創造なのだ

から創造においては神の意志と神の存在のほかには何もない. それ ゆえ， 神

における意志 (uelle) と存在 (esse) の同一性に基づいて， í神の意志が創造

されるのであり， 実に， 神の意志が万物の存在なのである」と結論づけられ

る611 あるいは， 神における存在(esse)と創造(facere)との同一性に基づけ

ば， 神が万物を造ることは神が「万物において存在するJ(in omnibus esse) 

こと， すなわち神が「万物の存在J(essentia omnium)であるということに

なる凶. このように神による万物の創造とは神の白己創造であり， 自己顕示

つまり神現なのである. それは神による万物に対する創造的存在分与(被造

物の側から言えば神の存在の分有)にほかならない: í神の自己創造， すな

わち何かあるものにおける顕現は， すべての存在するものに対する存在付与

であるJ63). 

かくて， すべての存在を超える卓越性の ゆえに捉えられないと理解されて

いる限りでは「絶対的な無J(omnino nihil) と呼ばれる神は， 神現に現れ始

める場合には， いわば無からあるものに発出し， すべての存在において国有

の仕方で認識されるのである叫. 神の存在は被造物において， 知性認識され

うるものは知性によって， 理性認識されうるものは理性によって， 感覚認識
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されうるものは 感覚によって認識されるようになる65) それ ゆえ， 神は万物

の創造において万物に現象しているのであり， それ ゆえ万物そのものも 「神

現J， I神の現れ」と呼ばれる66) 魂に神が現象するとき， 魂は万物を神の現

れとして認識できるのであり， 知性で言えば神現を観想する知性が魂に回復

されるのである. しかし神現は得難いものである. エリウゲナは， いかにし

て神が 「万物において万物であるJ(omnia in omnibus) のかということは

「神の恩恵に照らされ，パウロとともに神の神秘の高みに引き上げられなけ

れば， 正しい知解の直観で見ることはできなし、」と述べている67)

ところで， ェリウゲナにおいては神に関する 事柄を一方的に肯定神学だけ

で理解することは十分な理解ではないし， 誤解をもたらしかねない. 神現と

か創造とかあるいは自己創造などの神に関する 事柄は， 神現によって得られ

た， í解釈することができなし、」神に関する肯定神学的解釈なのである. 述

べたように肯定神学と否定神学とが共に知性の運動において成立するのであ

るが， 対立的な 両者は神自身においては調和しているので あるから， 肯定

神学の見地からは神の創造 が自己創造 で あ り， I万物であるJ(万物の有:

essentia omnium)ということと， 否定神学の見地からは神が万物を絶対的に

超越していて，神が「万物のうちの何ものでもないJ(万物の無: nihil omnium) 

ということとが調和的に， つまり弁証法的統一において知解されるべきなの

である68) エリウゲナは神の万物への内在と神の万物からの絶対的超越を弁

証法的に統一的に把握する知性的見方を見いだしたのである: I神は秩 序立

って万物に発現して， 万物を造り， 万物において万物となる. そして万物を

自分自身に呼び戻して， 自分自身に還帰する. 神は万物において造られると

きも， 万物を超えていることを止めることはない. このようにして， 神は無

から万物を造る. すなわち， 神は自らの超有性から有を， 自らの超生命から

生命を， 自らの超知性から知性を， 有と無のすべての否定から有と無のすべ

ての肯定を生み出すのであるJ69). 

確かに神現は神の現れであるから， それは神の 存在にほかならない(nil

aIiud)が， しかしそこに神そのものが現れるのではない(per se ipsam nullo 
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mo do) 70). その ことをエリウゲナは「現れないものの現れJ(non apparen tis 

apparitio)， 1隠れたものの顕現J(occulti manifest at io)と表現する71) つまり，

「知性に現れるのは， あら ゆるもののなかで神の存在以外の何ものでもない

が， しか し 私たちが述べたように， それはそれ自体と してはけっ して現れな

L 、J 72)のである.

「現れないものの現れJない し「隠れたものの顕現」を我々の側から言え

ば， r把握できないものの把握J， r言い表 し難いものの言い表 し1， r無限定

の限定J， r理解できないものの理解」で ある73) つ まり， r神が万物を超え

て 探究されるときには， 神はし、かなる存在においても見いだされない. なぜ

なら神はまだ存在 していないのだから. しか し， 神が万物において知解され

るときには， 万物において 実在 しているのはただ神自身にほかならない. デ

ィオニシオスが述べているように， 神は これでもなくあれでもないが， 万物

であるJ 74). 

そのような神現による知性的直観ない し観想は救済論的意味を持っている.

神が万物において自らを現わ し， 我々に知性を回復させるのは， 本性を 本来

の在り方へ導き戻すためである: 1神の受肉 した御言葉が下降 し， 以 前の状

態に呼び戻す 前に人間 本性の罪を受け止め， 違犯(原罪)の傷を癒 し， 偽り

の空想の影を払い去り， 精神の眼を聞き， そのような直観に値する人々に対

して万物を現すのは， 人間 本性をその直観に連れ戻すためで あるj15). 我々

にとって神現の観想は神への接近であ り， 一種の「神化J(テオーシス)に

ほかならない76)

VII 弁証法と認識と存在

我々はエリウゲナの普遍的自然の弁証法の特別な性質について理解するた

めに， 知性的認識における主体と対象との関係について概観 しておかなけれ

ばならず， またそのためには神の知恵のうちに創造された イデアと しての人

間， すなわち真の人間の認識について触れなければならない.

神の知恵が， 自らのうちに創造する万物の原初的諸原因を， 結果と して時
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空的に創造する前に永遠に見る こと自体が， 原初的諸原因としての万物の最

初の創造である. 万物の 本質存在(essentia) ないし実体とは この神の精神の

うちに永遠に創造された原初的諸原因そのものである. 神の精神においては

対象の認識と対象の存在とは同一であるから， r神の知恵に お ける万物の知

解は万物の 実体である， いやむしろ万物である.j171. 従って， 人間全体の真

の 実体も創造者の精神において原初的に原因として認識されたその 実体の知

識にほかならない: rその認識そのものが認識されたものの真の 唯一の 実体

である.Jかくて人聞は こう定義される: r人間とは神の精神において永遠に

造られたある知性的概念(知識 notio) であるJ 781. すなわち， 人間とは神の

精神のうちなる人間の イデアである.

人聞は， 本来のあり方としては天使のように知性と理性を用いるし， また

動物のように 感覚し， 身体も管理するのだから， 人間のなかには知性から物

体に至るまで全被造的 本性が含まれていると考えられる791 その ことから神

の精神において人間のうちにすべての被造物が原初的に創造されたと考えら

れる ことになる801 その意味で人聞は「万物の製造所J(officina omniu m) 811 

である. 従って， 原初的諸原因は r(時空的に) 創造された万物に先立つ82リ

が， さらに人聞は原初的諸原因に先立つのである.

神の知恵が， 自らのうちに原初的に原因( イデア)として創造した人間に

おいて万物の 本質存在を創造したとすれば， イデア的人間のうちには万物が

存在し， その人間の精神は万物の知識を持っている ことになる. エリウゲナ

は， 神の知恵による万物の知解が万物の創造であり万物の 本質存在である，

そのような神の知恵における万物の知識としての万物の存在を「第ーの原因

的存在」と呼び， 神の知恵の内に造られた人間の知恵における万物の知識と

しての万物の存在を「第二の結果的存在Jと呼んで区別してはいるが83)， 両

者は同 ーのものである: r御言葉における万物の 本質存在と( イデア的) 人

聞におけるそれとは異なる別のも の で な く，( イデア的人間の)精神は同ー

の 本質存在を一方では(御言葉のなかに) 永遠の諸原因において 実在するの

を直観し， 他方では(自分の精神のなかで) それらの諸結果において知解さ
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れたものとして直観するJ841• つまり人間の精神の duplex t heoriaすなわち

「二重の観想」あるし、は「二重の直観相」によって， 同ーの万物が原因と結

果において捉えられるのである.

「神の像に 従って， 神に似せてJ (創1. 24)造られたとされる人間の神との

類似性は， 神の知恵の内に万物に先立って造られた イデアとしての人間にお

いて最も顕著に見いだされるべきであろう おそらくエリウゲナが次のよう

に考えるのはこのことに基づいていると思われる. すなわち， 神の知恵は万

物を時空的創造に先立つて自らのうちに見， その見ること自体が万物の真の

不変の永遠の存在であり， 万物に対する「存在付与J (subst itut io)であるよ

うに， イデア的人間の知恵は， 自分のうちに創造される万物をそれが時空的

に創造される 前に認識し， その認識自体が万物の真の不動の存在であり， 万

物に対する「存在付与J(subiectum) である8，1 かくして次のように述べら

れる: íちょうど神の知解がすべてのものに先行しな が ら， しかもすべての

ものであるように， 知性的魂の認識はそれが認識するすべてのものに先行し，

しかもそれがあらかじめ認識するすべてのものそのものである. かくて， 万

物は神の知解においては原因として， 人間の認識においては結果として 実在

するJ861. 

他方， 神の内なる原初的諸原因とそれらが発出してこの現 実世界を構成す

る諸結果もまた原因と結果として区別されながらも， 両者は同ーのものと考

えられる. 人間に関して言えば， í人間の 実体は一方 で は 創造によって知性

的諸原因において認められ， 他方では生成によって諸結果において認めら

れる」聞のであるから， 我々は 一つの人間の 実 体 を「二重の 見方(観想)J 

(duplex speculatio)で認識しているのである. そして， この現 実の人聞の精

神の有するすべての可 感的事物と可知的事物の概念(知識)は イデアとして

の人間において創造されたのであるから， íその概念がその事物の 実体とし

て知解される」ことは 当然であると考えられる881 そうであれば， そしてこ

の現 実の人聞に精神(知性)が回復 される可能性があるならば， 真の 実体

( イデア)としての人間の精神のうちには万物が存在し， しかもその人間精
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神の万物の知解は万物の存在にほかならないとすれば， この現 実の人間の精

神が自らのうちに万物を認識し， 認識された万物がその認識において存在を

与えられ， その認識そのものが万物の 実体であることが可能であることにな

る: r人間 本性はその知識をいまでもただ可能性としてのみ持って い るのだ

が， しかし最高の人々に あって は 現 実の も の と し て(re ipsa)持つのであ

るJ89). 従って， r最高の人々」の魂のなかにある 事物の概念において 事物は

実在し， r 事物は， 知解されるところに存在している， いやむしろ， それら

はそれらの知解で あ るJ90)こと に な る. 言い替えれば， r最高の人々」に

おいては「純粋な知性はそれが最も完全に認識するものにおいて造られ， そ

れらの 事物と一つになるJ91)のであり， その場合「 私たちの存在と 私たちの

知解とは別のものではない92)Jことになる.

このようにエリウゲナは 事物の真の存在をむしろこの現 実の人間の精神に，

いや神の内なる イデア的人間の精神に， さらに根 本的には神の精神に認める

のであるが， 注意しなければならないことだが， そのことは 事物の真の存在

をこの現 実の客観的 事物において認めないということではない. なぜなら，

エリウゲナにおいては述べたように 事物の存在は元来一つであって， それを

我々が二重に見るにすぎなL、からである. そして人間の精神というものも，

この世の生におけるものも神の知恵におけるものも根 本的には一つのもので

ある;客観と主観， 永遠と時空を統一的に把握する道をエリウゲナの自然、の

弁証法は開いたと見ることができる. 事物の 実体ないし 本質存在についてこ

の現 実の人聞が神現によって知解するものは， すべて神の知恵から， 神のう

ちなる イデア的原因的人間の知恵を通して発出するのであるから， 神現は神

の知恵における万物の知解とこの現 実の人間の魂における万物の知解とを媒

介する. つまり， 神現を介して， イデア的人聞において原図的に認められた

ことがこの現 実の人間において結果的に認められるのであり， この現 実の可

変的世界において真の永遠不変の世界が認められ， 万物の分有された存在に

おいて神の真の存在が認められるのである. ディオニシオスに由来する， 前

に引用された「被造物においてはただ独り真に存在する創造者のほかには何
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もなし、」という ことの意味が こ こに改めて理解されるであろう.

神現が我々の魂に現象するとき， 知性が神現を観想する ことと， そのよう

に観想する知性が形成される こととは一つの ことであり， 知性は自らが観想

したものに造られ， それと一つになる. 知性は神現の観想によって神現その

ものとなる. 魂の 本性の単純性の ゆえに， 知性において生起する ことは， 知

性の現れとしての理性において， さらに理性を通して 感覚において生起し，

従って魂全体において生起する. I知性は， 自分と等しい存在の諸々の 本性

と等しいものに形成されるばかりではなく， それが 愛着によって知解し 感覚

する場合には， 下位の 本性とも等しいものに形成される ことができるのだと

いう ことを使徒は教えているj州. しかもエリウゲナにお いては身体は「魂

の像J(imago animae)であり反映であるから， 魂に生起する ことは身体にお

いてもそれなりの仕方で生起すると考えるべきであろう. そうだとすれば，

結局， 神現を通して最初知性において生起する ことは， その人の全存在にお

いて生起すると言わなければならない. そのように我々の魂は神現を通して

その認識において形成され， 対象と同一化するのであるが， むしろ重要な こ

とは， その認識がそれと同時に対象に存在を与えるという我々の魂の積極性

である. 普遍的自然の弁証法を考える上で知性認識の「存在付与」の働きが

注目されなければならない.

VIII 多様なる観想による多様なる分割

神と被造物を含む普遍的自然の「第一の分割」は神と被造物への分割で、あ

る. その分割における被造物の創造の最初の段階局面は神の知恵における原

初的諸原因の創造であり， それに続く段階局面は原初的諸原因の分割である

が， 我々は これらの段階局面に， とりわけ原初的諸原因の分割に考察の焦点、

を 当てようと思う. というのはそ こにエリウゲナの普遍的自然の弁証法にお

いて果たす知性の働きが最も具体的に表れているあるからである.

神の次元領域においては最高の普遍性， 単純性， ー性が支配し ている:

「万物の最高の原因(神)とその最初の分有(原初的諸原因)においてはす
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べての秩序が一つで、あり単純で、あってし、かなる差異に よっても区別されな

いJ94). 従って， 原初的諸原因はその表現の複数性にもかか わ らず 単一であ

り， そこにはし、かなる差異も多様性も秩序もない. それは諸結果に発出する

以前に御言葉において知性によって観想される場合には「単純で不可分なる

一つのものJ(unum simp!ex atque indiui dium) として見られる. それ ゆえ，

確かに神の光の照明によって原初的諸原因はそれらを 探究する精神に神現に

おいて「多種多様に限りなくJ(sic ue! sic et mul tipliciter et infinite) 9 5)現

れるのであるが， それらの聞の区分は原初的諸原因自体に見いだされない.

イデア的人聞の精神の認識は「万物の製造所」として万物 (原初的諸原因)

に「存在付与」をするのであるから， この現実の人聞に精神が回復される場

合には， 精神は最高の普遍性と単純性において観想される原初的諸原因を自

らの判断に基づいて自由な観点から分割し， 一定の系列に序列づけ， 相互に

関連づけることができるのである: r原初的諸原因の秩序はその諸原因自体

において定められているのではなく， 観想において， つまりそれら諸原因を

探究し， できる限りそれらの概念を自分自身のなかに把握L， その概念を一

定の仕方で秩序づける精神の直観において定められるのであり， その結果，

純粋な知解によってそれらの諸原因について確かで明確なことを語ることが

できるJ96). 
精神は与えられた能力に応じて， ーにして単純なる原初的諸原因を「見え

るままにJ(ut ei uisum est)一定の仕方で存在を与えて秩序づける. 原初的

諸原因の序列づけに精神が無限の権限と自由を有する根拠は， 人間の神に対

する特別な関係と被造物の中に占める特別な位置とに求められる. すなわち，

人聞は「神の像に 従って， 神に似せて」創造されたことにより神に似て「あ

ら ゆる必然性から自由J(omnium necessitate liber) 97) であり， r万物の製造

所」として， 天地の「中 心J(me dietas) 98) として万物の原初的諸原因を自由

に分割することができるのである.

万物の第一原因 (神)が無限であるように， 原初的諸原因も自分の創造者

の意志のほかには自分が制限される限界を知らないのであるから無限に進展
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して行く. だが， 原罪の制約下にあると は い え「多様で無限の深さの泉J 99) 

である現 実の人間 本性は， 精神を回復することにより原初的諸原因の無限の

進展に対応することができる. 原初的諸原因の展開秩 序は「一定 の 仕方で

秩 序づける精神の直観において定められJ100)， 多様に名づけられる: 1白山=

species; formae; rationes (形象， 形 相， 原理)， πpωrórU7r:a - primordialia 

exempla (原型)， 7r:poopíaf1am = prae destinationes (予定)， {)ûa ()ε村仰ra = 

diuniae uoluntates (神の意志)など山口.

第二の普遍的自然(原初的諸原因) はこのように分割されるが， 分割の仕

方は無論この例に尽きるものではない. 例えばエリウゲナは， r普遍なる善」

(uniuersale bonum)， r普遍なる存在J (uniuersalis essentia)， r普遍なる生命」

(uniuersalis uita) ， r普遍なる知恵J (uniuersalis sapientia)， r普遍なる力」

(uniuersalis uirtus)など102l， ヒエラルキーをなす「諸々の普遍J (uniuersitat es) 

の相にも分割して見せる. ディオニシオスの『神名論t03)にはこの系列化の

そテールになった， 善， 存在， 生命， 理性， 知性， 知恵， 力， 至福， 真理， 永

遠， 偉大， 愛，平和， 単一， 完成とし、ぅ原初的諸原因の系列がある. これら

の秩 序区分の基準は何であろうか. 精神の観想は弁証法の運動として最も普

遍的なものから始め， より普遍的なものを通って前進し， 最も特殊なものに

至るのであるが104hしかし最高の統一と最高の平等が支配している原初的

諸原因自体にはいかなる差異もなし、から普遍性に差異はない . 普遍性の差異

は原初的諸原因の分有者つまり諸結果においてのみ見いだしうる. 観想する

精神は， 原初的諸原因の諸結果に見いだされる無限に多様な差異(類と種，

多と少など) に 従って， 自らに生起する神現の見えるままに自由に分割する

のである.

確かに， 普遍的自然をいわば種に分割するとき， そのように精神が自らの

内に川、ゎば種を形成するJ (quas dam formas formare)のであるが105Uしか

し神と被造物を含む普遍的自然(つまり神)の側から言えば， その 事態は

「我々の 知解 が あ る 仕方 で 普 遍的自然 によって 種 に形成 さ れ るJ (nostra 

intelli gentia quo dammo do formatur) 106) である. つまり， r秩 序づけられるも
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のはすべて， 万物の原因を分有することで秩 序づけられる107)Jのであるか

ら， 万物の秩 序 (ordo omnium rerum) は神の創造意志による のである. こ

こに， 普遍的自然の分割における観想する我々の精神の意志と神の意志との

関係が間われうるであろう.

エリウゲナによれば， 人聞は 本来の「自己 の形(形相 ) に向 き直るJ(ad 

formam suam conuertatur) 以 前 は「未形成J(informis) であり， 真の意味で

は「存在してなし、J(non esse).つまり多くの場合現状の人聞 は「死んで、いる」

のである. 人間の「自己の形」とは「すべての知性的生の形J(forma omnis 

intellectuaIis uitae) である神の独り子(御言葉 ) である108) 従って， 人間の

精神が神現の知解において完全に形成されるのは神の独り子に完全に向き直

ったときである. しかし「真の 人間J(uerus homo) ， I完全な人間J(homo 

perfectus)はただ神の独り子キリストだけである109) キリストにおいては自

らの意志と神の意志とは同一で矛盾対立しない. そしてエリウゲナは， 我々

もキリストを媒介にして「自己の形」に完全に向き直って「真の人間 」に立

ち帰った場合には， あたかも自分の意志が神の意志と一つであるがままに任

せて， 観想の翼に乗ってこの世界のすべての必然性から自由に万物の 実在を

秩 序づけ， 弁証法の遊びを享受することができると考えているかのようであ

る: I最も 偉大な神学者たちとその継承者た ちとが， 理性に何ら 矛盾するこ

となく， すべての原初的諸原因の中から観想の出発点となるものを定め， ま

たそれぞれの人の見方に応じて， すべての中で最後のものを定めることがで

きるのであるJ110) • 

ここで， 前に提出した， 二つの「第一の分割」の併存の問題に触れて 本論

を閉じたい. 普遍的自然の弁証法においては知性の自由な観想による無限な

分割可能性が秘められているのであるから， 創造者と被造物へ分割すること

も， 存在するもの(有 )と存在しないもの(無 )へ分割することも， 同じ「第

一の分割」としての資格を与えられうるのである.

本論では普遍的自然の分割の弁証法のうち， 原初的諸原因の分割に限定し

て考察 を試みた. 多くの論点が手付かずであるが， とりわけ普遍的分割のそ
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の他の側面と普遍的総合についての考察を課題として残した. 機会を得て別

考を期したい.

注

『ベリピュセオン』のテキストは Periphyseon ed. 1. P. Sheldon. Williams， 

1， 11， III (Dubin 1968/72/81)， ed. H. J. Floss， IV， V (1853) = ed. Migne， 

Patrologiae Latinae 122を使い， 引用箇所はPeriρhyseonをP.の略号で， 続い

て Migne版のページ数と段記号で示す. 引用文中の( ) は筆者の補記である.

1) Ed. G. Madec， De praedestinatione (Brepols 1978)， 1， 1， p. 5: í真の哲

学は真の宗教であり， 真の宗教は真の哲学である. J 

2) 拙論は以下の論考に鼓舞され， 教えられたことが多い. 拙論で論及されてい

ない関連問題については参考になるものも多いと思われるので 参照されたい. D. 

Moran， The ρhilosophy of John Scottus Eriugena. A study of idealism 

in the Middle Ages， Camhridge/New York/New Rochelle/Melbourne/Sydney 

1989. espec. pp. 258 -268; G. d'Onofrio， Über die Natur der Eintei1ung. Die 

dialektische Entfaltung von Eriugenas Denken. in (ed.) W. Beierwaltes， 

Begriff und Metapher. Sprachform des Denkens bei Eriugena. Vorträge 

des VII. Internationales Eriugena-Colloquiums. Werner-Reimers.Stiftung 

Bad Homburg. 26.-29. Juli 1989. Heidelberg 1990， pp. 39-64; W. Beierwaltes， 

Duplex Theoria. Zu einer Denkform Eriugenas， ibid. pp. 39-64. 

3) P. 1. 441 A. 

4) エリウゲナにおける弁証法の分類としては， 分割と総合の三分野に分けるの

が一般的であるが， プログロス的にふ配pεUK�=diuisoria， ÓplUU吋=difinitiua，

á7rOÔεIKUK�=demonstratiua， álJaÀuu吋=resolutiua の四分野に分けてもいる.

cf. De praedestinatione 1. 21 ff. 

5) Cf. P. IV. 749 A; V. 869 A; Iohannis Scotti Eriugenae Exρositiones in 

ierarchiam coelestem， (ed. J. Barbet)， VII， 578妊; Johannis Scoti versio 

ambiguorum S. Maximi， praefatio， PL. 122， 1195BC. 

6) P. 1. 44IB-442A. 

7) P. 1. 469B. 

8) P. 111. 621A. í被造的普遍Jは totum とも呼ばれる. Cf. P. 11. 523D; P. 1 

469B; P. 111. 620B ff. D. Moran， ibid. p. 258. によればエリウゲナのこの独特

の uniuersitas という概念は12世紀の哲学に特別な影響を与えることになる.

ibid. n. 28. でその方面の研究として M.-D. Chenu， La Théologie au XIIe 

siècle， Paris， 1957. 挙げている.
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10) 本 論 の議論と は異なるが 次 を参照されたい . G. Schrimpf， Die systimatische 

Bedeutu時der beiden logischen Einteilungen (divisiones) zu B eginn von 

Periþhyseon. in Giovanni Scoto nel suo temþo. L'organizzazione del saþere 
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