書

評

Gerhald Podskalsky: Theologie und
Philosoρhie in Byzanz. Der Streit um
die theologische Methodik in der sþätbyzantinischen
Geistesgeschichte (14./15. fh.)， seine systematischen
Grundlagen und seine historische Entwicklung.
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung， München，

1977， pp. viii十268.
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森

正

樹

我が国においてピザンツ学は 歴史や文化の面において研究さ れ るこ とが多いが， そ
の思想や文 学の方面の研究は今のところ殆ど ないに等しい . ド イ ツでは Krumba cher
や Beckのピザンツ時代全般に亘る膨大な文献を駆使した記念すべき労作がある. し
かしそれらはどちらかというと様々な文献を時代的に著者ごと に示した百科全書的な
ものであり. 細く思想の流れを問うたものではない. ここに取り挙げるポドスカルスキ
ーはフランクフルトの聖ゲオルゲン神 学校 に依りなが ら，

ローマの教皇庁立東方教会

研究所でも教鞭を執ってい るピザンチニスト ・ スラヴィストで あ る. 彼には既にパラ
マスの タボル山の光に関する論文を始め， 著書としてChristentum und theologische
Literatur in der Kiever Rus'(988-1237)， München， 1982; Griechische Theologie
in der Zeit der Türkenherrschaft (1453-1821)， München， 1988. などがある.
さ て本書はビザンツ後期の哲学・ 神 学の方法論を問うものであ る が， 大きく四つの
部分から構成される( A-D). まず(A)序論では， 本書のテーマに入る前 にピザンツ
後期における神学と哲学の関係を問う. ピザンツでは哲学 は異教ギリシアの 学であっ
て， 神の啓示に取って代わられるべきもの で あるとするのが基本的な考えであった.
しかしそれなら哲学はあくまで神学の稗女として， あるい は自己主張をなすべきでな
い 代物として背景に退い ていたかと言うと， そうではなく哲学の存在はやはり気にか
かるものであったというところにピザンツ的心性の 特徴が あ る. 著者は例えば十四世
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紀の総主教ブィロテオス・ コッキ ノスが ニケフォ ロス・グレゴラスを駁 す る書の 中に
その揺れ動く気持を読みとっている. 神の啓示に勝るものはないが， しかし人間理性
の産み出した哲学をどう取り扱うかを め ぐって， 一種の苦悩がピザンツ後期を覆って
いた. スコ ラ 学の侵入に対するパラマスと パルラアム と の 神学的方法論をめぐる論争
からゲンナディオス・ スコラリオスの神学と哲学の統合の試みに至るまでこ の苦悩の
忠いは貫いている. しかも哲学の導入に反対するものも賛成する も のも皆共に教父を
論拠としてもち出すため問題は一層複雑となる. しかし概して論争の場合 で も パノレラ
アムやスコラリオスを除いて， そこに体系的な論考というものは見 ら れず， 論駁のた
めの論評とか偶然的な補説の類のものが多く， 全体的把握が困難なことが指摘される.
(B) 歴史的一体系的基礎では， 著者はピザンツ後期の 学的方法論の問題に入るが，
まず四つの根本的問題， llPち(a)哲学と神学の概念， (b) 修道制と世俗の教育， (c)神
学の各派， (d)神 学におけるアリストテレス主義とプラトン主義， を措定する. 次い
で(C)歴史的展開では， 後のパラマス主義と人文主義に 見 ら れ る両極端を理解するた
めに， ギリシア教父のうち建てた体系を吟味することから始 め る. 以上の問題性をも
って著者はこれまでの先達の業績を一瞥した上で， 個々の問題に入ってゆく.
まず (a)の問題では ， アリストテレスとプラトンがこれについて いかなる考えをも
っていたかに触れるが， 東方ではそもそもの始めから宗教と(科)学につ いて全く無地
の状況から出発するのではなく， 既にある方向性をもってい た と言う. 従って知識も

� lçω0ενσorp((X (異教の知恵) と手間(j'卯å\，' rplÀoσorp((X (わが方の哲学， われわれ
の哲学) の区別がなされ ， それに基いてあらゆることが判断さ れ た. ナジアンゾスの
グレゴリオスのáÀtευrtlcφ\，'， åÀÀ' OUIC á:pt(]rOrεÀtICW\，' (アリストテレス流ではなく， 漁
師のやり方で) という有名な言葉は， 人間の文化や理性を卑下しない も のの， 三位一
体の奥義の探究には不十分で、あるとし 結局は漁師の単純さの 中に神の秘密は顕わに
なるとした最もよい例であろう. ピザンツに一般的な考 え は神 学は聖書と同じことで
あり (マクシモス)， 聖書はしっかりと蓋をした長持のようなも の で，

特別の霊の賜

物を授った人にのみ関かれるが， 人間的概念でそれに臨む者には固く閉ざされ た まま
であり (新神学者シメオン)， またキリストこそ第一の 神 学者 で あ る (オリゲネス)
とするものであった.
(b) では， 平均的 修道者は教義については必要最低限のものしか知らないが， 何が
正統であるかについては敏感で， 修道制の神学に及ぼす影響は極めて大きかった. そ
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れは( 1)修道者は神学に学問というよりは実際的な態度で臨んだこと. (2) 伝統を守り，
教会政治に関心をもっていたこと. (3)修道者が在俗聖職者よりも 多 く， 教会の位階
制への力が大きかったこと. (4) I天使的生」という 修道生活が認め ら れ て いたので
帝国の政治から自由であったこと， などによると言う.
(c) 修道者が聖書や聖人 伝， ギリシア教父の著作を読み， 解釈し そ れ を真似て著
述することが「神学研究Jと考えられ， そ の 他文法，

修辞学， アリストテレス論理学

の初歩が学ばれた. これがビザンツの学的状況である.
(d) アリストテレスとプラトンに対してピザンツの人は複雑な態度を とっている.
アリストテレスは世界の永遠性を唱え， 塊の不死を認めないとしたため快く思われず，
他方プラトンはーなる神による世界創造や魂の不死を説いたた め に一般に好意的に見
られたが， 人文主義者たちはアリストテレスを偏愛し た. しかし総じてピザンツは中
庸程度の学者は輩出させたが， それだけに創造性は凝固し， 独立した 思弁は生み出さ
れなかった. 後の唯一有望と思われるスコラリオスのような学者はそ れ以後生まれな
かった.
次いで(C) I歴史的展開」であるが， ここ で はギリシア教父 の とった 方法論が問題
となる.

グレメンスやその他の教父が吟味されるが， 総体としてギリシア 教父は使徒

以来の信仰の印， 華麗な文章の師として見られていたが， 一つの体系を作る に は不十
分で， 相互に矛盾していることも多いと指摘さ れ る. 偽ディオニュシオスやダマスケ
ノスのような方法論的にかなり明確な線を打ち出した人も， ギリシア教会で はそうい
う意味で顧みられることは余りなく， せいぜい弁証論の範として考えら れ ていたに過
ぎない.
次にプラトンやアリストテレスのピザンツに及ぼした影響に 関し， ダマスケノスを
経てアリストテレスを好んだフォティオスにそ の 考察は及ぶ. 中でもプラトンを研究
したミカエル・ プセロスは古代の神話と知恵は啓示 に よって最終的な意味を見出すと
信じていた. 彼は哲学こそあらゆる学の頂点にあるとし寸信念をもっていたが， 学と
信仰が衝突する場合には， 啓示された真理。に軍配を上げたのである.
続い て 本書でかなりの分量をさくパラマス論争に入る. この論争の最初期(1351年
まで) は西のスコラ学と東の霊性， 人文主義と神秘神学の論争では なかった. 勿論神
学上の論争であったとしても， それはブェララ・ フ ィレンツェ公会議の失敗や政治的
問題が端緒になっていたと著者は言う. 著者はパラマスより もむしろバノレラアムの)j
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に好意的であり， 評価も高い. パルラアムは三位一体の神学に お いて三段論法的論証
の可能性と価値をめぐって考察し， 論争したのである. そ の際彼の論証は非常に正確
で， 学問的である. また神学上の神秘についてはそ れ を問わず， アリストテレス的論
理でそれを覆う. そこをパラマスは異とした

では両者 の 論争を今日的視点から見 れ

ばどうなるか. パルラアムは異教の知恵を 評価し， ギリシア哲学 をキリスト教神学に
応用しようとした. 偽ディオニュシオスを援用し つつ， アリストテレス の 認識論を神
学kの推論に関係づけたことは新しいやり方である. 一方パラマスは広く教父を基と
して考えることを勧めたが， 興味深いことに二人が同じ教父を論拠として 異 なった見
解を出したということは教父の権威や価値に掃さぶりをかけたこと に なる. 但しこの
論争は後に問題の核心からずれてしまい， 人文主義者は文献学の中に入り こ み， パラ
マス主義者はそれ以上の探究を止めてしまった.
こういう状況の中に東と西の対話の最後のチャンス として スコラ学の翻訳がビザン
ツに流入してくる. まず最初はトマスの熱心な翻訳家であったが， 後にそ の反対者と
なったネイロス ・カパシラスが取り挙げられる. 当初 彼は翻訳したトマス に 基いて論
文を書き， また体系的秩序をもった方法論で論を展開したので は あった. これに対し
デメトリオス ・キュド ネスは最初かなり慎重に東西の教父や神学議論を 取 り扱ってい
たが， 最終的にはラテンの命題の方がより確かで， 人間理性に適う と 見てカトリッ グ
に改宗したので、ある. 三段論法的推論も第一の真理を求め， 見 出すた め に人間に神か
ら与えられたものであることを力説し， 探究するとは自他に問い直すことだと言う.
彼はピザγツ人としては極めてはっきりとスコラ的神学の本質的なとこ ろを摘んでい
た. そのような 彼にとって， ピザンツ仮uは依然としてラテン教父に は無知で， 無関心
であること， 言語の壁を乗り越えてラテン教父の翻訳が東に流入しでも， こ の 防壁が
破られなかったことは深い失望をおこさせること で あった. カパシラスにとって神学
は種々のテキストの集成であるが， デメトリオスには真理探究への道 で あった. 両者
の違いは大きいと言える.
(D) 最終的結論. ピザンツでは教父が否定神学と肯定神学の区別を語るが， その両
方の道を可能性の限界まで弁証論をもって歩み辿るこ と を誰も試みなかったので， た
だ空虚な形式としてのみ残った感がある.

このように中核と な る概念が最終的に完成

確立されることがなかったので， 神学そのものの限界も明確で なく， 神学と霊性の聞
の区別も不明瞭なままであった. 神学的方法ははじめから体系的 で なく. 異端の防御
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のためにその都度論じられたに過ぎない. ピザンツでは 制度とし て の教育機関が不十
分で， 聖職者養成の神学校も不完全であった. ビザンツは教父で、鎧って い るという感
じだが， そこに批判精神は宿っていない. 却って一つのナショナリスムになっている.
以上の素描でもわかる通り， 著者ははっきりと西万の観点 に 立ってビザンツを論じ
ている. その限りピザンツの神学 ・哲学の方法論上の性格は極め て明噺に扶り出され
ている. 一言で言えば， それは体系的視点の欠如である. ではそのことによってピザ
ンツ一千年の遺産はすべて空しいものとなる のだろうか. 西方的知探究の態度を是と
する立場からはそうかもしれない. しかし今問われるべきは， 著者も言う， 神学と霊
性の暖味な区別lに検討を加えつつ， ピザンツにお い て果した「霊性」の役割を再度，
歴史的， 文献的， 方法的に聞い直すことであるように思える.

F. X. Martin and J. A. Richmond Ceds.):
From Augustine to Eriugena. Essays on Neoplatonism
and Christianity in Honor 01 ]ohn O'Meara，
Washington， 1991， pp.
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+ 190.
R.L・ シロニス

本書は中世思想、の専門家たちの論文を集めたもの で あり， アウグスティヌスとエリ
ウゲナの思想の研究に多大の貢献をなしたアイルランド人の学者オ ・ マラ教授に献呈
されたものである. その論文の大部分は， アウグスティヌスとエリウゲナ の 思想を取
り扱う(七つの論文と五つの論文). さつの論文が ， アウグスティヌスとェリウゲナの
思想の背景を成している新プラトン主義をめぐる問題を吟味 す る. そしてソルボンヌ
のJ・ ベパン(p句in)の論文は， 中世の宗教的な絵画や彫刻における象徴的表現とい
う美術上の問題を取り扱う. この書評では初めに新プラトγ主義に関する論文を紹介
し， 次にアウグスティヌスとエリウゲナに関する論文の内容をま と め， その中心的な
考えを紹介することにする.
A ・ H・ アームストロング(Armstrong)は， 三世紀か ら六世紀 ま で の 宗教的・ 新
プラトン主義的思想に見られる否定神学と肯定神学の緊張に つ いて論じる. 彼による
と， キリスト教と無関係なすfプラトン主義においては，

自定神学 よりも 否定神学の方

