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晩年のポナヴェントゥーラと
アリストテレス哲学の関係
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ボナヴェントゥーラの思想的立場の把握については， ここ二十年来学界
に大きな意見のくいちがいが生じている。 即ち一方はジ、ルソンの古典的学
説に従い， 彼の哲学をグリスト中心的哲学であり， アリストテレスを始め
一切の異教哲学を利用はするが， ぞれ自体としての価値を否定し， もっぱ
らアウグスチヌスの伝統に忠実であ ったとみるのである。 そしてこれは哲
学を神学からわから， その自立性をみとめたトマスとは異な った精神性に
属するとするのである。

(2)

これに対立する見解は， ステンベルゲ、ンに従うものであって， ボナヴェ
ントゥーラもトマスと同じくアリストテレスを好意をもってむかえ， 自立
的哲学をみとめていたので‘あり， 哲学に関する限り， 彼をアウグスチヌス
主義者とみなすことはできないとする。 彼によれば， ボナヴェントゥーラ
の立場は十三世紀前半より支配的であった新プラトン派的折衷的アリスト
テレス主義に属し， それがトマスと異なる点、は， ただ充分なアリストテレ
ス理解に達せず， したがって従来の折衷的色彩を脱しえなかった点にのみ
あるとされる。
このようなボナヴェントゥーラ観の根本的相違から，晩年，即ちアヴェロ
エス主義の進展をみて後の， 彼の態度の変化についても意見のわかれがみ
られる。 まずジルソンによれば， ボナヴェントゥーラは当初J.;Ipらアリスト
テレスに対して批判的であり，アウグスチヌス主義の伝統にたって，これと
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対決する気構えをもっていたので、あるが， アヴェロ エス主義の進展をみて
後， ます ますこの態度を強化したというのである。 これに対しステンベル
(4)

ゲンは， 晩 年においても， 彼の親アリストテレスという基本的立場に変化
はない。 ただアリストテレスに盲従するグリスト教徒たちを非難する必要
が生じたため， 彼の衣現に変化が生じただけだと考える。 またアヴェロ エ
ス主義・トマス主義に対決してこの時期に成立した新アウグスチヌス主義
に対し， ボナヴェントゥーラが示唆を与えたことは否定できぬが， 彼のこ
のI!\i越への介入はもっぱら神学的根拠によるものであった。 したがって彼
をこの学派の創設者とみなすわけにはいかない。 それを創立したのは， こ
の運動にアウグスチヌス， アヴィチェブロ ン， アヴィチェンナからえた諸
去来によって哲学的理論づけを行ったJohn Pec kham であり，

その体系

化を完成したのは， Correct orium fratris Thomae を作ったGu li 1aume de
l a Mare であるとする。
e uthe y は， ボナヴェントゥーラが初期のI 命極集 註 解」 に
またL. V
おけるアリストテレス的傾向から， 晩年は新プラトン主義的傾向に移行し
たと主張している。
これに対し ]. Rat zin ger は， 晩年における哲学上の変化を否定 す る。
彼によると， ボナヴェントゥーラは初期においてすで、に時間概念、において
アリストテレスと意見を異にし， このもっとも根本的な点で反アリストテ
レスであった。 だが当初彼はこの対立を意識せず， したがってアリストテ
レスを高く評価し， 他の多くの点で利用していた。 かかる哲学的側面にう
いては， 晩年にいたる まで変化はない。 しかし， 晩年， 彼はフィオレのヨ
アヒム， ディオニシウス・アレオパギタ， アシジのフランシスの影響をう
けて， あらたな歴史神学を形成するにいたった。 そしてこの立場から初期ι
にはみられなかった反アリストテレス主義が生ずるという。
本稿においては， 諸家の見解にしたがいつつ， 晩年のポナヴェントゥー
ラのアリストテレスに対する態度がいかなるものであったか， それは初期
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の態度と哲学的或は神学的商において基本的に相違するものであったか否
かを吟味してみたい。

1267年初頭からボナヴェントゥーラはパリにいて，

四句節中にC ollat i

ones de De cem Prae ceptis(Opera Omnia t. V.p .507-532)を発表した。
1 25i年フランシスョ会総会長にえらばれ， パリ大学の教職を去った彼は，
これまで教会と修道会の仕事に忙殺されて， パリ・モンベリエー・ボロ ー
ニア等大学の環境の中でしばしば説教しながらも， パリで生じていた教義
上の争いに直接介入しえなかった 。 けれども， しばしばパリにあり， Gau.
thier de Bruge， R oger Ba con らと安わり， アヴェロ エス的アリストテレ
(1)

ス主義がひきおこした騒動を知っていた。
f皮は， C oll. de De c. Prae cep . coll . 1，25 で， 哲学研究の不当な利用か
ら(ex imp rob o ausu in v estigationis)諸々の誤謬が生ずるとして， 世界永
遠説(p onere mundum aetemum)と知性 単一説(qu吋unus intelle ctus
sit in omnibus)を二つの主要な誤謬としてあげている。 そして第一の誤謬
から， 神の子は人とならない(quod Fi1ius Dei n on sit in camatus)という
説がでる。 また第二の誤謬から， 信仰の真理も， 霊魂の救いも， 神の命の
遵守もない(qu od n on sit v eritas fidei ne c salus animarum ne c obser
v antia mandatorum)
という説がで， さらに極悪人が救われて， もっとも善
い人が罰せられる(quod pessimus h om o sal v atur， et optimus damnatur，)
という説がでるという。 また上述の誤謬を説く人は， 死すべきものが不滅
のものとなること は でき ぬ(quod imp ossibile est， m ortale de venire ad
immぽ匂litatem)というとしている。

そしてかかることを樫遣したり， 支

持したり， 模倣したりすることを禁じている。
さらに同じく coll. n， 28 で，]eremias の「知識によるすべ℃の人は愚
とされる」という言葉をヲ|いて， この「知識によるJ (a s cient ia)とは，
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「極端な哲学の個有の研究からJCab in v e stgi at oi n e p ro p ria et n im iaephilo .
os phiae)

という意味だとした 後， 有名な言葉， 1"私が学生であった時， ア

リストテレスについて彼が永遠なる世界を主張したと聞き， このことをめ
ぐって生じた原理と議論を聞いた時， 私の心は動揺させられ， どうしてこ
のようなことがありえようと思い始めた。 けれどもこのことは， 今や明瞭
であり， このことについては疑う余地はない」というテグスト が で てく
る。 このテグストは， このことCho c)という代名詞が多いため意味があ
い まいである。 ジルソンはこれをボナヴェントゥーラが学生時代からアリ
(2)

ストテレスの誤謬をみぬいていた証拠としている。 これに反し て ス テ ン
ベ ルゲンは， 彼が学生時代， 世・界永遠説をアリストテレスに帰することを
ためらっていたが， アヴェロ エス主義の進展をみた後， これを疑わなくな
(3)

った証拠としている。 この問題についてはすでに発表したので詳
、 述をさけ
るが， 私は後者の解釈が正しいと考える。 ラッチンカJもステンベルゲ‘ン
(4)

流に解釈している。 彼によると， ポナヴェントゥーラは初期の「命題集註
解」時代より， 世界の有限性とその合理的立証の可能 なることを確信して
いたのであり， このもっとも根本的な点で反アリストテレスであったが，
彼は当時アリストテレスを自説の敵対者とは意識していなかったという。
しかし， 1267 年における自説の敵対者としてのアリストテレスの認識は，
以後に重大な意味をもっ。 というのは， これから， 単に事実上の意見の相
違をこえた， 第二の反アリストテレス主義が生ずるからである。 即ち歴史
神学的・予言的或は終末論的反アリストテレス主義が生ずるとラッチンガ
ーはいう。
しかし， このCol L de Decem P raecept i s には， まだそのような歴史
神学的根拠からの反アリストテレス主義の徴候はあらわれていないと思わ
れる。 ただ「命題集註解」にみられるような好意的アリストテレス解釈が
姿を消し， 従って ill e exc el l en t oi r in ter philo os p ho s， Ari sto tel e s( n S en t.，
d. 1， a.1 . q .2 ) といった賞讃が姿を消していることは認めねばならない。
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またここにみられるボナヴェントゥーラの言及が， 時期的にみて， アヴ
エロ エス主義に対する最初の攻撃であることも疑いえない。 トマスが De
un itate in tellec t us でこの争いに参加したのは，

(6)

ジルソンによると1269句ー

から1272年の問， おそらくは1270 年とされる。 また Ae gid ius Roma nus が
De errorib us phil osophorum をl空いたのは1270年頃で、てる3 また Aegidius
Lessin e nsis が哲学者の誤謬として十五条をあげ， アルベルトゥス ・ マグヌ
スにうかがし、をたてたのが， 同年の五月から十二月の問であり， これに対
するアルベルトゥスの回答De q ui ndec im p roblematib us は1273 年から12
76年のものである。 また在俗司祭Gerardi de Ab f atisvilla のQ uaestion es
q uodl ib etale3にある De un itate in tellect us c on tra m on opsic hism um aver(8)

roistic um は1272年のものとされる。 したがっていずれもボナヴェント ゥ
ーラが攻撃の火蓋を切ってより三年以上後のことである。 したがって， 他
がアヴェロ エス主義の危険に最初に着目した思想家であるといえよう。

Col1. de Dec . Praec . を書いて少し後， llnち同年の4 月4 日に，

ボナヴ

ェントゥーラは説教D e S ab at o S an ctoの中(t . lX， p . 286)で， 両一びPhil
osophi Arab es (ここでは例えば Averroes， ß1， de An ima tex t 5 が考えら
れているらしい〉は， r霊魂が肉体の真の完成であることを疑った」 とい
い， 肉身の復活を認:)) ぬ彼らを攻撃している。
また同年の復活祭の説教(t . IX p .273)で， phil os oph us n at uralis に対
して復活の可能性を弁護している。
それ以後， ボナヴェントゥーラはシャルトルーズ会の総会に出席し， 次

;

いで Reimes の地方教会会議に列したが， 同年末にはパりにもと‘った
(4)

して待降節第三日曜即ち12月11日の説教( t . IX， p .62-6 3)で，

そ

律法学者

1
その霊的理ー解 (spirit ual is in 
たち( evitae)は律法の研究に専念したが，
tel1igen tia)を知らず， 字義通りの理解(1iteralis in telli gen tia) を固執した

ω

ナこめ， 安息、日や割礼の如く時に従って(ad temp us) 守らるべき神の命 が，
永遠に(in perpet uum ) に守られねばならぬと主張して， 盲者をいやした
グリストを非難したり(ヨハネ伝9章29節以下)， エビオン派となっ て 信
仰lから離れたりした。 しかしこれと符合する事件がかつて楽園でも起った
(創世記3 章33節以下〉。 即ちアダムが善と悪の認識の樹(lign um sc ien tiae
bon i et mali) の果実を食べて， 生命の樹(1ign um vitae) の味わいを拾て，
楽園から追放されたのがそれである。 即ち字義通りの理解は善と悪の認識
の樹に符合し， 霊的理解は生命の樹に合致するものである。 しかしさらに
重要なことは， 天地創造の終末におこり， I日約時代の終末に再びおこった
この事件が， r今日我々の博士たちの中で(in doc t or ib us n ostr is) 実 現 さ
れてし、る」事実である。 「今や我々は理性によって神の律法の教説に専心
してし、る。 なるほど聖書を愛するものは哲学をも愛する。 それによって信
仰を強めんために。 けれども哲学は善と悪の認識の樹である。 なぜならそ
こには真理に誤謬が まざっているから。

もしあなたが哲学の熱中者 (Ae

m ulator ) であれば，どうしてアリストテレスがあざむかれえただろうくqu o
m odo p ot uit dec ip i Ar ist ote1es?)

という。 そしてあなたは聖書を愛さず，

必然的に信仰から堕落する。 もしあなたが永遠の世界を主張するならば，
あなたはグリストについては何も知らない。 もしあなたがすべての人にお
ける一つの知性を主張するならば， この世の後には至福も復活もありえな
L 、3

もしあなたがかの善と悪の認識の樹から食べるならば信仰から堕落す

る。 哲学に属することを学ぶものは用心すべきである。 霊魂の消滅の如き
グリストの教義に反するすべてのものはさけられねばならぬ 。J ["もしあな
たが世界の永遠なることを論証するならば， あなたはそれを自分の論証で
あるが， 1言仰しているのではない， というであろう 。」といい， さ らに出
炭及記21章33節以下にある穴を掘って埋めぬ人は， 他人の家畜がそこにお
ちて 死んだ時弁償せねばならぬという例をヨ|いて， その穴とは哲学的謬説
のことであり， それをとざさぬ人とは他人の信仰に疑いをもたせるものだ
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としている。
このテグストには， 前述の諸;:}�教で非難された諸テーゼのほかに， 二重
真理説に対する論難が加わっている。 しかしそれ以|二にi主fJすへきことは，
彼の康史神学の体系がかなりはっきりした形であらわれている点、にあろうっ
即ち伎が， 啓示受容の歴史を， 天地創泣からアダム までと， アダムからグ
リストまでC I日約時代〉と， グリストから世の終りまで(新約時代)に三
分し， その各々に一種のくりかえしがあり， そこから過去を知るものは現
在を知り， さらに未来をも予見しうると:考えていることである。 ここには，
フィオレのヨアヒムの影響をうけた康史神'下の体系があらわれているとし、
えよう。 ボナヴェントゥーラの初期の著作には， まだこのような[f，�02の発
展段階についての明確な図式はなかった。 しかし， í信仰は同じ人の'1
[ に
おいて， 或は また同じ至高のj去の下にある多くの人の聞においても同様に
発展するJC ill S en t.， d. 25， a.2， q .むという主張にもみられる如く， í命題
集註解」時代よりすでに砕示受容の!fE史的発展が与えられていた。 タヴァ
(6)

{ドによると， ボナヴェントゥーラは， 信仰の客観的対象は永遠にして超
時間的なものであるが， その主体的受容は， 神の光の下に人間の時間的・
歴史的経験にしたがって展開すると一考えたという。 そして哲学研究は， こ
の啓示受容の歴史の中に一過程とじておりこ まれる場合に限り， その意義
を認められたのである。 かかる考え方は， 被造世界のすべての認識を， 聖
書の理解におりこもうとするD e doctrin aChris tian a 以来のアウグスチヌ
ス神学の伝統にそって， これを発展させたものと考えられる。 そしてラッ
チンガーの説く晩年ヨアヒム主義の影響をうけた彼の歴史神学の発展は，
この基礎の上に考えられるといえよう。
待降節第三日曜の説教で， ボナヴェントゥーラは， かかる歴史神学的根
拠から， 旧約時代の末， 即ち初代教会におけるユダヤ人の律法主義に符合
するものとして， 新約時代の末， 即ち彼の在世時代における哲学中心的傾
向ないしはその代表とみられるアリストテレス哲学を讐戒している3 しか
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し， r聖書を愛するものは哲学をも愛する」という言葉からもうかがえる
ように， 哲学研究ないしはアリ ストテレス研究を絶対に拒否しているわけ
ではなく， ただそのありかたが聖書を理解するという目的に限定され， か
つアリストテレスへの過信がい ましめられているだけなのである。
mm

次いで同年， 叩ち 1267年12月26 日の説教(t .1X .p.482-483)では哲学者た
ち の道徳の不完全さを非難し， それが救済をうるカがないことを主張して
いる。
1268年初頭から少くとも御昇天の臼曜 まで， ボナヴェントゥーラは再び
(2)

パげにおり， 2 月 2 日の説教の中( t . IX， p . 6 37)では， すべての教を平等
に扱おうとするアラビアの哲学者たちを非難している。
2 月25 日から4月 7 日 まで，

彼はC o11ati on es de D onis Spiritus S an cti

を発表した。 その c011 . m， 5 で， ボナヴェントゥーラは， 神の能力を低く
評価するものとして無よりの万物創造の否定を， また神の叡知の過少評価
として神の認識が事物の内面に穆透しえぬという説を， また神の能力と叡
知を過少評価するものとして神が肉身をよかれ悪しかれ復活させえないと
いう説を， そして最後に神への崇敬を妨げるものとして神のへりくだりと
憐みの否定を， それぞれしりぞけている。
さらに， c011. vn， 15 では， 神以外のある叡知体が他の叡知体を創造す
るという哲学者の説を否定している。 さらにボナヴェントゥーラは， 使徒
行伝におけるボ ーロ の「神において我らは生き， 動かされ， 存在する」と
いう言葉を， アウグスチヌス( XIVde Trin itate， c.12， 16)に従って解釈
し， 神は「万物の存在の原因であり， 認識の原理であり， 生の秩序である
( qu od est omni bus causa essen di， ratio in te11igen di et ordo viven di .)と
いう。
そして次の co11， 咽， 16で， s cien ti a における三つの主要な誤謬と して，
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i に反す
先にあげたc ausa essen di に反する世界永遠説， ratio i n tel ligen d
る知性単一説， ordo v i v en di に反する運命必然説をしりぞけている。 そし
てこれら主要な誤謬から生ずるもろもろの謬説の数は， 黙示録1 3 章17 節及
び18節にある終一末に深淵から上ってくる動物の数， ft[Jち 666 に予示さ れ
ており， この数は循環数であるとのべている。 そして， t吐界永遠説は運動
と時間の循環に基き， 運 命必然説は星座の巡環運動に依拠し， さらに知性
単一説は霊魂の廻輪という考えに基くとのべている。
続いてc 011. 咽， 17 -19 では上記の三つの主要な誤謬から生ずる他の不
適当な説をあげている。 Jul esD'A1biはD eD on is S pirtu s S anc ti の中に
は， 全部で16のテーゼが否定されており， その主たるものがアリストテレ
ス， アヴェロエスにむけられたものであることを立証している。 またこの
16のテーゼのうち11は127 0年におけるパリ司教立 tienn e Tempier の 13ケ
条の内容とほぼ一致するから， ボナヴェVトゥーラをこの禁令の主たる推
進者と考えてよいといっている。
結局， D eD on is S pi ritus S anc ti のテグストでは， ボ、ナヴェン ト ゥー
ラの非難するテーゼの数が著しく増大したこと， やはり彼の歴史神学的反
アリストテレス・反哲学主義が， 黙示録の動物の例にみられる如く， うけ
つがれている三とが注目されるであろう。
1v
その後ボナヴェントゥーラは1268年 7月 8日ローマにあり， 12月 6 日に
はアシジにおり， 1269年 5月12日アシジの総会に列し， さらに 5月25日 ま
で同所に滞在し， 1269年 6 月半ば以降にモンペリエーを通過してパリへも
どった。 しかしこの頃から127 3年まで， 彼は教義上の問題以外に， 多くの
事件にたずさわらなければならなかった。 第ーはオクスフォードのフラン
シスコ会士とドミニコ会士の聞に清貧の理想、の相違をめぐりもめ弓とがお
こったこと， 第二は在俗司祭の托鉢修道会に対する攻撃が激化したこと，

ó4

第三はグレメンス四世のあと教皇選出が難行し， 彼の尽力によってやっと
)
グレゴリウス十世が登位したことである。 修道会内部の諸問種のほか， こ
のように多くの難問題をかかえていたボナヴェントゥ ーラは， 教義上の問
題に積極的に参与しえなかったものと考えられる。 また127 0年12月 8日の
立 t ienn e Temp ier の禁令発布は， アヴェロエス主義の進展を一時おさえ，
パリに小康状態がとりもどされたことも， 彼の沈黙の原因であろう。
しかし， アヴェロ エス主義は再び勢力をとりもどした。 こ れ に 対 し，
D elo rme版のCo llat o
i n es in Hex a ëmeron Vis io 1， co l1. 1，16)の中で彼が
語っているところから， 教皇が1273年以前， 即ちこの書が著わされる前に
干渉を行っていることがわかる。 そしてボナヴェントゥーラ自身も， 1273
11�

(3)

4 月 9日から 5月28日 までノミリ大学で C ollationes in Hex a ëmeron ( t.

V. p. 329-4 54) を発表し， この問題を再びとりあげるにいたった。 その
co l1. V
I， 1-6. には， rある人々は，第一原因の中に事物の範型があbこと
を否定した。 その主たるものはアリストテレスであったと息われる。 彼は
形而上学の始めと終りにおいて， また多くの他の箇所においてプラトンの
イ デアを攻撃している。 そこで彼は， 神が自己のみを知って他の事物の知
識を必要とせず， また欲せられ愛せられるものとして動かすという。 この
ことから彼らは， 神が何ものも ( n ihil)或は何らの個物も( n ul1 um part i
c ula re)も認識しないと主張する。 いずれにせよ， 特にアリストテレスは倫
理予の中でかの範型を攻撃している。 そこで彼は至高善は範型ではありえ
(4)

ないといっている 。」という叙述がある。 そしてこの根本的誤謬から 神 の
摂開と予知が否定され， そこから天体による決定論(運命の必然性)が生
ずる。 また神の摂理の否定は世界の秩序の否定を意味する。 そして世界の
秩序の否定は， 世界永遠説を生みだし， そこから生ずる無限数の知性があ
るという矛盾を廻避するために， 知性単一説が生じ， 死後の賞罰の否定が
でてくるとする。
このテグストにおいてみられるボナヴェントゥ ーラのアリストテレス批
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戸Jìま， 単に神学的であるのみでなく， 極めて概括的ではあるが哲学的体系
化に達している。 そしてこの哲学的批判の性質を考えてみると， プラトン
カ範型説の弁護が出発点とされている点からしでも， また上位の原理から
出発して下位のものへ推論を進めていく態I芝からしでも， プラトン的であ
るといえよう。 またここには， r時が始めをもっと主張した唯一の人 で あ
p us
1 ne mqui s01u s v detur
i
p o suiS
5
e， te m
コたと忠、われるプラトンJ ( . . .P ato
i ncepi s es . c 0 11. VI
， 4) という表現がでてくるが， これは 「命坦集註解」
にみられるプラトンの創造論解釈よりもはるかに好意的なものであるつ き
た c 0 11. Vß ， 3 において照明をうけた哲学者としてプラトン， プロチノス，
キケ ロをあげている点からしても， プラトン主義に対するボナヴェントゥ
ーラの評価は， I命題集註解」時代にくらべて著しく高 まっているこ と は
認めねばならない。
しかしその反面， 晩年の著作の中でも， 感覚世界の蔑視と輪組J見を中心
(6)

lこプラトンの誤謬が再三攻撃されている。 したがって， ボナヴェントゥー
ラが「命題集註解」 時代のアリストテレス主義から晩年のプラトン主義な
いしは新プラトン主義に移行したと:;-えるのは誇張にすぎるといえよう。
(7)

a gi ster
1267 年から 1270年 までのうちに書かれたChri st u s u nu s o mni u m m
が示しているように(t . V. p . 572)， 晩年のボナヴェントゥーラは， 初期
における， アウグスチヌス主義のわくの中でのアリストテレ ス偏重から，
sap ie ntia の師としてのフラトンと
(8)

cs ie ntia の 師 としてのアリストテレス

を対等に評価し， しかも両者の綜合としてアウグスチヌスを頂点と考える
にいたったとみるのが至当であろう。 しかしこのような哲学者たちに対す
る歴史的評価の変化は， 彼の哲学の実質をかえたとみることはできない。
なるほど彼は， D eD o ni s Spirit u s S a ncti における神を ca u sa e sse ndi，
ratio i nte 1 i1ge ndi， ordo vive ndi とする考えを発表させて， He xa ë m
ero n
(co 11. 1， 17) でも creat io， e xe m
p a1 ritas ， co nsu mm
atio の考察かちなる理
想的学問体系を考えてはいる。
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しかし， これは初期のD e reductione artiu m ad theol ogiam に み られ
る構想と， 実質的に同じものである。 ただそこで重要なのは， 初期のもの
が単に自己の理想的構想の提示であったに反し， 晩年のそれが， 異端的ア
リストテレス主義という対立者を念頭においての主張である点にあろう。
彼のアウグスチヌス主義という哲学内容それ自体について変化はないが，
それが後年， 対立者を意識するに至り， 批判者的態度をとるにいたった点
に変化がみられる。 その場合の直接の批判の対象は， 啓示を無視してまで
アリストテレスに従おうとするアヴェロ エス主義である。 トマス的アリス
(10)

(11)

トテレス主義については， その形相単一説， 分離実体の非合成， 霊魂の実
(12)

(13)

体と能力の実在的区別， 主知主義というような箇条に対する批判があるに
せよ， 主たる攻撃目標とされていない。 ポナヴェントゥ←ラの批判の力点
は， 世界永遠説・知性単一説などの如く啓示と直接衝突する点にあった。
したがって， そのような箇条を含 まぬトマス主義は， 彼の攻撃の焦点とは
なりえなかったとみられる。
彼が敵対者を哲学的観点からではなく， もっぱら啓示によって非難しよ
うとしている態度は特に顕著である。 もちろん彼のアリストテレス批判は，
上記の如く多少哲学的観点からなされているところもないではないが， そ
れとても綿密な論証からは程遠く， 概略の示唆以上のものではない。 この
ボナヴェントゥーラの態度を， Rob ert Kilwardb y， ベッカ ム， ギョーム・
ド・ラ・マールなど以後のアウグスチヌス主義者の態度と比較する時， 大
きな相違がみられよう。 後者は単に直接啓示との衝突点からアリストテレ
ス主義を批判しただけで、なく， 啓示と直接矛盾しない哲学上の新説に対し
ても， それが旧来の学説による啓示解釈を破壊するものとして， これを哲
学的に論破すると同時に， 教義の立場から厳禁しようとする態度を示した。
そこにはアウグスチヌス神学と密接に結合した古いアリストテレス解釈と，
新しいアリストテレス解釈との全面的衝突がみられるであろう。 そして啓
示と直接矛盾せぬ場合にも， 哲学上の新説が排斥されたため， 単にアヴェ
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ロ エス主義のみでなく， トマス主義までが正面切って敵対者とされるにい
たった。 このような態度は， ボナヴェントゥーラの後期の著作にはみられ
ぬところである。
ボナヴェントゥーラは， 哲学上の論争の中に深く入りこもうとはしなか
った。 そして， 自己の意見と異なるけれども， 啓示と直接矛盾しない 命 題
については， それを哲学上論破しようともしなかったし， ましてそれを教
理の問題について演縛して矛盾を示そうともしなかった。 彼は， 純粋に啓
示神学の領域から問題に関与しただけであった。
この理由は， フランシスコ会の総会長としての重責が， 彼に哲学研究の
余暇をあたえなかったことにもよるであろう。 しかし， 多忙であり， 新た
に哲学の問題を考え直すことができなかったにせよ， 彼の従来の学問的蓄
積は， 彼が哲学の立場から問題に介入しうるに充分なものであった。 実際，
トマス主義に対する体系的批判といわれる ギョーム・ ド・ラ・マールの
Corrector iu m fratris T homae の箇条は， ほとんどすべて ボナヴェン ト ゥ
ーラの「命 題集註解」からとられたものとみられている。 したがって彼は，
哲学上の批判を行いうる能力をもちながらも， あえてそれをさけたのであ
る。 故にこの点を説明するものは， 彼の多忙以外のところにも求められね
ばならない 。 それは， 彼の哲学一般に対する評価の変化である 。 そしてこの
er no において始めてその全貌をあらわした彼の歴史神学か
変化は， H四ë m
ら生ずる。 ラッチンガーによると， ボナヴェントゥーラは， 人頭の歴史を
旧約時代と新約時代に二分した上， さらにその各々に七つの時代をわりふ
った。 そしてこの旧約時代と新約時代において単純な信仰の状態から出発
し， 理性的認識をへて， 愛による神秘的な神との一致に到達する過程がく
りかえされると考えたという。 ボナヴェントゥ{ラは， 自分が新約六番目
の時代の半ばにあると考えた。 やがて第七の時代において， 理性の営みは
一切消滅するのである。 彼はこの過程を， 旧約聖書及び黙示録の予言から
考えている。 Hex a ëmer on ， 四， 16et 17. によると， 彼は出填及記18章14節
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以下にある magi Pharao ni s を黙示録5章1節の 「内外に文字ありて七つ
の印をもって封ぜられた巻物」に符合するとし， これを精神的・ 感覚的被
泣物からの神の認識と考えた。 そしてこの認識は聖書からの神の認識を欠
くが故に， 霊魂を目的に向って秩序づけることも， 霊魂の志向を正すこと
も， 病いを医すこともできないとする。 そして信仰のみが光を聞から分か
ったとのべる( Hex.， Vß.13.， .
t V . p.367) o magi P har ao is，即ち哲学的知
n
性のいたりえぬ知恵、は， ボナヴェントゥーラが四段階に わ け たs api e nit a
の最['1且5の段階で、ある sapi en it a nullifo rmi s であり， ここにおいて知性は黙
し， 愛のみが神の指に直接ふれるのである。 この知性に対する愛の優位と
いう考え方には， ディオニシウス・アレオパギタと， フランシスコ会の原
精神に対する理解の深まりが影響しているといえよう。
D e Do ni s Spi ri tus S an c it

でみられた終末に深淵から上ってくる獣のた

とえも Hex a ëmero n ( t. vn， p.3 61b) で受けつがれている。 黙示録9章1
節以下のらつばを吹く天使があけた深淵はまだ開いており， そこから立ち
昇る煙と聞は異端的アリストテレス主義であるといわれる。
そのほかボナヴェントゥーラは， 多くの比喰を用いて彼の歴史神学的反
アリストテレス主義を説明している。 かつてユダヤ人が耳を傾けようとし
なかったクリストの叡知は， 1"もっとも美しい壬女J( ifli a regi s pul c herri ma)
であり， 天上の食物( ci bu m c e1 es it) であるが，

異端的アリストテレス主

義は， もっとも下賎な蝉女( an ci ll a tu rpi ssi ma) であり， 娼婦 ( meretri x)
であり， エジプトのつまらぬ食物 ( ci bu m vi li ssi mu m A egi pti) であ る と
される。

そして， 1"娼婦を愛し，

あなたの花嫁を追いだすべきではない」

(N o n di llig as mer etri cem et di mi ttas spo nsam tu am) といわれる(H e x.
n .7)
これらのテクストは， 信仰から自立した哲学に対する非難を含んでいる
が， この点は 「命題集註解」時代よりうけつがれた態度と言ってよいであ
ろう。 まだここには， アヴェロエス主義を終末における危険な徴候とみる
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見解が示されているが， これは1267年待降節第三日曜の説教以来のもので
ある。 ただそれらがより豊富なより強烈な表現をあたえられているという
相違があるのみである。 しかし次のテクストは， 従来みられなかった新し
いものを含む。 Hex. Xvn.28 では. 1"我を信ぜよ。 さらに金銀の容器， 即
ち 議論が役にたたなくなる時がくるであろう。 そしてその時には理性によ
ってではなく， 権威によって守られるであろう 。 J とのベた後， グリ ス ト
が rat ioによる知識を充分にもっていたのに権威によって教えたと同じこ
とが， 未来の苦難(tribulatio)における教会でもおこるとのべられている。
ここでボナヴェントゥーラの主張は， 単に 自立的哲学の否認にとどまら
ず， すべての理性の営みが啓示神学に吸収されてし まうという予言にまで
なっている。 しかしそれは現在ではなく， さし迫ってはいるけれども未来
において要求されることである。 だがかかる予見に基いて， 彼のアリスト
テレス，哲学， さらには学問一般に対する警戒心は一層強まったと考えら
れる。 そしてここにこそ. 1，皮が. Hex aëmero n の中でも， アリストテレス
主義に対決するものとして， プウグスチヌス主義的な理想的哲学体系の構
想、を示唆したにかかわらず， その立場からではなく， 主として純粋に神学
的立場からの発言にとど まった理由があると考えられる。
結

論

以上で， ボナヴェントゥーラの晩年におけるアリストチレス哲学に対す
る態度を叙述してきたが， ここにその概略と私の一応の結論をのべてみた
し、 。
初期の「命題集註解」時代において， ボナヴェントゥーラはすでに啓示
受容の歴史的発展という観念、をもっていた。 晩 年における彼の歴史神学の
発展は， この基礎の上に成立したものである。 また初期においてすで、に，
彼の哲学はかかる啓示認識の過程の中におりこまれるべきものであった。
故に 自立的哲学は拒否され， したがってアリストテレスもそれ 自体として
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は評価されなかった。 しかしその反面， 神学内部での理性の使用には楽観
的であり， そこで利用された哲学者のうち， もっとも尊重されたのはアり
ストテレスであった。 彼は， r命題集註解」の中で， 神学上のみで な く，
哲学上の根拠からも， アリストテレスと異なった意見をもっていたが， ま
だ彼を自説の敵対者とみなしていなかったらしい。 しかし晩年， 特に1267
年以降， アヴェロ エス主義の進展をみて， アリストテレスがある重要な点
で自説の反対者であることを意識するに到ったとみられる。
ここでステンベル ゲン， ラッチンガーらは， ボナヴェントゥーラの後期
の著作がもっぱら神学的のものであるところから， 晩 年における哲学上の
変化を否定する。 これは哲学の実質的内容については正しい。 たしかに彼
は， 晩年なんらの哲学上の著作を書いてはいない。 またその神学的著作の
中に散見するアウグスチヌス主義的な哲学の理想像も， 初期の著作のそれ
と較べて， 表現の強まり以上の変化はない。 しかし， 彼が利用した哲学者
たちに対する評価が変化していることは事実である。 そしてそこでは， ア
リストテレスの欠をおざなうものとして， プラトンが前者とならんで評価
されるにいたっている。 また注目さるべきは， 彼が自己の理想的哲学の像
をアウグ守スチヌスに従って提示する際に， 晩 年においてはその対立者， 即
ちアヴェロエス主義， 或はご くわずかではあるがトマス主義が意識されて
いることであろう。 この意味で， 彼は， ベッカム以後展開した， アヴェロ
エス主義・ トマス主義に対する反動に示唆をあたえたといえるかもしれな
い。 しかし彼 自身は， この論争の中に自己のもつ哲学的誼蓄を傾けて入っ
て いこうとしなかった。 その理由は， 彼の歴史神学的傾向の強 まりのうち
に求められよう。
彼は晩年， ヨアヒム主義の歴史神学， デ‘ィオニシウスの知性に対する愛
の優位， 単純な信仰者としてのフランシスの生きかたの三要素から強い影
響をうけ， その歴史神学を完成した。 そしてそこから， 自立的哲学を終末
における危険現象とみる新しい認識が生じた。 これと共にアリストテレス
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に対するきびしい態度が生ずるの なるほどこれも，や!1学のr�1でのアリスト
テレス研究， 哲学の使月jを妨げるものではなかった。 しかし位はさらに進
んで， 一切の開'1'1:の'日みが否定される時の到来を予告ーした。 もちろんこれ
はあくまで未来に属することであし現花については祈りと共に哲γ:の研
究を併刑することが訂されていた。 しかし近き将来におけるこの予想、は，
彼な哲学への関心から解放した。 fWはもはや， 自己の保持する哲学l況に対
しても， それを固執しようとはしなかηた。 したがって恨は， その弟干た
ちの如く，敵対者に対しでも哲学の次元で論争し上うとはしなかったので
ある。 結局， 晩年のポナヴェントゥーラは， グリスト教と哲中の全き結什
の理想、をえがきながら， ぞれをも超えて単純な福音主義に向ってJ-_昇しつ
つあ円たとみるべきであろうJ
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