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ルベンとパリに￡、ける中世哲学研究の現状

Coloman VIOLA 

ルベンとパリは全世 界 ， 主にヨーロッパにおける種々の中世研究所の中

で二つの活発で重要な中心である。 前世紀後半以来 ， 主にレオ13世法壬の
(2) 

Aeter ni P atris という回勅の結果 ま ずローマを中心として 殊にTaparell i，

Liber atore， Sansev erino， Z igliara， U rraburu， Hughon， Pègugsなどの影

響 で盛になったIj1世思想研究運動が，間もなく欧洲諸国ドイツ(Kl eutge n，

Gr abmann)， スベイン (Gonzal ez y Diaz Tunó n)， フラン ス ( P icav e t，

Mandonne t， Sertill anges)， ベルギー ( Mer cieりなどにも大きな影響を
(3) 

及ぼすようになった 。

13世紀のパリの最も烈しい思想的論争の主役者で あ っ た Si ger ius de 

Br abantiaもルベン地方の出身であり ， また ルネソサン スH年代のエラ スム ス

はルぺンにもパリにも 学問的活動を展開したし，ボール・ロワイヤルにおい

て大きな影響を与えたかのヤンセニウ スもル ぺン大学で教授j舌動を行って

いた。 という訳でパリとルベンの聞には切っても切れない関係が生じてき

た。 それで中世時代一番有名であり， また lド世思想運動の中心であったノミ

リ大学 ， 及び15世紀にベルギーのブラパン地方のIt�心地た るルベンで創立

された古い 伝統の大学においても ， 自 分の伝統を意識しただ けで中世哲学

研究に拍車をか けたということは事実である。 パリにおいてFrançois P i

cav e t， ルペンにおいてはD ési r己 Mer ci er教授がその開拓者であ った。 こ

の二つの研究所の聞に昔から密接な学問的接触があったが ， これか ら ま ず，

ルベンにおける中世哲学研究の現状をか い摘 まんで記して 見ょう.

I 

ルベンにおける研究の中心となっている のは ， Mer cier 教授 (1851�
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1926 ) が188 2 年始めて中世哲 学の講義をした 古いルベン大学であったが ，

彼の努力の結果188 9年に中世哲学 研究所とし てこの大 学に属する特別学 部
(4) 

Insti tut Supéri eur de Philosophie が創立される運びとなった。 Merci er

が目指すところ はカント 主義や実証 主義に対して中世哲 学 ， 殊にトマス・

アグィナ スの思想、の価値を示すと同時に， それを現代哲学や現代 科学 ， 主

として経験心理 学と結びつけるという点にあった。

このような伝統は今日に至るまでルベン大学における中世 研究一ーその

目標や方法一ーにも明瞭に現れている。 それ は現代ルベン大学の総長 ， ま

たI nst. Sup. de Philos. の学 部長であるLouisDe Raeymaeker を始

め，Fr anz Gr égoire， Balthasar， V an Steenberghen， A. Dondeyne， 

Van Ri et， De W ael hens， Ladriè re教 授たちな どの著作にも目立 つので
(6) 

ある。 フ 、ソサーノLの自筆の原稿がI nst . S up. de Phil osに属する Ar chi.

ve de H usser1の手許にあるため ， ルベン大学の哲学教授たちが中世哲学

研究のかたわ ら ， 現象学にも手を出すの は不思議で はない。 周知のように

現象学と中世思想の聞に共 通点があるということ は， ジ、ルソンも指摘し て

いるところである。

な お， 現象学の心理 学との密接な関係 上 ， 今I nst. S up. de Phil os. に

おいて中世哲学の 研究と同時に現代経験心理学の 研究も非常に盛んである。

それ はそのプ ロ グラム・ド・ クールを見れば明かで、あるが， 選択 科目の中

でも経験心理学に関するものが最も多いようである.

このような現代思想と結びつ けられた中世思想， 殊にトマス・アクイナ

スの思想、の 研究が一般哲学 講義 ，即ち哲学概 論 ， 形而上 学 ， 認識 論 ， 心理
(7) 

学 ， 宇宙 論 ， 倫理学などにおいても重視されるようになった。 こうし て漸

次中世思想に対する興味を感じて， 学生 は大学院で ， 中世哲 学をもっと専

門的に本当の学問的 研究とし て行うようになる。

方法として一般から 特 殊へというエン スチチューの方針に基いて， 学 生

はまず中世哲 学史の基礎的授業を受ける。 そ れを始めて行ったの は， 後に
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ハーヴァード大学'の教授となった MauriceDe W ulfであった が次に彼

の 共同研究者であり ， また ， M. Grabmann の弟子で あった Van Steen司

berghen 教授 が今日 に至るまで その講義を 続 けてい る。 彼 は 周知の 通り

Sigerius de Bratantiaの研究家で13世紀 におけ るアリスト テレス運動研
(8\ 

究の第一入者である。 数年lìíT彼はDe Wu日がどーいたrt1↑It哲学史の改訂版

を発去した が ， 今度12月頃 白分のlえい教授活動と{リf究を纏めて ， 全く新し

い 中 世哲学史を発表することになって いる。

中 世哲 学の 最も専門的研究は色々な 授業や 演習いours pratique) の形式

で行われている。 授業とし て， ま ずトマスの 原文の 分解 ， それからトマス

以外の 中世哲 学者の原文の 分析がある(Explication d' auteurs médiév

aux)。 ルベン大学で はすべ ての授 業 が 2 つの 言葉，即ち フラン ス語とオラ

ンダ話で行われているが ， フランス語の方の部 では ， トマス 解釈と 中世の

トマス以外の 著者原文の 解釈を 指導しているの は Van Steenberghen 教

授 である。 同教怪はトマスの テキストとして ， 大体 De VeritateやS um

ma contra Gentiles やS ummaTheologiaeの 健かの articulusや ca

pitulum を 解釈し ている。 聖トマス以外の 著者とし ては 2 �3午前から今

まで Sigerius de Brabantiaの 著作 が 主として取扱われるようになった。

そして本年度の テーマは 中祉 におけるキリスト教と哲 学との問題である。

Van Steenberghen の 解釈 方法について少し説明を 付 け加える価値 があ

ると思うので ， S umma contra Gentilesに 例を取って見ょう。 同教 授 は

こ の 原文研究を効果的にするために四つの条件を持ち出している。 第一に

トマスの思想に興味を 持っていること ，即ち本当の 学問的研究も ， 研究の

題 に対するシンパテイアを要求1 る。 こういう風に興味 が出たら トマスの

確乎たる方法 論をもって行わな ければならぬ。 それは勿論 ， ま ずもっ て版

文の 言語の 知識を 要す るから ， 中世 の特別なラ テン請の 知識を 獲得しなけ

ればならない。 それ故研究に必要 な原請の 習得 ， 所謂 préparation lingui

stJque はトマス研究の 第二の 条1+である。 第三の 条件はトマス・プクイナ
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スが生きていたH与代のムード， 即九!従史的状況， 思想的雰IlÞl気， 社会的か

っ経済的環境などを勾lゐこと。 第四の条件は↑マスのあZ〉原文を分析する

前にその体系を全体的に洞察することである 。

そこでこれら四つの条件を前提として 原文形成の過程を説 明し， 次 に

Summa contra Gentiles  の成立過程やこの著作が起した諸問題につい て

述べ， また 分析に入る前にその種々の Commentarium について重要な点

を 指摘することにした い。

さて 原文の 分析に当って Summa contre Gentilesの 諸 capitulum を

それぞれ一先ず読んで、 ， 難 解な言語や文法を説明しながらフランス語に翻

訳し， 然る後それぞれの capitulum によって惹き起された歴史的 ， 哲学

的問題について考察する 。 VanSteenberghenの 意見によれば， トマスの

学問的研究は基礎的， 哲学的教育の 手段としても取扱うべきものである。

自分が哲学者になるためには ， どうしても代表的思想家Platon， August

inus， Descartes， Hegel などの或一人の体系を 把握して臼分自身のもの

としなければならない。 それ でトマスを毎日読み， 叉自分に哲学的問題 が

あれば(若し， トマスも同じ 問題に触れたことがあるとすれば〕それをト

マスがどう考えたか調べながら， その著作に親しむと同時に自分自身の 考

えもも っと豊かになり ， また自分自身σ:独立した思想も自ずと生 れ て来

る。

オランダ語の 方の部では Verbeke 教授 がトマスの 解釈を相当している。

同教 授はトマスにおける霊魂問題の研究， 叉ラテン語による�il Ll士ア リスト
(11) 

テレスの 解釈研究で有名な人であり， Ill:年は Summa contra Gentilesを

説明したが今年の研究の 題は Quaest . di sput. de potentia で ある 。 な お，

オランダ語の 方の部ではこの他 Van Breda教授がDunsScotus の 原文

を講義している 。

Ijq仕哲学研究に本腰を入れて11元組み， M . A. (Licence)或は博士 (D oc-

teur en phi losophi巴〉の治文をJJ，く学生のために， Van Steenberghen教



78 

授とその弟子であったG iele教授並に Verbeke， Van Breda両教 授がiiîi

習を指導して いる。 VanSteenberghenはその頃長 い間ゃった所謂 Sémi 

nair e  de Philosophie Médiévale での経験をD irectives pour les dissert 

ations doctorales という名著においてかなり前に発表した。 その改訂版は
(13) 

一 昨年出版された。 この 中世研究方法論という 著作は確かにDeGhell inck， 

Halphen の方法論と共に 中世 研究家にとっ て必須の参考書 である。 Van

Steenberghen が3 0年も前から指導している演習の題はその著作と同じよ

うに 中世哲学史に限られ ず ， 周知の;lliり Ep ist佐官101ogie， Ontolog ie また

一 昨年は絶対者の存在につ いて Dieu caché. Comment savons-nous que 

D ieu existe?という純粋哲常的著作も発表したが ， その大 部 分は13世紀

に おける問題 である。

また， 最近 中世哲学研究のために まだ 知られていない多くの写本をヨー

ロ ッ パ各地の図書館から探し出して ， 発表しなければならないことが明か

になった。 そのため 中世哲学につい て 博士論文を書きたい学生は演習のほ

かに Giele 教授の下で 中世ラテン哲学と神学の写本研究 ， 古文書学をや
(16) 

らなければならない。

同じ理由 で文学部ではF ink -Err eraが一般古文書学の授業をし ，Sil ves

tre 教 授が 中世ラテン語の講義をし ている。

rþ 世哲学研究を進め ， それを現代化するためにInst. Sup. de Philos. 

に最近二つの研究所が創設された。 その一つは1956年に創立された Cen

tre De W ulf-Mansionで他の一 つは1959年に出 来た Centr e Nati onal de 

Recher che d' Histoir e  de la Pens白 médiévale で本年度から Centre de 
(18) 

Recher ches de Philosophie Ancienne et Médiévaleと改称された。 前者

はInst. Sup紅白Philos. の教 授7こち VanSteenberghen， Verbek e， 

Van Br eda， Giele の指導にあるもので ， 後者は VanSteenberghen教 授

を長とし ， ぺルギーの他の大学の専門家から構成された学者 団体の指導に

よっ て研究が展開されている@
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まず， 最初に CentreDe \V ulf-Mansi on における研究について述べよ

う。 このセンターは中世哲学史の有名な専門家De W u1fと ， 国際哲学
(19) 

会の会長で Inst. Supér. de Philos. の元教授 Augusti n Mansion両氏

が始めたもので ， 古代 ( 主としてア リ ストテレ ス〕と中世哲学の根本的研

究を現代的手段， 例えばマイク ロ フfルムなどを用いて進 めて行く機関で

ある。 その特別な目標は一般的に中世哲学著作の批判版であって ， 殊にギ

リシャ語によるア リストテレス 解釈の中世におけるラテン翻訳の批判版 ，

中世の著者のア リストテレ ス ( ラテン語〉 解釈の出版， 昔の欧洲低地方

( Pays-Bas一一一現在の北 フランス ， べ、ルギー及びラオン夕、〕 の中世の著作
(20) 

の批判版の作成とそれらの著者についての研究叉はアウグスティヌス ， ト

マス及 び14�5世紀の フランシスコ会の哲学者の研究である。

この研究所は， その所究のために特別な文献と写本のマイグ ロ フィルム

のコレグションを， まとめた。 この専門 書の数は現在261 6舟に及び， マイ

グ ロ フィルムも13 62個揃えられている。 昨年C entreDe W u日・Mansion

におけるマイグ ロ フィルムの リストが発表されたが ， 今年は また Smetが

13 �5世紀におけるア リストテレスについての写本の inci pitの リストをす

べての研究家のために発表した。 これらは言う までもなく中世写本研究家

にとって大変便利な 手段である。

研究所における今 までの成東として次の如き Verbek e 教 授の二つの批

判版が発表されている。 (l)T hémistius， Commentair e sur le， Traité de l' 

â me d' Aristote(1957) (2)Ammonius， Commentaire sur le Peri Her

meneias d' Aristote(1962 )  このほか1960年には Van d巴 Vijver が批判

版を刊行している。 それから Litt， Montagnes， W alz の三人が行なった
(22) 

聖トマス研究が発表され ， また十三巻より成る重要な研究 ( 主 に原文の批

判版研究も近く発表されることになっている。 これだけでで、も Cen tre De 

W ul任f

然しCω en叫 tr閃eDe W ul妊f -Ma叩n碍出s幻叩iぬO∞nは当初から中1世吐研究を 一段と 効果的に
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するために国際的交換を目論んでいた。 その結果周知!の如く1958年にルベ

ンとフ守ル ッセノlで 第一回国際中世哲学会議がれわれ ， その際 Société Int

ernationale pour l'Etude de la Philosophie Médiévale ( S. 1. E. P. M. ) 

が創立され ， その本 部も Inst.Sup. de Philos におき ， 会の機関紙も発刊

された。 その延長として最も効果的で国際的な協力が実るようになった。

その他の研究の場としては Centre de Recherches de Philosophie An

cienne et Médiévale である。 これは CentreDe W ul任f

し て色々の特別なカ一ド類 ( σfichi句erめ) ，即むアラビヤ哲学批判版 ， 中世紀哲

学の全文献のカード類を作成している。 文 ， 今度 Recueil Pelzerと写本

用ラ テン略語辞典と中世時代有名であ ったア リスト テレ スの文章読本改訂
(24) 

版の別冊をも作成している。

ところがルベンにおける中世哲学研究の 手段として Société Philosophi-

que de Louv. が刊行している雑誌 Revue Philosophique de Louv.につ

いても 一言加えたい。 Mercierによ って創刊されたこの雑誌には ， 大体ル

ベン大学の教 授の研究を載せ ているが他の哲学者の論文も時々掲載されて

いる。 この Revueによ ってもルベンの精神 ，即ち中世思想と現代思想、と

の聖書がりの探究がよく現われている。 ま た ユネ スコの援助によって Re

vue と共に毎年哲学 全文献誌 ，即ち Répertoire B ibliographi que d巴la

Philosophi巴 をも発表している。 これはIjlt\t哲学文献として完 全なもので ，

rj=1世 研究家にとって便利な参考書である。

ルベンと 言 ってもルベン大学以外に二 つの中世文化に関する研究所があ

る。 その一つは InstitutHistorique Augustinien で雑誌 Augustiniana

を発行し， 中世時代のアウグ スチヌ ス 主義者の著作を発表しようとしてい

る。 他の一 つはぺネディグ卜会の修道院における Centre de Recherches 

de T héolog ie Ancienne et Médiévaleである。 ここでは二つの機関紙 ，

即ち Recherches de T héolog ie Ancienne et Médiévale と Bulletin de 

Théolog ie Aneienne et Médiévaleを発行している 。 この研究所の長は
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Dom Odon Lottin であるが同氏の12\11:紀と1 3ltt紀に おける心理学と倫理

学との恨本的研究は大変有名である。

さて， ルベンにおける 中世思想研究を纏めて見ると ， その特徴は一方で

はMer cier に従ってrr世哲学を現代思想と結びつけようとする努力 ， 他

方ではMansion の影響のもとに111世におけるア リ ストテレ ス派の事情を

幕礎 研究によって明かにするという努力である。 そして神学や神秘思想、に

特別に注目を払わず ， rl1世思想、から純粋哲学を取り出そうとしている。 然

しとのような方向があっても ， 中世思想研究家の仕事を更に 効果的にする

ために， 国際的協力を進めて ， もっと組織的に完 全なものにしようとする

のである。 ←一一以上.ルベγの実情を略記したが ， 次にパ リにおげる研究所

について説明することとする。

Picavet が始めた ソルボンヌにおける中世思想、研究は ， デカルトの研究

からデカルト哲学の源泉 ，即ち中佐哲学 まで遡った EtienneGilson によ

って承け継がれた。 然し 彼の影響はパ リに限られていない 。1929年トロン

トにおいても中世研究所Insi tute of Mediaeval Studies を創立し ， ソル

ボンヌやHautes Etudes や Coll色ge de France で教えると同時に ， ヨー

ロ ソパやアメリカなどにその運動が及 ぶに至った。 丁度 2 年前にもブ リッ

セルで、 ens の諸問題について注目すべき 講演会を行った。 な お， 昨年 ま

で、は彼の名前はパ リの Ecole Pr atique des Haues Etudes のキリスト教

思想史Histoir e du Dogme Chr étien研究の指導者として ， まだプ ログラ

ムに載せられていたが ， 急に{本が悪くなってその指導を 中 止せざ、るを得な

くなった。 然し，その顕著な研究心， ftfJ ち 彼 が 示した Espri t de la Philo

sophie Médiévale に対する熱心な興味は ， 数多い 弟子たちによって承け

継がれて生きている。 現代パ リのrllt任研究家は皆当 然ジルソンの影響のF

に研究しつつある。 そこで彼らの興味は哲学それ自体に限られ ず ， 中世神

秘主義の問題， 神学の諸11\1題 ， また教父��，代との繋がりの|問題に 対しても
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強い興味を示している。 更に， もう一つルベンー大学と5てった行き)j(土中i吐

哲学の一般 研究がルベン大学のように 段階的に制度づけれら て いな いとい

う点である。 ところが却って ， 中 世思想、やそれに関連する基礎学の研究は

他と遣って大学或は大学院以上の 研究所で 行われているのである。 又， 他

に 見られな い研究手段も完備して いるので ， その点でも パリは中 世研究の

枢要な 中心となって いる。

このノミリにおける 中世研究の現状と言えば ， 先 ず 第一に Sorbonne大学

を挙げなければならな い。 こ こで MauriceDe Gandillac 教 授は 中世哲

学序論( Initiation包la Philosophie Médié vale) を教 授して いる。 同教

授は国際 中世 哲学会の副会長で、ジルソンの有名な 高 弟であり， 昨年「中世

における科学精神」につ いて講義された。 彼の専門は Nicolaus Cusanus 

で， 最近ドイツの神秘家などにも興味を持つようになった。

博士コース のゼミナールは Michaud -QuantinとJolivetとが指導に 当

り， 取扱っ て いる研究課題はIoannesScotus Eriugena と Chartres 派

との問題 ， Abelardus の 論理学の問題， Marsilius Paduensis， Ioannes 

de Celaya の 論理学 ， また Raymundus Lullus における愛の問題である。

因みに， 最近 Raymundus Lullus に 対する興味が日増しに強くなって 来
(28) 

て いる。 スペインの Mallorca島に生 まれた13世紀 後半( 1235-1315 )の

この有名な 哲学者のノミ リやフランスにおける影響につ いて ， 今度11月頃

Llinarè s氏がソルボンヌ大学に重要な 博士論文を提出す予定であると 言わ

れて いる 。

Raymundus Lullusのほかは昨年ジ、ルソンの協力者で Bibliothé que Na

tionale の館長である d'Alverny さんが A lain de Lille の まだ発表され

ていない原文による注目に値する研究論文をソルボヌ大学に提出した。

ソルボンヌ大学文学 部 (Faculté des Lettres et Sciences Humaines) 

以外に 中世思想、研究を行 って いる研究所 はソルボンヌに 同する特別 研究所

即ち Ecole pratique des Hautes Etudes -，_おと。 既に知られてし、る!IÍ! I.J 
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Hautes Etudes はノいj大学の特徴で大乍院以との 研究所である 。 そこ で

フランスの一流の�'-{:者 がそれぞれの専門の研究を全世界の11'1々から集って

来た希望者と一緒にゼミナ ールの形式で進めている訳である。 従ってソル

ボンヌの教 授や 外国各地の大学の先生さえも Hautes Etudes のゼミナ ー

ルに没頭しているのは珍 らしいことではない。

今や Hautes Etudes のごつの分科会(section)でも 中世思想、の特別研

究が活発に行われ ている 。即ちSection des Sciences Religieuses では中

世思想研究 ， 叉Section des Sciences historiques et philologiquesでは中

世 思想研究の補助学(sciences a uxiliaires)即 ち古文書学， 言語学などを

取扱っている。 Sec. des Sc. Relig. にお ける三 つの講義は中世 思想、をテ

ーマにしている。 先きに記したようにジルソンは 既に研究 指導を中止して，

その後任者 Paul Vignaux氏(1 4世紀から15世紀の有名な専門家〉が研究

を 指導している 。f皮が昨年取扱ったテ{マは， 形市上学と神学との繋がり

の問題 であった 。 そこで一見， 全く別個の題 目 である Duns Scotus の

Opus Oxoniense とLutherのDisputatio contra scholasticam theolo -

glamとを同時に平行して取扱いながら ，その裏では神学と形而上学との関

聯のテーマを追求したわけである。 DunsScotusの analogiaに対する反

駁 ， またその uni vocitas entisの学説の根拠となっているのは Henricus

Gandaviensis の絶対者の存在証明であるということを 指摘し ている。 同

時にDunsScotus の難 解な学説の起源は「有」の本質的 把握 や 直観 でな

く， 寧ろ先天的論理 的 原理 Principium contradictionisにすぎないという

ことに注目している。

Luther の場介伎が反駁し ようとしたものは来し て形市t学そのもので

あるか ， それともある傾の形而上11f:， 所謂 Gabriel Bielのような nomi 

nalisme であるかという問題である。 Vignaux がその講義の期間中， パ

リで中世哲学を研究し ている他の専門家にも， 研究発表を所望されたこと

がありた。 その際 ， Mlle Jeanne Barbet が ThomasGallusの批判版に



84 

ついて，J ean Chatìllon教授は Achard de Saìnt Vìctorにお ける 研究に
(331 

ついて ， 立た， André Combes (Gerson の 専門家ー)は ， そのIoannes de 

Ripa の 研究に �lして 各氏それぞれ述べた。 f:!、も白分が 発見した loannes

de Rupella (13tlt紀前半の パリの教師， 124tí{j二残〕のTractatus de poten

tiis animaeにつき脚か阜見を発表した。

Vignaux の 研究会の 外には 現代官名な Pseudo-Dionysius の 専門家ーで

ある René Roquesの 研究会もあった。 彼は以内íjより corpus dionysiumを

各観点、から 分析し ， 一昨年は Anselmusにおける insìpì巴 nsの 問題 ，昨年

は Eriugenaにお ける 新プラトン主義の 影響を 討議した。

Georges Vajdaは rt1iH:ユタホヤとアラビア哲学の 有名な 専門家でJ rll [lI: 
(351 

におけるユダヤ 思想史の諸問題を 研究して いる。

他方Hautes Etudes の Section des Sc. Hist. et Philolog. では，

巾世思想 研究に 関して 二 つの 研究会， 即ちRobert BoutroucheとJean

Schneiderの 両氏が 指導して いる 「 中世史 jの 研究会(Hìstoire du Moyen 

Age) の 外 Guy Beaujouan が指導して いる中世にお ける 科学史の研究会

(Histore des Sciences au Moyen Age) があるが ， 就rjl Beaujouanの

研究は注目すべきもの で ある。 また， 彼の 指導 している グループは ��二常に

雑 解で読み難い 円然 科学の 771木を 研究して いる。 なお彼の代表的 研究 は，

(L'Interdépendance entre la science scolastìque et  les technìques 

utìlitaires， Paris， Palais de la Découverte， 1957) 主に1250 年よ り
(36) 

1450 年に至る 白然科学に 関する研究 で ある。

中山:研究の 最も基礎的 研究会として Pìerre Courcelleの アウグスチヌ

スの言語学的分 析， また André Vernetの批判版につ いての 研究会， 及

びRobert Marìchal の rjl世古文書学の 研究会が ある。

次に Ecole Nationale des Chartes (Sorbonneの特別な学|日〕では ・般

ラテン古文書学を 研究して いる 関係1:， Marìchalは 主に 13ttt紀と14[11:紀

の ゴチッグ休の11日!辺， ��fに所11円écrìture livr巴squeをJ[J(扱っている 。そし
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て現在 Sammaran と共に フランス ， 殊に パ リのl目立図書館に所蔵されて
(37) 

あるi日付」のついた写本の写真の収集を発表している。 この r ecueilは年

代考証の問題 で困難している写本研究家にとって非常に有難いものである。

Mar ichalはその古文書学研究会で年代考nIIの問題について色々のべた

際， Ecole Nationale des Chartes の Char1es Perrat教 授と同じく ， 有名

な Cappel1iのD izionar io di  abbreviatur e latine et italianeに出て し、る

種々な「略語」の年代は残念ながら信頼出米ないということを力説してい

る。 何故ならCappel1iはその辞書の材料を主に干Ijl学及 び哲学の写 本 以 外

のものから収集したため， このような写本に使われている略語は可なり 以

前に神学的或は哲学的写本において既にHlいられていた場合 も少なくない

からである。 従って例えば哲学的写本における略語の年代は大体 ， Cappelli 

がその辞書にLUしている年代よりも古いものである。 私自身も写本研究rjl

にこの事実に気がHいた。 私は Mar ichalの研究会で主に文字の形によっ

て写本の年代を決定する方法を 習得した。 然し ， 凡そ「日付け」のない写
(38) 

本の年代は， 精々1 0年か15年位の聞の確かさ でしか云々されえない。

写本研究の必要性を ガンジャッグ氏も 昨年ある会議の席上で 強調した後 ，

、白分もこれか らソルボンヌに 中世の哲学神学写本研究会を開設しよう、

と言明された。

以上パ リ大学における 中世研究状態の現況を記述したが次に大学以外の

研究状況について簡単に付記したい。

勿論 ， パリ で1+1 ill:研究を推進してい る 研 究者のrll心 は Biblioth句ue

Nationale であるが ， ここ でもパ リの研究家ばかりでなく ， 外国の学者も

しばしば見受けられる。 この図苫4館にはr千本は素-より沢山所蔵されてあり ，

研究家のために必要なさ まざ まの図書館の「写本カタログ」 も申分なく 取

揃え備付け られてある。 私も ヨー ロ ッパの各地各様の図書館 で 研究したこ

とがあるが ， この点 ではノ4 リの凶立図書館 ( Biblioth色que Nationale) は

訟も完備しているように感じた。
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然しヨーロッパの多くの図書館は一応その写本のカダログを発表してい

るが まだ発表されていないカタログもあり， 或は， 色々な処で写本さえも

整理されていないので ，パリの所謂国立学問 研究センタ- Centre Nati ona

le de la Re cher che S cientifi que ( C. N. R. S. ) では全世界に散在している

写本のカード類を目下作成しつ つある。 そこでは今 まで作成された カタロ

グに掲載されているすべての写本の内容を別個のカードに転載し， 著者及

び incipit と explicit をAB C順に よって別々に整理している。 なお また，

団体を組織し， 毎年休みを利用してヨーロッパ各地の図書館を巡凪して写

本のカタログの作成に努め， このようにしてカ ード類を充・実させている。

従って今もし誰れかが 批判版を発表したければ ， どこ のどういう写本の中

にその 著作があるかをInstitut de Recher che e t  d' Histoire des Textes 

に尋ねることができる。 又 ， このセンタ ーを 通じて 全世界の図書館から写

本のマイグロフィルムや学術雑誌と書物のマイクロフィルムをも注文する

ことができる。 このセンターは Bulletin S ignalétique を発行している。

その第四 分冊には毎年 全世界の哲学 研究雑誌に掲載され た論文の概評を載

せている。 中世哲学に関する論文の評論はMi chaud Quantinが担当して
(40) 

いる。 この Bulle tinも亦ルベンのR épertoireと共に 中世思想、 研究家にと

っては誠に有益， 且つ価値あるものと 言われている。

ところで ， 中世 研究を促進するためにこのセンターでは有為な 研究家を

も抱えている。 彼らは大学の教授級の月給が支給され ， た だ中 世 研究に専.

念して 研究結果をセンターを 通じて発表するのである。 例えばGersonの

有名な 研究家 AndrるCombes， 或は哲学的な写本 研究として著名な Mlle

d'Alverny， 又は中世心理学の専門家 であるMichaud-Quantin の各氏 が

そうして ， それ ぞれ 研究を進 めている訳である。 今のと こ ろ 主 に Alain

de Lille， Gilbert de la P orr ée， Abélar d， Anse lme， Bernar d， Richard 

de Saint Victor などの 研究家の 外 ， 中世におけるプ ラトンの学説など ，

センターの各専門家が 研究に専念している。
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このセンターに関して Michaud-Quantin が ガンジャッグ教授と共に ，

ソルボンヌでRaymond Bayerが1950年に創立した Glossaire du Latin 

Philosophique Médiévaleを預っている。 そこでは 中世のす べての著者の

著作からその特別の術語や方 言をその前後の関係と共に ， 別 のカードに記

載してカード類を作成している。 そのカードの数は3 年前に1 4万枚に 達し

たが今日では 既に約18万枚を数えるに至った。 な お， まだ 知られていない

著作を発見する研究家は， その著作の特徴のある言語に ついてこのセンタ

ーに 通告す ることになっている。 deGandillacと Michaud-Quantin 両氏

のイニシャティブにより ， 昨年11月20日以来隔週毎に パ リに在住する 中世

専門家がこのGlossaireで会合している。 そこに 集 まる人々には，Hautes 

EtudesやSorbonne の先 生を始めとしてCentre Nat. de la Rech . Sc. 

の 研 究 家及び Mlle d'Alverny， Roques， Combes Jolivet， Chatillon， 

Vajda， Vernet諸氏であって ， その中 の一人がある定った テーマに ついて

研究発表し ， その後皆で色々の点からこれを討論する。 昨年と 今年の始め

頃のテーマは 「ドイツ1:11世神秘家における諸問題」と「中世哲学と封建制

民との問題」及び「霊魂が体を合む」という中世に おけるプ ラト ニズムの

問題， 又， シャルトル学派の歴史の問題， 等々であった。 この座談会をよ

り 効果的にするために ガンジャ ッグが 中世経済及び 中世文学などの専門家

をも招待した ことは注目に 値する。 そしてこの confrontatationは今後と

も引続き行われる模様である。

パ リの研究 団体が最近発表した 主な研究はHugue de Saint Victorの全

集 ，Guillaume de Saint Thiérryの全 集の続巻，Raymundus Lullus の
(42) 

著作の一巻 などが主なものとして挙げられる。 また ， 今年 中 に Edouard

Jeauneauは Guillaume de Conches の Notes sur le Tim白( プラト ン

解釈〕を出版す るほか ， Michaud-QuantinはIoannes d e  Rupella の

Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae の批判版を発 表

することになっている。 パ リの研究家は批判版を準備するために Besanç on
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(43) 
にある電子計算機を使うのである。 その機械は， 批判版の元となっている

種々の写本のそれぞれの関係を( famille des Mss. )僅かな時間 で提供し

てくれるから ， 準備の仕事は非常に迅速に出 来上ることになる。 そうする

と 現代の最も進歩的な機械さえも古めかしい 中世の 研究の発 達の一翼を荷

っている訳である。 一ーさ て， ノ4 リにおける 中世 研究の現状については ま

だ色々つ け加えるべきかも 知れないが ， 一応この程度に止めたい。

要するにパ リ でもルベ ンでも r etour aux sour ces という 特徴が目立っ

ているよう である。

第 1 回国際 中世哲学会の「 中世 研究の現状」と題する特別委員会の リポー

トを読ん で見ると「中世思想、の決定的な綜合」というものは， まだ多くの

知られ ていない原文が 研究されない内は ， まだ まだ無理なことではなかろ
(44) 

うか。 それ でパ リ でもルペン でも ま ず基礎となる 原文 研究に何によりも力

を傾注しているから ， もう1世ー紀もすればこれらの 研究の結果 ， 中世紀と

いうものがも っと明るみに出される であろう。

註

(1)本論 は 第十二 回中世哲学会 に於ける特別報告と 同じものである。 然し僅か な

点、を修正し ， 又パリとノレベン に於ける[t1世哲学の 現状を少し詳しく述べ ， そ の

方向を示す為 に， ある文献を加えた 。 といっ ても ， 現在種々 の事情のた め ， 文

献 は 不完全 なものであることを御諒承I頁きた い 。

な お ， 脱稿 に当り ， 日本認 の 修正 そ の他 に つい て， j河丸三宮田虎太 ， 官本

一彦 ， 三氏 の寄せられた労を心から感謝すると 共 に Pierre Michaud-Quantin 

並び に Maurice Giele両氏がパリ， ルベン に於ける 中世思想研究の 現状に関

する新し い情報を態々 現地より寄せられた御厚意 に対し ても併せて深謝した
し、。

(2) こ の 回勅 によっ て特 に Thomas Aquinas の研究が教会 によって顕著 に進 め

られること になった 。 Cfr ].M. BOCHENSKI ，  I現代のヨーロ ッ パ 哲学」

(桝田啓三郎訳)トマス主義274頁。

(3) Cfr ]osef I-IOFER-Kar1 RAI-INER， Lexikon f. Theologie u. Kirche， Siebter 

Band， 1962， co!. 923・6. 吏 に詳し い参考文献と し て Franz EI-IRLE-Franz 
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PELSTER， Die Scholastik und ihre Aufgaben in unserer Zeit， Freiburg， 

1933 ; Paolo DEZZA， 1 neotomisti italiani del secolo XIX， 2 vo1.， Milano， 

1942， 1944; Louis DE RAEYMAEKER， Le Cardinal Mercier et l' lnst. Sup. 

de Philos. Lou. 1952; J.-P. GOLINAS， La restauratio:J. du Thomisme sous 

Iえon XIII et les philosophies nouvel1es， Washington， 1959. 

(4) Cfr Louis DE RAEYMAEKER， Le Cardinal Mercier et l' lns. Sup. de 

philos. Louv. 1952. 

(5) Cfr Dゐlr己 MERCIER， Le bi1an phi10sophique du XIXe si色cle， R. Neo

Sco1. 1900， pp.328・329. メノレンエは スコラ心理学と 経験心理学が提供し た事

実と は 調和しう るという強し、確信を持っ ていた。

(6) 戦後発表さ れた代表的研究とし て次 の著作 をあ げるに止めよう 。

Fernand RENOIRTE， E1るm巴nts de critique des sciences et de cosmologie， 

Louv. 1945 ; N. ]. ]. BALTHASAR， .I\1on moi dans l' Etre， Louv. 1946 ; 

]acques LECLERCQ， Les grandes lignes de la Philosophie mora1e， Louv. 

1946 ; Georges V AN RI五T， L' Epistémo10gie thomiste， Louv. 1946; 1パ)U1S

DE RAEYMAEKER， Phi10sophie de l' Etre， Louv. 1947 ; Franz GREGO

IRE， Aux sources de la pensée de Marx， Hegel， Feuerbach， Louv. 1947 ; 

Idem; Condition， conditionné， inconditionné， cfr Rev. Phi10s. de Louv. 1948， 

pp. 5-41; N.].]. BAL THASAR， Mon moi dans l' être et mon moi dans le 

monde， cfr Rev Phi10s de Louv. 1949， pp. 351・365 ; A1phonse DE WAEL

HENS， Une philosophie de l' amdigulté. L' existentialisme de Maurice Meト

1eau-Ponty， Louv. 1951 ; Albert DONDEYNE， Foi chrétienne et pensée 

contemporaine， Louv. 1954;しDE RAEYMAEKER・A. OONDEYNE-]. 

LECLERCQ-]. NUTTIN-R. AUBERT-Ch 

et vるr討it係é， Louv. 1954; Fernand VAN STEENBERGHEN， Epist毛mo10gie，

Louv_ 1956; Idem: Onto10gie， Louv. 1961. 

(7) この問題に於て中世思想研究家の志、見は必ずしも 一致し ていない， ある人々

はも し現代の物の考え方で 中世思想を解釈し つ くせるものと すれ ば， 時代錯誤

があ りはし ないか と 慣れ ている。 然しむし 人間思想史に於であるコンスタント

なものがあるとすれ ば， 中世思想、と現代思想と 'â:比較するこ とが出来 るのでは

ない だろうか 。 ミラノのMlle Vanni-Rovighiによっても この比較研究 は 意味

があるものである。
Cfr L' Homme et son destin <1' aprをs lcs penseurs du moyen âge. Actes du 

Premier Congr. Int. de Phi10s. Méd. (Louv.-Brux. 1958.)， Louv.-Paris， 1960， 

pp.755 sq. 
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(8) 彼 のJ込近の研究 と して

Aristote en Occident， Louv. 1946 ; Ari，totle in the West， Louv. 1955 ; 

The Philosophical Movement in the Thirteenth Century， Edinburgh， 1955 ; 

Le mouvement doctrinal du IXe au XIVe siéc1e (Fliche.Martin; Histoire 

de l' Eglise， t.13)， Paris， 1951 ; La signification de l'oeuvre anti・averroIste

de Raymond Lull， cfr Estudios Lulianos， IV， 2， pp. 113-28 ; Le problème de 

l'existence de Dieu dans le commentaire de Thomas d' Aquin “In Boethium 

de Trinitate"， cfr Studia Med. in honorem A.R.P.]. Martin O.P.， Bruges， 

1948， pp.331-49; Thomism in a changing world， cfr The New Scholasticism， 

1952， pp.37-48 ; L点5 études médi己vales 巴n Amérique， cfr R. Philos.de Louv. 

1951， pp.407-14 ; A travers la littérature thomiste récente， cfr ibid.， 1954， 

pp.120・151 ; Quelques contributions récentes aux études médiévales， cfr ibid.， 

1954， pp.289-312 ; Nouvelles Recherches sur Siger de Brabant et son école， 

cfr ibid.， 1956， pp.130-47; L' avenir du thomisme， cfr ibid.. 1956， pp.201・218;

In memoriam Monseigneur Auguste Pelzer， cfr ibid.， 1958， pp.136・43 ; 

Litt昼間ture thomiste， cfr ibid.， 1959， pp.466-80. 第二回国際中世哲学会 での発

表 題目は Le probl色me be l'uni口tる divine dans la métaphysique de Siger de 

Brabant. であ った 。

(9) ここでは私 が教授の講義で聴いたこ と を述べるが， 教授I�l身の詐作 とし ては，

F.VAN STEENBERGHEN， La lecture et 1屯tude de saint Thomas. Réf1ex-

ions et conseils， cfr R. Philos. de Louv.， 1955， pp.301-20. 

間 哲学 する為の条件とし て， 偉大な 哲学者 の苫1乍の研究 をあ げてい る点で， は

っ きりと ]aspers も Van Steenberghen と 一致してい る。 Cfr K. ]ASPERS， 

EinfUhrung in die Philosophie， S.141 f. 

附 Verbeke教佼の種々の研究 題目は次のよう な ものであ 〉た。

La date du commentaire de S.Thomas sur l'Etique à Nicomaque， cfr R.Phi・

los. de Louv. 1949， pp.203-20 ; Le développement de Ia connaissance humaine 

d'après saint Thomas， cfr ibid.， 1949， pp.437・57; Authenticité et chronologie 

des écrits d巴 saint Thomas d'Aquin， cfr ibid.， 1950， pp.260-8; Note sur la 

date du commentaire de saint Thomas au D巴anima d' Aristote， cfr ibid.， 1952， 

pp.56・63; Guillaume de Moerbeke， traducteur de Proclus， cfr ibid.， 1953， pp. 

350-73; Guil1aume de Moerbeke et sa m<色thode d巴 traduction， cfr Medioevo e 

Rinascimento， 1955， pp.781・800 ; L'oeuvr巴 scientifique de M.Mansion， cfr 

Autour d'Aristote， 1955， pp.11-44; Le dるveloppement de la vie volitive d'après 

saint Thomas， cfr R.， Philos. de Louv. 1958， pp.5・34; L'unité de l'homme: 
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saint Thomas contre Averroès， cfr ibid.， 1960， pp.220-49; Les éditions criri・

ques de textes médiévaux， cfr L'Homme et son destin.， pp.777-94. 

(1司Fernand V AN STEENBERGHEN， Directives pour la confection d'une 

monographie scientifique avec applications concr色tes aux recherches sur 

la philosophie médiévale， Louv.・Paris， 1961. 

(12) P.]oseph DE GHELLINCK， S.].， Les exercices pratiques du "séminaire“ 

en théologie， Paris， 1945. 

(14) L. HALPHEN， Introduction à l'histoire， Paris， 1948; Initiation aux études 

d'h同oire du moyen âge， 3e るd. (par Y. Renouard)， Paris， 1952. 

(1� そ の8D{立 の研究題目 の中で59の題�]は13世紀 の問題に関聯するが， 中 で も 29

の題目 は トマ ス・ アクイナ スにおけ る諸問 題 である。

(1骨教授は Van Steenberghen の弟子 で ， そ の論文はUn commentaire averroï 

ste du Traité de l'âme d' Aristote. Texte in長dit et étude， Louv.， 1944 である。

同じ問題に つ いて 又以近 発反したことがあ る。La date d'un commentaire mé・

diéval anonyme et inédit sur le Traité de !'âme d'Aristote (Oxf.， Merton 

College 275， fo1.108r・121v)， cfr R. Philos. de Louv. 1960， pp.529・56.

同 氏は現代古文書:学 の閲妬者 の一人 であると言って も よい， 最近 拡大印刷 のん一

法によって ， 写本 の読みブJの 解決につ い て 注目 すべき発表 を行 った。

G.FINK-ERRERA， Contribution de la  macrophotographie主la conception 

d'une paléographie générale， cfr Bullet. de la S.I.E.P.M.， 1962， pp，100-18. 

tt司 Cfr L'Homme et son destin. pp.15-9なお Bullet. de la S.I.E.P.M.， 1959， 

pp.28・30; 1961， pp. 45・8.

(19) Cfr Gérard VERBEKE， L'oeuvre scientifique de M.Mansion， cfr Autour 

d'Aristote. 1955， pp.ll・44.

ω) 主にBarthélémy de Bruges， Gauthier de Bruges， Gilles de Lessines， Godefroid 

de Fontaines， Guillaume de Moerbeke， Henri Bate de Malines， Henri de Gand， 

]acques de Douai， Siger de Brabant， Siger de Courtrai， Thomas de Cantimpré 

など の著作 を研究 する予定がある。
Cfr L'Homme et son destin.， p. 17. 

削 E. van DE VYVER 0ふB.， Henricus Bate: Speculum divinorum et 

quorundam naturaliul11. Edition critiql1�. T.I.， LOl1v. Paris， 1960. 

担割 Thomas d'Aql1in LITT， J.C.R.， L白 corps célèstes dans l' Univers de S. 

Thomas d'Aql1in， 1963; B.MONTAGNES， O.P.， La doctrine de l'analogie de 

l'Etre d'apr色s S. Thoma5 d'Aquin， 1963; A.WALヌ，O.P.， S. Thomas d' Aquin 
(Tradl1ct. 巴t adaptation par le P.Novarina). 
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邸;) L'Homme et son dcstin.. p.17. 

白骨 Cfr Bul1etin de la S.I.E.P.M・. 1959. p.30; 1961. pp.4ü-48. 

凶 雑誌の もとの名古íîはRevue Néoscolastique de Philosophieであった が(1894・

1940). 1940年 5凡より1945年迄戦争のため 発行されなかった 。 1946 年 以来

Revue Philosophique de Louvainに変った 。 Répertoire bibliographique de la 

Philosphieには全tlI:界から310以kの 哲学雑誌の掲載論文 と全世 界で党行され

た 哲学書籍が. M究題目 とか苦者名 とかによって分XIiされ て い る 。

凶 Cfr Bul1etin de la S.I.E.PM.. 1959. p. 27. Dom Odon Lottinは今 その

Psychologie et morale aux XIIe et XlIIe 5ぬclesの第6径を準備しているが，

彼の分犯は主に Alanus de Insulis. Alb巴rtus Magnus. Godefridus de Fontibus. 

Duns Scotus. Ioannes de Rupel1a. Petrus Cancellarius. Rob巴rtus Cowton. 

Thomas Aquinasなどについてである。 y-. Hugo a S. Victor巴の Quaestones

theologicaeの 発ぷを準備してし、 る。

間 M. de GANDILLACの主な著作は

Nicolas de Cues. Oeuvres choisies. Paris. 1942 ; La philosophie de Nicolas 

de Cues. Paris. 1942; Eckhart. Maître: Traités et Sermons (Traduits de l'all

emand par F.A. et ].M. avec une intr. par M.de Gandil1ac). Paris. 1942 ; 

Oeuvres compl色tes du Pseudo-Denys l'Arるopagite. Paris. 1943; Franz Brenta

no: Psychologi巴 du point de vue empirique (Traduct. et préface de M. de 

Gandil1ac) .  Paris. 1944; Ab毛lard: Oeuvres choisies. (Textes présentés et tra

duits par M. de Gandil1ac). Logique. 1色re partie. Ethique. Dialogue entre lln 

philosophe. un juif et un chrétien. Paris. 1945; L巴 mouvement doctrinal du 

IXe an XIVe siècle (Fliche-Martin: Histoir巴 de l'Eglise. t.13). Paris. 1951 ; 

Valellr du temps dans la pédagogie spirituel1e de ]ean Tauler. Montr匂1-

Paris. 1956; Der Cusanische Friedensbegri妊. cfr Zst.f. Philos. Fors.. IX・2，

pp.186-96; De ]ohann Talller 主 Heinrich Sellse. cfr Etud. Germaniques. 

1950. pp.241・56; Actua!idad de Duns Escoto. cfr Notas y estudios de Filo

sofia. 1953. pp.2 45-53; Etudes dantesqlles. cfr Rev. philos.. 1955. pp.313・9;

Valellrs morales et sociales. cfr L'Homme et son destin....pp.85-101. 

凶 二年前にWil1pertの Quel1en und Studien zur Geschichte der Philosophie 

とう い全集 にお いて， スベインの Sancugatの Colomer教授 が Nikolaus von 

Kues und Raimund Lull という題で 発表した が ， そこで Raymundus Lul1us 

0) Nicolaus Cusanusにお け る 影響を明かにした 。ス昨年 (1962) Raymundus 

Lul1usの有名な専門家である Erhard-Wolfram Platzek i'.\1J:の 二十年にもわ

たるRaymundus Lul1us についての 研究の結果も， この全集 とは別に出版さ
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れた οCfr Raimund Ll1l1， S.ein Lebe口 seine \Vcrke und die Grundlage seines 

Denkens (Prinzipienlehre)， ])Usseld.， 1962， 

閥 彼 女の 研究に はそ の他

Le symbolisme de la "Sapientia" (Etude， publication de textes in臼its et plan

ches); Achardus a S. Victore: De l1nitate et pluralitate creaturarum; Alanus 

de 1nsulis: Expositio prosae d巴 angelis; Avicenna: Metaphysica (Traduct. lat.) ;  

Avicenna: Logica) Tradl1ct. lat.， comprenant l'1sagoge， un fragment des 

Seconds Analytiques， un fragment de la Rhétorique); Achardus a S. Victo

re: De Trinitate; Albertus Magnus: 1dentification d'un fragment (I， tr.l・1V，

tr.2) du Compendium in Metaphysicam， sous le titre: Liber Philosophiae 

primae (Paris， MS Bib1. Nat.lat.3438); 又彼 女が第二回国際':1'世哲学会議で

La tradition manuscrite de l'Avicenne latinに ついて発表した ことがある。

tOl Cfr Paul V1GNAUX， ]ustification ct Prるdestination au XIVe siècle. Duns 

Scot， Pierre d Auriole， Guillaume， d'Occam， Gr長goire de Rimini， Paris， 

1934.; Note sur la relation du conceptualisme de Pierre d'Auriole主sa théo・

logie trinitaire， cfr Rapports annuels de l'Ecole pratique des Haut. Etud. 

Section des Sc. Relig.， 1935; Nominalisme au XIVe si託le， Montréal・Paris，

1948. 最近の 研究発表 と して はL'être comme perfcction selon F rancois de 

Meyronn田， Paris， 1962; Recherche métapysique et th品。logie trinitaire chez 

]. Duns Scot， cfr Aquinas， 1962， p.3 sqq. 氏 は又1961年9)]から10月に わ た

って Institut dもtudes m臼i己vales de l'Université de MOlltréal で La place 

du Moyen Age dans l'histoire de la philosoph犯とし、 う題につ いて講演し， 又

型アンセルムス(Proslogion)及び ]oannes de Ripa (Circa prologum Primi 

Sententiarum)に つ いて 研究会を指導した。 ローマ で も(Pontificia Universitas 

Lateranensis) 1962年 1月 La théol. de la Trinité chez ]. Dl1ns Scot (Dist. 

II de la Lectura et de l'Ordillatio， 1，.1)に ついて 講話iを行マ〉て い る。 Hautes

Etudesの 研究会で 彼 は1961. 2 年 Les rapports entre la recherche métaphy

sique-inquisitio metaphysica -- et la théol. trinitaire 仁hez 1-1enri de Gand et 

]. Duns Scotという題 目を取り扱った っ

�l) Le commentaire du Cantiql1c d四cantiql1es de Thomas Galll1s. 

倒 ]ean Chatillon IJ 1nst. Cath. de Parisで 中i.!tl1学とι11[1け中学の 議議を受持

っ て い る 。彼 は今Victorin派の原交の出版を準備して いるの

Sermons et Prédicateurs Victorins de la se�ond巴moitié du XIIe siècle : 1ntr

od.， étude et texte des sermons in臼its d' Achard， de Gauthier， Mal1rice， Od

on et Henri de S. Victor. 
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それから同氏 は， J.Ribai1lier と共にGui1e1mus A1tissiodorensisのSumma
aurea σ〉出版に とりカ〉カ為っ てL、る。

附 彼の主 な箸作 は Essai sur 1a critique de Ruysbroeck par Gerson， Paris， 

1945・59の三巻 であり〔その統刊の 発表を予定 し てし、 る) ， も う aつ はJean

Gerson， commentateur dio口ysien， Paris， 1940という著作 である。 今のと ころ

彼はIoannes de Ripaの Lectura super primo Iibro Sententiarumの批判版

を準備 してい る。 第二回国際中世哲学 会で La métaphysique de Jean de Ripa 

につい て発表し た。 面白 いこ とには de Ripaの神学的著作の分析の結果， 14 

世紀のパリ大学におけ る1"1然科ヤ 研究の事11'1が問るみに[1'，されたの こ れについ

ては Hautes Etudes で 発表 したの

側 主 な著作 L'Univers dionysien， Paris， 1954; Structures théo1ogiques. De 1a 

Gnose à Richard de Saint Victor， Paris s.d.: f也の研究発表 はLe primat du 

Transcendant dans 1a purification de l' intelligence se10n 1e Pseudo-Denys， 

cfr Rev. d 

de “ Theo1og凶taぶ" chez 1e Pseudo-Denys 1γ'Ar尚6匂opag釦lt旬e， cfr ibid.， 1949 pp.200・212;

La notion de Hiérarchie selon 1e Pseudo-Denys， cfr Arch. d'Histoi're doctr. et 

1itt. du Moyen Age， 1949， pp.183-222; 1950/51， pp.5-44; Significations et 

conditions de 1a contemp1ation dionysienne， cfr Bullet. de litt. ecc1ésiast.， 1951， 

pp. 44・56; Pierre 1'1凶rien et 1e “Corpus" dionysien， cfr Rev. de l'hist. des 

relig.， 1954， pp.69-98; Denys l' Aréopagite (1e Pseudoう， cfr Dict. de Spirit. 

ascétique et mysique. Doctrine et Histoire， Tome II1， 1957， col. 244・・286;Les 

"Paga口i“dans 1e "Cur Deus homo" de S.Anse1me， cfr Actes du IIe Congr. 

Int. de Phi10s. Méd.， 1961; E1éments pour une théo10gi巴 de I'état monastique， 

se10n Denys l' Aréopagite， cfr Théo1ogie de 1a vie monastique: るtudes sur la 

tradition patristique， Paris， 1961， pp.283-314 ; La m長thode de S. Ans悶selme

dans 1e 

pp.3-5貯7. Roques は Anse1musの Cur Deus homoの新 しい出版と仏訳をも準

備 している。

(3国Vajdaは 第三回国際中世 tlj学 会でユダヤ中tIl:t'Ï学 研究の現状につ いて発表 し
た。 I疋s études de phi10s ・ juive du moyen âge 1950-1960: Bilan sommaire 

et perspective d'avenir.最近の 発表と して Les 1ettres et 1es sons de 1a 1angue 

arabe d'après Abü_Hãtim a1-Rãzi， cfr Arabica， "1961， pp.113-30; De que1ques 

infi1trations chr何ennes dans l'oeuvre d'un auteur ang10-juif du XII1e si色c1e，

cfr Arch. d'hist. doc. et 1it. du M. A.， 1961. pp.15-34; Etudes sur Qirqisãnï 

IV， cfr Revue des études juives， 1961， pp.211・57; A propos du commentaire 
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de Joseph Ibn Waqãr sur le Sefer Yesira， cfr Tesoro de los Judios Sefardies， 

1962， pp.17-20; Recherches sur les relations entre la philosophie et la Kabbale 

dans la pensée juive du Moyen Age， Paris-La Haye， 1962. ま たIsaac Albalag 

の或 る著作の山版を準備してい る。 (Texte hébreu des notes d'Isaac Albalag 

/fin du Xllie siéc1e/sur la Logique， la Mるtaphysique et la Physique/Maqasid 

al・Falasifa/d'al・Ghazali). Vajda は 1962・3 年にHautcs Etudes で 次 の三つ

のテーマを 研究 した・ 1) Probl色mes des fins dernières et de l'immortalité 

de !'âme dans la théologie juive du Moyen Age; 2) Explication de po色mes

liturgiques d'EIゐzar Qalir; 3) La volonté divine d'après le Kitâb AI-Muhta

wÎ de Yüsuf-al Basïr. 

開 (也の発表は : Sévil1e et l' Atlantique， cfr Jour. des Savante， 1960， pp.85・

91; Fernand Colomb et l'Europe intel1ectuel1e de son temps， cfr ibid.， 1960， 

pp. 145-59; La Scienc巴 anglaise dans les biblioth色ques de Salamanque au 
XVe si託le， cfr Med. and Rcnais. studies， 1961， pp.249・269; Le Symbolisme 

des nombrs à !'époque romane， cfr Cahiers de civi1. méd.， 1961， pp.156-69; 

Motives and opportuni ties for Sci巴nce in the med. universities， cfr A.C. 

Crombie， The structure of scientific change， London， 1962; Manuscrits 

scientifiques médiévaux de l'Université de Salamanque et de ses 代colegios

mayoresヘBordeaux， 1962. Beaujouanの協力者 であるEmmanuel Poul1eの

一つの注目に値す る著作を も 忘 れてはいけ ないと 思う。 そ れは1962年パリ で発

行され たUn constructeur d'instruments astronomiques au XVe si主c1e:Jean

Fusorisと いう本 である。

間 C.SAMARAN-R.MARICHAL， Catalogue des manuscrits en écriture latine. 

Tome 1: Musée Cond長 e t bibliothきques parisiennes. Marichal 氏の主 な研究は

Marguerite de Navarre. La Navire ou consolation du roi Francois Ier主sa

soeur Marguerite， Paris， 1956とし、う著{乍に発表さ れた。

岡 この 点ミュンヘン大学の 有名 な古文書学者であるBernhard Bischoff教授も

同じ意見を持ってい る。

。9) その機関紙は Bul1et. d'informatio口de l'Inst. de Recherrhe et d' Histoire 

d巴s Textes(1952年--) この 雑誌に は センターの 研究員(Ml1e Jeanne Viel1iard 

の指導の下に働いてい る〕の行った写本。発見 もその者1)度発表さ れてい る。
Cfr Bul1etin de la S.I.E.P.M.， 1959， pp. 45-47; 1960， p.77. 

附 Pierre MICHAUD-QUANTINの 長近の発表;こは次の もの がある。

Albert le Grand et les puissances de !'âme， cfr H.ev. du moyen âge latin， 

1955， pp.59-86; La double-vérité des Averrolstes: uu texte nouveau de Bo昼間
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de Dacie， cfr Theoria， A Swedish Jour. of Philosophy and Psychology， 

1956， pp. 167.84; Les "Platoniri" dans la Psychologie de S. Alb�rt le Grand， 

cfr Rech. d巴 Théol. ancicnne et m長diるvale， 1956， pp.l94.207 ; Une division 

"augustinienne" des puissances de l'âme au moyen âge， cfr Rev. des Etud. 

Augustin.， 1957. pp.235・48; Die Psychologie bei Radulfus Ardens， einem 

Theologen des ausgehenden 12 Jahrh. cfr Milnch. Th. Zst.，Ht.，2， 1958，pp. 

81・96; Le "Liber Penitentialis" d'Alain de Lille， cfr Citeaux， 1959， pp.93. 

106; A propos des prem込res Summae confessorum: Théologie et droit cano・

nique， cfr Rech. de Théol. ancienne et méd.， 1959， pp. 264司306;Guy de l' Au・

mône， premier Maitre cistercien de l'Université de Paris， cfr Analecta Sacri 

Ordinis Cisterciensis ， 1959， pp.194・219; Notes sur le vocabulaire Psychologique 

de S. Anselme， cfr Spicilegium Beccense 1， Congr. int. du. IXe cent. de 

l'arrivée d' Anselme au Bec， Paris， 1959， pp.23・30. こ れ以外AnaJecta

Mediaevalia Namurcensia に も発表さ れたこ とがある 。 : Godefroy de Saint

Victor， Fons Philosophiae， 1956， 空 た氏 は Philippe Delhaye (Namur)と共

にGodefridus a S. Victoreの Opera omniaを発行する予定がある O

1也の発表予定 としては : Universitas. Rech. sur la vie et 1'0rganisation des 

collectivités au moyen âge; Aristoteles， De doctrina politica ( Translatio vetus 

incompleta(I，i-ii， 8， 1173 a 31(de la Politiqu巴) ; Guido de Tolosa， Regula 

Mer:atorum; La psychologie dans l'ensignement au XIIe siきc1e;Gregorius 

IX， Commentaire sur les deux premières Décrétales du recueil de Grégoire 

IX au XIIle si色c1e; Les sommes des co口fessurs et les manuels de casuisti・

que au moyen âge. 

(41) Roger BARON， Scala celi Magistri Hugonis; Commentaire de l'I n Hier

archiam celestem， Paris (C.N.R.S.) ; Hugo a S. Victore: De meditatione， de 

Verbo D�i， De Substantia amoris (Monumenta Christ即13). 原文の発行の 外

にはに Hugo a S. Victore つ いての 諸 研究 も ある Etudes sur Hugues de. S. 

Victor (Vie， Style， Pensée) ; Hugues ùe S. Victor Contribution à un nouvel 

examen de son oeuvre; Rapports entre S. Augustin et Hugues de S. Victor 

な ど， 氏の 第二回国際中世哲学での発表題 は Philosophie de strucure et 

philosophie de concerenment であっ た。

(1� Lluis SALA-MOL1NS， Opera Latina Beati Raymundi Lulli (Liber de in・

vestigatione actum divinorum rationum-Lib�r de significatione-Liber de consi

lio;彼の他の 研究発表は La morale de Raymond de Lulle. 

間 IBM 機械を始めて言語分析に適用したの はGallarate (Milano ， イタリー〕
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のRoberto Busa神父であった。参考， P.T ASMAN， Literary Data Processi

ng， cfr IBM Jour， of research and develop.， 1957， pp249・56.特にL'Homm

et s鈎on des坑ti泊n.. ….， pp. 619-25; D.Jacques FROGER， Emploi de la machine創ec・

tronique dans les étud. méd. cfr Bull. de la S.I.E.P.M.， 1961， pp. 177・188.

同氏は今度その原文研究方法の三巻を発表する予定である。 La méthode en 

critique textuelte， Tome 1: Théorie; Tome I1:Application; Tome 111: Histoire. 

�� Cfr r汗Iomme et son destin…， pp.745・753.


