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書 評

Joachim Vennebusch : Ein Anonymer Aristoteles Kommentar des 

XIII、Jahrhunderts. Quaestiones in 甘es libros de anima. 1963， 

Paderborn， S. 333 

今 道 友 信

かねて思ってゐたことであるが， トマスの哲学の偉大さは確かであるにしても，

彼は神学者として、 神学部に属する人であるから， 哲学と神学の区別はない時代

としても， どちらかと言へば神学者であらう。 パリやオタスフォードにはSig e r

の他にも， もっと別の哲学者の運動はなかったものか。 十二世紀の哲学精神は十

三世紀ではどうなったのか。 それに答へる本の一つはこれであらう。

Ve nne bu sch は本書の序論で古代中世の心理学の歴史を概観して以下の やうに

いふ。 ソクラテスが哲学的反省の焦点を人間において 以 来， 説ν{)pωπ0<;;とその

ψυχ時とに関する問ひは西洋の思索の絶対的問題素材に属する。 プラトンの思想

は人聞を中心として巡り， 認識するところの不死の魂に穆透しようと努めてゐる。

アリストテレスは史上始めて魂についての体系的教科書を編んだ人で， 彼のπfpt

<puX号<;; (三巻〉はどの時代の哲学的心理学にも影響を与へてゐる。 彼は自らの生

物学的傾向に従って， その著書で人間の魂と動植物の魂一一ーつまり霊 魂 と生魂

ーーとを一緒に扱かひ， 一つの普遍的な魂の定義を企ててゐる。 これによって，

アリストテレスは人聞を生物の宇宙の内におき， 人間に肉体的世界の国籍を与へ

てゐる。 かうして， 人聞はこの世に於いて， もはやプラトンに見られるやうな流

請の異邦人ではない。 しかし， 一度このやうに人間を生物学的見地から観察し，

入閣を生物としてまじめに考察する以上は， アリストテレスが人聞の独特の地位，

すなはちその霊魂不滅を危険に曝らすのは当然である。 彼の書物はかうして人間

学上の中核問題にふれ， 続く諸々の時代の哲学的心理学的論争に点火する役目を

もった。 それゆゑすでに古代に於いても， 本書はヘレニズムの折衷派の哲学者や

新プラトン派の哲学者たちによって註釈を附されてゐ7こ。Al ex a nde r Aph ro di si as， 
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T he m istius， ] ohan n es P hi lopo n usなどがこの系列の秀れた註釈家である。 また，

イスラム文化圏にも本書は受け容れられ， 新プラトン主義に変容せられはしたが，

この文化圏でも深い影響を及ぼしてゐる。 De ani ma についてのアヴィチェンナ

の解説やアヴェロエスの註釈が後代に アリストテレスを西欧に知らせるに大きな

カがあったことは言ふまでもない。

そもそも教父時代のキリスト教的思索がギリシア哲学を同化吸収しようとした

時， プラトンが心理学的領域に於いても権威となった。 教父たちは， アリストテ

レスを受け容れなかったが， その理由は アリストテレスの学説は霊魂不滅を脅か

すと見えたからである。 しかし， よく考へてみると， 教父たちがプラトン的心理

学を採用してゐることは理に合はないところがある。 といふのは， プラトン乃至

新プラトン主義は人間の肉体を全く否定的なものと考へるのに対して， キリスト

教は元来全くその逆で， 肉体には積極的な価値が与へられてゐて， 復活に於いて

肉体はまさしく不死に参与するものだからである。 それゆゑ， キリスト教の内部

で‘は， 心理学に於いてもプラトン主義とアリストテレス主義の止揚が必要なので

あった。

とにかく， プラトン的心理学が， わけでもアウグスティーヌスの形成した姿に

於いて， 初期スコラ学を支配してゐたことは確かである。 その後暫らくこの領域

で忠、弁的進歩はなかった。 しかし十 二世紀中葉に， 西欧心理学史上特筆すべき進

展を生むに至った或る転機が生じた。 すなはち， ギリシア語に長けたヴェネチア

のヤコブは1150年頃 アリストテレスの他の書物とともに そ のπfpìψυX号Eをラ

テン語に移した。 それまで中世の西欧の学者が知ってゐたアリストテレスと言へ

ば周知のやうにボエティウスを介しての所謁 logic a v e tus (K a t egor i ai， per i her

mene ias)のみであった。 オノレガノンの他の部分 logic a nov a (二つの an alyti c a，

topic a， d e  sophist ic is ele nchis) と他の多くの論理学以外の書物は十二世 紀 の 後

半になって次第にスコラ哲学の領域に入って来た。 その中で， logic a nov a は要

するに以前から知られてゐた logic av etusの続編なので直ぐに受け容れられたが，

同じ著者の自然学や形而上学関係の書物は， 多くの新しい見解や思想を蔵してゐ

るだけに， 中々渉透してゆきにくかった。 十三世紀前半に於けるアリストテレス

禁制の事実は， いかに教会当局 が彼の論理学以外の書物には警戒的かつ猪疑的で
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あったかを物語る。 そのやうな事情であったから， 十三世紀の中葉， 1240年代に

Pe trus Hispanusが現存最古の Deani ma註釈を著はしたのは勇気ある行為であ

ったにちがひない。 ところが丁度1252年にパリ大学人文学部の四つのn at i on es

のうちのイギリスのn a t i oが， まさにこのアリストテレス の De anim a につい

ての講義に出席することを， 教職候補者に義務づけるといふ事態が生じた。 その

後すぐに， アリストテレス受容にとっての決定的な年が来た。 すなはち， 1255年

にパリの人文学部全部にわたっての新しい教授要目編制が成立し， それによると，

アリストテレスの論理学以外の著書も多く使ふことになって居り， その中にはも

とより本書d e an i ma も必須講読書として含まれてゐた。 ヴェネチアのヤコブの

翻訳以来150年の間に， 中世の心理学は変容を示し， プラトンの独占は破られ，

アリストテレスがこの面でも自己の地位を確立して行った。 もとより， 個人的霊

魂の肉体から白由な存在の可能性といふプラトン的モチーフは中世のアリストテ

レス解釈の特色として常に有力であったことは言をまたないけれどもこのやうな

成行きは決して急激に生起するものではない。 アリストテレス受容はその歴史宏

もってゐる。 トマス・ アクイナスが白己の体系内に アリストテレス心理学を極め

て整合的に取り入れることのできるまでには， それよりは整合性に欠けるところ

のある， どちらかと言へはプラトン化せられた解釈の前段階が必要て‘あった。 そ

して， かかる前段階にあたるのが アヴィチェンナの影響によるところの慎重に築

き上げられてゆく アリストテレスへの共感である。 特色があるのは， 例へば， ア

リストテレスの am ma の定義， a ni ma e st actus corpo ri s ph ysi ci . といふ何と

も微妙な問題を含む定義にっし、てのこれらの学者たちの判断であらう。 彼等はも

はや教父や初期スコラ学者たちのやうにこの定義を完全に否定したりはしない。

さうかといってまたこれを本来的な本質の定義とも忠ひはしない。 本質定義では

少くとも霊魂は独立的実体として認められなくてはならない。 つまり， ac tu sす

なはち肉体的生命的存在者の部分的実体ではなし、。 アリストテレスのこの定義は

それゆゑ本質を明らかにするのてはなく， 霊魂に於ける一つの位相を， すなはち，

肉体に対しての霊魂の機能を明らかにするものである。

アリストテレスがプラトン的解釈の仮面のもとに中和せられた後に， トマスは

一歩を進めることができ， 且つ， アリストテいスの定義は人間の霊魂の定義にも
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あてはまる， と教へることもできた。 すなはち， 肉体なしには人間の霊魂は充全

の意味では実体ではないであらうし， また定義せられえない， と言ふ。 してみる

と， 自らの創意と天才とを損ふことなくしてトマスはその先人たちの屑の上に立

ち， 同時代者たちの成果を取り入れてもゐることがわかる。

かう見てくると， プラトン的心理学から， アリストテレスそのままとは言へな

いにしても， 頗る アリストテレス的な方向をとってゐる心理学への移行の徐ろな

進展のひとつひとつの峰を示すものが中世の De a n i ma に つ いての多くの註釈

である， と言ふことができょう。 そして， ここにそのテキストが出版せられる著

者不明の註釈書も， この一群に属するわけである。 この註釈家はおそらくパリの

人文学部出身の mag ist e rの一人であらう， そして極めて多くの非トマス主義的

なテーゼがあるけれども， トマス的特色をもっアリストテレス主義への途上にあ

る思想家である。 彼の註釈は， アルベルトゥス・7ニュスやトマス・アグィナス

によっ‘亡完遂せられたアリストテレス受容の大業が十三世紀の寸宣的;鞠とは関

はりのない孤立した革命的な試みで、はなかったといふことを示すものである。 本

テキストもそれゆゑ他の著者たち， 殊にどこかの大学の文学部系統のグループの

中でととのへられ， 発生して来た運動の一環を成すものと見なさるべきである。

従ってこの著者不詳の註釈書の哲学史的意義は次ぎの点に存する， すなはち， こ

の註釈は， キリスト教の人間像のもとにプラトン的伝統から新たに アリストテレ

ス的要素を勇敢に受容しながら， ひとつの新鮮な哲学的心理学を生んでゆく十三

世紀の心理学の基礎的変成のための寄与を成してゐる， といふ点に存する. 以上

が， 編者Ven n e bus:h の序論の大体である。

もともと， Ven n e bu号 ch のこの仕事は， 1958年にル ヴェンで関かれた第一回の

中世哲学の国際会議に議題にも上り， その必要の力説せられた「中世の主な大学

〔パリ， オクスフォーに パドワ〉に於ける哲学教育の歴史を辿るに足るだけの

手稿群全部を印刷出版したい」といふ提言に刺戟せられたことに励まされ1961年

にポン大学の博士論文 ( Di sse rta t i on )として受納せられたものである。 彼の指導

者はVin zen z Rüfn e rである。 この仕事によって， 我々は少くも， トマス以前の，

諸大学の人文学部のアリストテレス研究の概観を知るためのひとつの手がかりを

うることができ， それは従来の， 神学部関係の資料に偏した中世哲学史研究とは
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全く異った， íJlJの面からの考察といふ意味でも， 新鮮味のあるものと評価されて

よいであらう。 たしかに， 大神学者の神学体系を無視して中世の哲学は論じられ

はしないであらうが， しかし， それにも拘はらず， 諸大学に於いてものすさまじ

い程も純粋に哲学的であった人文学部の教授たちの哲学を発見し直すことは， も

し可能ならば， 極めて興味深いものがあらう。 さうすることによって， 十二世紀

の嵐のやうな烈しい革新の精神との連続が十三世紀， 十四世紀を貫いてゐること

が今までとは別の形で認められるかも知れないからである。 従って， 誇大になる

のを避けながら語るにしても， このやうな地味な仕事の絶えざる積み重さねは，

やがて大神学者を中心とした中世哲学史の今までの型とは全く違ふ内容のものが

書かれる基礎になるかも知れないと附言しておきたい。

とこちで， この研究もその源は例のMar t inGr a b rnannに発するやうである。

といふのは， 本書でも指摘せられてゐるが， グラ{フ.マンはすでに Handsc hr ift ・

lic he Fo rsc hung und F unde の p .115 に於いて， I私は十三世紀初期の若干の著者

不詳の註釈， 特に De a nima の註釈書をも発見したが， それらはいづれ も トマ

ス・ アグィナスの哲学の傾向で書かれて居り， おそらくは未だ知られてゐないパ

リ大学人文学部の一教授の手になるものにちがひない。 これらの中で De ani ma 

註釈書， すなはち， Co d. Admo nt S t iftsb ib l. 367 . f. 9 r -35v の中に収まってゐ

るのは， 極めて重要だとの印象を与へてゐるから， いつか他の機会に論じたい。」

と言ってゐる。 19 49年 1月9 臼のグラ{フ""<ンの死は， 彼のこの計画を彼自らの

手では実現せしめなかった。 しかし， ここで言及せ ら れ て ゐ るCo d .Admo nt 

St iftsb ib J. 367 こそが， 今 Ve nne b usc hの解読出版したものなのである。

Admo nt (St e ie r ma rk) のベネディグト 会立の図書館にあるこの羊皮紙の手稿

は， 革と木の製本で， その大きさは210x262mm， 厚さは35 mm， 86枚の羊皮紙から

成り， そこには書き手の異った色々の著作が収められてゐて， 必ずしもアリスト

テレスの註釈だけではない。1JiJへば， 表紙のリスト で はAv ic e nna や Aeg idius

Ro ma nusの名も見える。 尤も， ここでAeg idiusに帰せられてゐるDe bo na fo r 

t una といふ本は， 中世に流布したところのエウデ{モス倫理学と mag na mo r a lia 

からのJ友孝であって， つまりは アリストテレスのもののラテン語抄訳のことは周

知のことであろう。 前述したやうに， グラープマンはこ のCo de xを始めて公刊
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の論著の中に於いて言及した人であるが， 同時に Ve nnebu schまでは彼以外にこ

れに言及した人はゐなかった。

De ani ma の稿本は絡麓に読める十三世紀風の書体で， 平均55行のものが一枚

の Fo lio に二列に分かれて何の区切りもなしに書かれて ゐ る。 下部にかなり長

い脚注が別の人の手で書きこまれてゐる頁が五つほどあるといふことで， 丁度さ

ういふ頁の典型にもなる最初のフォリオつまり Admo nt Stiftsbibl. Co dex. l a t . 

367， f 9 r の写真も一葉添へてあり， これはかなり鮮明であるから， その部分が

テキストの印刷形態では本書92頁から96頁にわたるので， 照合して読めばパレオ

グラフィの練習としても使用できるであらう。 写本解読の仕事は言はI職人の手

業であって， それに没頭してしまへば， もはや科学することからは離れてしまふ

おそれがあることは， グラーフ・7ンの書物のおよそ非思索的平板性を見れば， そ

れでもう充分に証拠づけられる， とも言へょう。 確かにさうではあるが， しかし，

埋もれてゐる中世哲学の真相を明らかにすることは， 哲学する精神にとって決し

て無縁のものではあるまい， 何故ならば， 山積する未公刊の写本の中には未だ知

られない問ひの提出や解容の試みがあるかも知れず， 或ひはそのことを暫らく慮

外に!r;�くとしても， rfl世哲学の歴史を今日知られてゐる形に止めておくことは果

たして学問的なのであらうか， もし背学史が哲学にとって普通の学問の場合と違

って精神の客矧化， 精神の反省的形態， 精神の作品への巡!がとして独特の意味が

あるのだとすれば， 大変なことだからである。 従って， 中tu:の哲学的写本の解読

も単に交化の実日正的研究の資料といふばかりではなく哲学にとって確かに少しは

立味がある， といふことを立識してよいであらう。 さうであるとすれば， 古典認

の現代諮対訳の本があってそれが古典誌の独切に便益があらやうに， 写本の活字

体との対照本がパレオグラフィーの独習にも役立たうから， この際l'i:用はともか

くとして， 中世哲学会の思ひ切った仕事のーっとして， さういふものを作ってみ

るのもよいことではないか。 学会は研究の水準を上げるためにも何とか財源を豊

かにして， かういふ劃期的な研究体制の確立や埋もれてゐる会はの業績の出版や

大きな大学へのμ再座施設等の設置に向かっての努力などを実践的;こ企ててゆかな

くてはならないと思ふ。 もとより， さういふことで一番大切なのは現段階のは本

では先づ締訳と誌釈であることは確かであらうが， さういふものを学会から出版
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してゆけるやうにしてみたいものである。

ところで， Ve nne bu schは解読結果の印刷に際しては，最初の形としては当然さ

うあるべきであるが， できるだけ写本の原形に従った。 それゆゑ副文章ーの場合，

本格文法ーでは当然接続法が来なければならないところもそのまま直接法を使ひま

た字も， それゆゑ h istor ia も hys tor i a であり， esse n tia も esse nc !a ， r a tlOも

r ac io， 甚だしきに至つては totiu sまでも toc iu s ( 例へばQuaesti o34. 本書p .183 )

である。 かういふ例を見ても十二 ， 十三世紀のラテン語発音の実態はおよそ把握

できるであらう。 もし， 我々が歴史的に忠実であらうとして， Cicer oを古典的発

苦を以てキケロとするのが正しいのであれば， これら中世哲学に於いては， Ciは

t1と間違はれてゐるやうな事実から， それはもはや古典的なキではなくてむしろ

チであることは， 今更言ふまでもないことであらうし， それが歴史的に忠実な態

度である。 さて ， 写本原形では章節の区分は何もないが， 校訂者はこれを 70 の

Quaestiones に分かれてゐると見なして， 印刷体ではそのやうな明快な形態に整

理しであって， その点は非常によいが， 結局 例へばQuaesti o1 にしてもこれに

Q.l a，Q.l b といふ附問があって総数で'v'ÌI0 6のQuaestiones である。 そして， そ

の附問と本間とを差別した校訂者のよって立つ原理は定かではない。 さういふ点

は今少しく判明に論及しておいた方がよかったかと思ふ。 尚， 読み改めをあまり

しないやうにした， といふ校訂者であるが， Quaesti o 2 のところを仔細に検討す

ると， 写本では c orp oral isとあるのを前後の関係から二三行前に も出て ゐ る

esse n ti al isの誤記であらうと考へてか， そのやうに読みかへてゐるのは， ì塞かに

は同じ難い。 ここはすぐあとの a n íma ta も a ni ma tiと読み改めてゐるが， 私は

原写本の通り， par s c orp or al i s c or po r i s a ni ma ta のままで解釈する方がよいので

はないかと思ふ。 つまり， 校訂者が「生物の肉体の本質的部分」と言ふのに対し，

「肉体の肉体らしい生命づけられてゐる部分」とするわけでおあるが， かう読むこ

とによって， 写本のままで写本の原著者の意図もよくわかるのではないか。

編者はこの未詳の著者が同じくアリストテレスを受けながらトマスの学説と根

本的に違ふ点を色々とあげてゐるが， 例へば， あのよく問題になるπα8可nKò，>

νOÛ'> Ar i s t. De a n . ill. 5. 430 a 2 4 )をトマスは i ntell ec tu spassivu s (Th omas 
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In De am.. m. lect. 10. n. 745) とするがこ のmagister はQ. 67. ad 3. で明

らかなやうに intellectus possibilisと同一視することを指摘してゐ る。 これは一

見小さなことに見えるか も知れない。 しかし， これは我々の著者 が intellectus

agensと intellectuspossibiJisの二元性 の人間に於げる意義をいかに向く評価して

ゐるか のi正しであり， intellectus agensは認識対象のみならず I:'{}，識主体にも閃

はる二重超越性をも明示してゐるO その点 では， 編者のいふ通り， Albertus Ma

gnusとの類似はあらう。 とにかく， このテキストを*1日売することは， 十三世紀

に神学者とは別の哲学者のうごいてゐた人文学部乃至文学部のひとつの精神運動

を知るよすがになる点は疑ひない。

テキストの校訂といふ書物なのに， 表紙に大きな字の誤11日による悦字があるの

は， ユーモアを透りこして、 印刷への不安を呼ぶ。


