
は じ め に

　十三世紀のパリでは，アリストテレスの哲
学的教説を大学で教えることにたいして教会
や神学者の側から度重なる批判がなされた。
とくにパリ司教エティエンヌ・タンピエによ
って発せられた「一二七七年の禁令」（以降，
単に「禁令」と略す）は，中世的世界像の一

つの転換点を示すものとして歴史的重要性が
認められてきた1)。その「禁令」に含まれる
命題のなかで，たとえば，世界の永遠性の教
説などは，キリスト教の創造・終末の教義と
明確に対立するために，それが批判された理
由も容易に理解できる2)。だが，「禁令」の
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　パリ司教エティエンヌ・タンピエによって発せられた「一二七七年の禁令」（以下，単に「禁令」
と略す）は，中世の哲学・神学の歴史における一つの重要な転換点としてこれまで論じられてきた。
そこで批判されたのがアリストテレス主義の伝統に立つ哲学的教説であったことは一般に認められ
ている。また，それぞれの項目が特にアリストテレス（主義者たち）のいかなるテクストに由来し
ているかについても多くのことが明らかにされてきた。しかし，「禁令」のなかでたびたび議論され
る「天体」（corpora caelestia）の本性やその自然世界への影響にかんする命題群が，総体としてい
ったいなぜ批判の対象となったのかについては，十分な分析がなされてこなかった。
　本稿は，この「禁令」における「天体」に関連する代表的な項目を確認した上で，それらの項目
に対する批判を「神的摂理」をめぐるキリスト教神学側と古代ギリシア・アラビアのアリストテレ
ス主義の伝統との衝突の帰結として論じることを目的とする。一般にキリスト教神学では，主にア
ウグスティヌス以来，唯一神がその意志によってこの世界の事物を統治するという考えが主張され
てきた。対して，アリストテレス主義の伝統では，神的かつ叡知的な存在者である天体こそが，こ
の自然世界にたいする摂理をもたらすと考えられてきた。後者の枠組みを背景とすれば，天体にか
んする議論は，単純に天文学や占星術の問題ではなく，この自然世界や宇宙の秩序がいったいどの
ような知性体（すなわち，大文字の「神」なのか，それとも叡知的な「天体」なのか）によって形
成されるのかという，この世界の構造にかんする根本的な問題と関連していたことが明らかになる。
　本稿の議論によって，「禁令」における天体の本性や役割にかんする命題がアリストテレス主義の
自然哲学に内在した摂理観に対する批判であったこと，そして，そのような「禁令」が発せられた
後も哲学的伝統においては天体の役割が重視され続けた背景も理解されるだろう。

1）　「禁令」を中心に後期中世の「検閲」（censorship）一般と，関連する研究史上の争点を整理した論文としては，
次を見よ。Putallaz, F.-X., “Censorship,” in R. Pasnau (ed.), The Cambridge History of Medieval Philosophy, 2 vols., Cam-
bridge, 2010, I, pp. 99-113. また，この「禁令」自体に関する研究としては，何よりも Thijssen, H., “Condemnation of 
1277,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), E.N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.
edu/archives/win2018/entries/condemnation/> を参照せよ。
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なかにはキリスト教の教義と明確に対立する
とは思われないにもかかわらず批判の対象と
なっている命題も存在する。そのような例の
一つが，本稿で取り上げる「天体」（corpora 
caelestia）の本性および天体の自然世界への
影響にかんする項目である（ここで天体とは，
惑星・恒星双方を含む星々と，それらを運ん
でいると考えられていた天球の総称である）。
　「禁令」の諸命題がアリストテレスや後世
のアリストテレス主義者たちのテクストのど
の部分に典拠を有するかは，先行研究，とり
わけイセット（Roland Hissette）による詳
細な研究を通してすでに明らかになってい
る3)。だが，個々の命題の背後にどのような
世界像が展開されていたのかについて十分な
理解が得られてきたとはいえない。ただし，
本稿が主題とする天体にかんする諸項目が

「禁令」の対象となった哲学史的背景にかん
しては，デイルズ（Richard Dales）がすで
に考察を行なっている4)。デイルズは，天体
が人間と同様に霊魂や知性を有するのかどう
かという本稿でも取り上げる中世の論争に注
目している。だが，彼は，天体を知的な存在
者であると考える中世人たちの信念が古代の

「星辰宗教」（astral religion）の「痕跡」

（vestige）であると断定し，かつそのような
信念が放棄されることで，天界についての
「物質的」（materialistic）な……あるいは，
デイルズの論調を汲むとすれば，より近代的
な……理解が登場すると主張した5)。このよ
うな安易な断定によって，デイルズは彼がい
う「星辰宗教」の内実や，あるいはそれとア
リストテレス主義哲学との密接な関連につい
ては深く論及しないままに議論をおえた。
　本論考では，いま述べたデイルズのような
見解にたいして，「禁令」において断罪され
ている天体にかんする哲学的教説が古代以降
のアリストテレス主義の自然哲学の核心とつ
ながりがあることを示し，それとともに「禁
令」の関連命題の意味を再考することにある。
特に本稿ではアリストテレス主義における
〈神的摂理〉（providentia/providence）の概
念が主題となる。一般的に神的摂理とは，こ
の世界の出来事・事象に対する神の支配や統
治を意味している6)。古代・中世の時代から
マルブランシュやライプニッツ等初期近代ま
での哲学者・神学者たちは，この世界への神
の関与を盛んに論じた7)。というのも，この
世界が物質の単なる偶然的な離合集散の帰結
ではなく，そこに一定の秩序があると見なす

2）　Cf. Dales, R.C., Medieval Discussions on the Eternity of the World, Leiden, 1989.
3）　Hissette, R., Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 Mars 1277, Louvain, 1977. Cf. Piché, D., La con-

damnation Parisienne de 1277: Nouvelle édition du texte latin, traduction, introduction et commentaire, Paris, 1999.
4）　Dales, R.C., “The De-Animation of the Heavens in the Middle Ages,” Journal of the History of Ideas, 41 (1980), 

pp. 531-550. また，「禁令」と中世の自然哲学一般との関連については，グラントによる研究，特に次の論文を見よ。
Grant, E., “The Condemnation of 1277, God’s Absolute Power, and Physical Thought in the Late Middle Ages,” Viator, 10 
(1979), pp. 211-44. 

5）　デイルズは，天体が知的な生命体であると見なす古代ギリシア以来の信念を，非物質的あるいは非自然的な教説
であると考えた上で，そのような考えを批判したキリスト教神学者たちの系譜を積極的に評価する。だが，本稿の議論で
明らかになるように，このような批判は極めて時代錯誤的である。

6）　神的摂理の観念にかんする哲学史的な観点からの一般的通史は，管見のかぎり未だ書かれていないように思われ
るが，下記の論考が出発点となる。McCann, H.J., and Johnson, D.M., “Divine Providence,” in E.N. Zalta (ed.), The Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2017 Edition), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/
providence-divine/>.

7）　神的摂理，及び自然の秩序に対する神の関与の諸理論にかんする近年の歴史的研究としては，次の論集が非常に
有益である。Watkins, E. (ed.), The Divine Order, the Human Order, and the Order of Nature: Historial Perspectives, Ox-
ford, 2013. 別の論文で，スピノザ研究で知られる Steven Nadler は “Forget the mind-body problem. Never mind meta-
physical questions about substance. The real issue of philosophy on the Continent in the second half of the seventeenth 
century was theodicy, or the defense and justification of God’s way [...] especially in the distribution of divine grace” と
述べている（Nadler, S., “Arnauld’s God,” Journal of the History of Philosophy, 46 (2008), pp. 517-538, esp. p. 517）。ナドラ
ーによれば，近代的な哲学が始まったと考えられている十七世紀後半においても，「恩恵」の形で現れるこの世界への神の



自然世界に秩序を与えるのは何ものか：アリストテレス主義における〈神的摂理〉と「一二七七年の禁令」113

者たちは，世界秩序の形成には物質的なもの
とは異なった何らかの神的原理の能動的関与
が必要であると考えたからである。この神的
摂理の各論にかんしては，たとえば神の摂理
は個体に及ぶのか，それとも種の次元にとど
まるのか，あるいは神の意志的な行為は自然
の法則や合理的な秩序に従うのか否かなどの
論点めぐって見解の大きな相違が歴史的に存
在してきた。だが，そのような各論での相違
があったとしても，唯一神こそが，この世界
に秩序をもたらす能動的存在者であるという
信念ついては，特に十二・十三世紀以後中世
的なキリスト教神学が確立されて以降は広く
合意が存在していたように思われる。
　だが，本稿において焦点を当てるのは，古
代・中世のアリストテレス主義において存在
した唯一神を中心としない神的摂理

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の考えで
ある。あらかじめ結論を述べると，古代から
中世にかけてのアリストテレス主義の有力な
伝統の一つでは，この世界にたいする摂理の
直接的な主体となっているのは，唯一神では
なく，むしろ天体であると考えられていた。

「禁令」における天体の本性や作用にかんす
る幾つかの項目も，まさにこの自然世界の秩
序を形成する，別の言葉で言えば，この世界
を統治している能動的主体がいったい何もの
なのかという論点とともに読み取られる必要
があるのである。この点にかんして重要な意
義を有する先行研究は，フロイデンタル
（Gad Freudenthal）による一連の論考である。
フロイデンタルは，アラビアのアリストテレ
ス主義において天体が果たす理論的重要性に
ついて議論を重ねてきた8)。ただし，彼の場
合，扱われる資料が古典ギリシア語，および

アラビア語（または，そのヘブライ語訳）で
書かれた資料に限定されており，本稿の後段
で検討するように，主に西欧ラテン世界で参
照された十一世紀スペインの哲学者アヴェロ
エス（1126-1198）のラテン語資料について
の分析が不十分であった。また，アラビアに
おけるアリストテレス主義の思潮が西欧に受
容されたあとに，それがどのような理論的緊
張を生んだのかについてはフロイデンタル自
身まったく議論を行ってこなかった。したが
って，本研究は，フロイデンタルの先行研究
を踏まえつつも，彼によって取り上げられて
来なかったラテン語資料に注目すると同時に，
さらに自然世界の秩序形成における天体の役
割を重視するアラビアのアリストテレス主義
が西欧に受容された際に，キリスト教の立場
との間にどのような論争が生じたのかという
新たな論点を考察する点で意義を有する。こ
の考察を通して，これまでアラビアのアリス
トテレス主義の思想にかんする理解が不十分
なままなされてきた「禁令」の関連項目の研
究にかんしても，より正確な歴史的背景の理
解が提供できるだろう。
　続く本論では，まず第一節において「禁
令」に見られる天体の本性及び自然世界への
影響にかかわる項目を列挙し補足的な説明を
行う。残りの二節では，それらの項目の知的
背景を解読するために二つの異なる神的摂理
論の系譜を確認する。第二節では，まずキリ
スト教の伝統における代表的な神的摂理の考
えをアウグスティヌスとトマス・アクィナス
を介して簡単に整理し，さらに伝統的にアエ
ギディウス・ロマヌスに帰せられてきた『哲
学者たちの誤謬』やボナヴェントゥラの見解

関与の問題，あるいはこのような世界を創造した神の本性を問うことが哲学の現実的な課題であった。Cf. Nadler, S., 
“Theodicy and Providence,” in S. Nadler and T.M. Rudavsky (eds.), The Cambridge History of Jewish Philosophy: From 
Antiquity through the Seventeenth Century, Cambridge, 2009, pp. 619-658。 

8）　Freudenthal, G., “The Astrologization of the Aristotelian Cosmos: Celestial Influence on the Sublunary World in 
Aristotle, Alexander of Aphrodisias, and Averroes,” in A.C. Bowen and C. Wildberg (eds.), New Perspectives on Aristot-
le’s De Caelo, Leiden, 2009, pp. 239-81; Id, “Cosmology: the Heavenly Bodies,” in Nadler and Rudavsky (eds.), The Cam-
bridge History of Jewish Philosophy, pp. 302-61. 
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を参照することで，ギリシア・アラビアのア
リストテレス主義における神的摂理の観念が
キリスト教神学側から批判されていたことを
示す。最後の第三節では，キリスト教的な観
念と大きく異なった古代から中世のアリスト

テレス主義における神的摂理の理論の内実を
検討する。結論部では，この二つの神的摂理
の考えを受けて，再度「禁令」の項目の知的
文脈を再考することにしたい。

1 　「禁令」における「天体」の問題

　序論でも述べたように，教皇ヨハネス
二十一世の依頼によってパリ司教エティエン
ヌ・タンピエが発した「禁令」は，アリスト
テレス主義の哲学にたいして教会・神学者側
からなされた批判であり，数ある同様の批判
の中でもっとも歴史的重要性が認められてき
たものの一つだ。この「禁令」で記されてい
る219個の項目それぞれの意味や文脈につい
て包括的に解説することは本稿の目的とする
ことではない9)。ここで注目を促したいのは，
天体の本性およびその月下への影響を扱う幾
つかの項目である。関連項目としては次の命
題が挙げられる10)。

　  ①（71）諸天体における運動の原理である
自然本性は，動者である知性実体である11)。

　  ②（73）諸天体は，霊魂という内的原理に
よって動いている。そして，それら〔諸天

体〕は，ちょうど動物と同じように，霊魂
と欲求能力によって動いている。なぜなら，
動物は欲求することで動くが，天もまた同
様だからである12)。

　  ③（77）天は決して静止することはない。
なぜなら，天の運動の目的であるところの
下位のものの生成は，休止してはならない
からである13)。

　  ④（80）天の運動は永遠であると証明する
アリストテレスの議論は詭弁的ではない。
そしてこのことを思慮深い人々が理解しな
いのは不思議なことである14)。

　  ⑤（81）すべての形相の直接の作用因は天
球である15)。

　  ⑥（94）宇宙の態勢である運命は，神的摂
理から，直接にではなく，上位の物体の媒
介的運動をとおして由来する16)。

　⑦（99）第一動者は多数存在する17)。

9）　本稿では，タンピエ自身の意図については議論の対象とするものではない。「禁令」については先行研究の錯綜ぶ
りが示すように，タンピエ自身の意図を確証する史料が欠如しているため，その「禁令」が一体何を，また誰を標的とし
たのかについては議論の決着は依然としてついていない。たとえば，ある論者はトマス・アクィナスがそこで断罪の標的
となっていたと言えば，別の論者はそのようなことを積極的に肯定する史料はないと主張している状態である。Cf. 
Putallaz, “Censorship,” esp. pp. 101-103. なお次の研究も参照せよ。Thijssen, J.M.M.J., Censure and Heresy at the Univer-
sity of Paris, 1200-1400, Philadelphia, 1998, esp. pp. 54-6.

10）　本稿で引用する「禁令」の命題のラテン語テクストおよびナンバリングは，Mandonnet, P., Siger de Brabant et 
l’averroïsm latin au XIIIe siècle, 2 vols, Louvain, 1908-11, II, pp. 175-191 に基づく。なお，Piché, La condamnation Pari-
sienne de 1277 も適宜参照した。邦訳は基本的に著者自身によるが，八木雄二・矢玉俊彦（訳）「一二七〇年の非難宣言／
一二七七年の禁令」（『盛期スコラ学（中世思想原典集成第十三巻）』平凡社，1993年，643-678頁）を適宜参考にした。

11）　“Quod natura que est principium motus in corporibus celestibus est intelligentia mouens. [...].”
12）　“Quod corpora celestia mouentur a principio intrinseco, quod est anima; et quod mouentur per animam et per 

uirtutem appetitiuam, sicut animal. Sicut enim animal appetens mouetur, ita et celum.”
13）　“Quod celum nunquam quiescit, quia generatio inferiorum, que est finis motus celi, cessare non debet: [...].”
14）　“Quod ratio philosophi demonstrans motum celi [esse] eternum non est sophistica; et mirum est quod homines 

profundi hoc non uident.”
15）　“Quod omnium formarum causa effectiua inmediata est orbis.”
16）　“Quod fatum, quod est dispositio universi, procedit ex providentia divina non immediate sed mediante motu 

corporum superiorum. [...]”



自然世界に秩序を与えるのは何ものか：アリストテレス主義における〈神的摂理〉と「一二七七年の禁令」115

　まず，①から⑤の命題は，「禁令」にかん
する古典的研究書を残したマンドネ（P. 
Mandonnet）によって，「天と下位の事物の
生成について」（De caelo et generatione in-
feriorum）という表題がつけられている計
十九の命題のうちの五つである18)。①②の二
つの項目は，天体の本性を問題としている。
近代科学の目からすれば，天体は自然法則に
したがって運動する物体に過ぎないが，これ
らの項目では天体が思考や判断をつかさどる
心的能力である「知性」を備えた動物のよう
なものとして記述されている。この項目につ
いて，先述のイセットは，この二つの命題の
遠い起源がアリストテレスにあるとしたうえ
で，アヴェロエスの見解への近さを指摘して
いる19)。③④⑤の三つの項目では，天体とこ
の自然世界との関係が問われている。特に，
天体の運動の目的が「下位」の世界，すなわ
ち月の天球よりも下にある，この自然世界に
おける事物の生成消滅であり，そして自然の
事物の生成消滅が継続する原因も天の永遠の
運動にあること等が述べられている。③にお
ける，天の永遠の運動と月下の事物の生成消
滅との関連については，アリストテレスが
『天界論』第二巻第三章，および『生成消滅
論』第二巻第十章で論じていることだ。④の

「世界の永遠性」の問題は，同じくアリスト
テレスの宇宙論の基本的なテーゼである20)。
⑤については，イセットは十三世紀のアヴェ

ロエス主義者ブラバンティアのシゲルス
（1240頃 -1280）に典拠を求めている21)。
　残りの⑥および⑦については，マンドネが
「諸事物の必然性と蓋然性」（De necessitate 
et contingentia rerum）としてまとめている
十五の命題のうちの二つである。先に⑦につ
いて触れると，アリストテレスの『形而上
学』ラムダ巻に由来する，天体の動者でもあ
る「第一動者（不動の動者）」という実体の
複数性が問題となっている22)。最後に⑥であ
るが，ここでは「神的摂理」と天体との関係
が問われている。特に摂理の作用において
「上位の物体」，すなわち「天体」の運動の媒
介が必要とされるのかが焦点になっている。
イセットはマンドネを参照しつつ，この命題
がシゲルスの『諸原因の必然性と蓋然性』
（De necessitate et contingentia causarum）
に由来すると指摘している23)。
　ここまで取り上げたように七つの命題につ
いては，各々の紹介で簡単に示唆したように
イセットがその各命題の典拠については既に
論じている24)。だが，本稿の主題は，その典
拠の確認後からはじまる。たしかにいま確認
した天体の本性やその月下の現象へのかかわ
りにかんする教説は，遠い起源としてはアリ
ストテレス，そしてより近いところではアリ
ストテレスに対する代表的な注解者であった
アヴェロエス，さらにラテン世界においては
ブラバンティアのシゲルスなどによって唱え

17）　“Quod plures sunt motores primi.”
18）　Mandonnet, Siger de Brabant et l’averroïsm latin, II, p. 181.
19）　Cf. Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés, pp. 130-133. 
20）　Cf. Dales, Medieval Discussions on the Eternity of the World.
21）　Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés, esp. p. 139.
22）　Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés, pp. 170-171.
23）　Hissette, Enquête sur les 219 articles condamnés, esp. pp. 163-164.
24）　他の関連項目としては，次の命題がある。(61) “Quod, cum intelligentia sit plena formis, imprimit illas formas in 

materiam per corpora caelestia tamquam per instrumenta.”/ (72) “Quod corpora caelestia habent ex se aeternitatem 
suae substantiae, sed non aeternitatem situs.”/ (74) “Quod intelligentia sola voluntate movet caelum.”/ (75) “Quod anima 
caeli est intelligentia, et orbes caelestes non sunt instrumenta intelligentiarum sed organa, sicut auris et oculus sunt or-
gana virtutis sensitivae.”/ (78) “Quod nihil esset novum, nisi caelum esset variatum respectu materiae generabilium.”/ 
(104) “Quod ex diversis signis caeli signatur diversae conditiones in hominibus, tam donorum spiritualium, quam rerum 
temporalium.” これらはいずれも，本論で言及した命題同様に，天体の本性，もしくはその永遠性，あるいは天体の月下の
現象への関与にかんするものだ。
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られたことだ。しかし，その「禁令」の命題
とその典拠について理解が得られたとしても，
ではなぜそれらの天体にかんする命題が問題
とされなければならなかったのかについて，
正確な理解が得られたとはいえない。より端
的に述べれば，それらの命題が全体として示
唆する世界像がどのようなものだったのかに
かんして，「アリストテレス主義」あるいは

「アヴェロエス主義」といった曖昧な言葉以
上のことが少なくともこれまでの研究では語
られてこなかったのである。

　以上を踏まえて本稿の目的を再度明確にす
ると，いま注意を促したような天体にかんす
る「禁令」の諸命題の背景として存在してい
た哲学的伝統およびその世界像にかんして，
たんにそれを「星辰宗教の残滓」（デイル
ズ）といった言葉で表現して終わりにするの
ではなく，より歴史的に正確な内実を明らか
にすることにある。そして，そのため以降で
注視するのは，神的摂理にかんするキリスト
教神学側とアラビアにおけるアリストテレス
主義的伝統での見解の相違である。

2 　キリスト教神学者の〈神的摂理〉論と，アリストテレス主義批判

　第一節末尾で述べた目的にしたがって，こ
の節では，まず中世のキリスト教的伝統にお
ける神的摂理の代表的な立場を簡単に確認す
る。そして，キリスト教神学側からのアリス
トテレス主義の神的摂理の考えに対する批判
を検討する。
　では，キリスト教的伝統における神的摂理
の大きな枠組みを整理することからはじめよ
う。それは唯一神が自らの意志によって人間
を含むこの世界の諸個体を支配しているとい
う考えである。このような考えの端緒を，古
代末期の教父アウグスティヌス（354-430）
の著作のうちに認めることができる25)。この
教父は，特に「ペラギウス派」への批判のな
かで，「恩恵」（gratia）として一般に語られ
る神の被造物にたいする関与と人間による自
由意志に起因する行為との関係を繰り返し論

じた26)。そのような「恩恵論」を前提とした
彼の摂理にかんする考察を『神の国』（De 
civitate Dei）のなかに認めることができる。
その書物の第五巻第九章で，アウグスティヌ
スはこの自然世界の現象の決定論的性格を強
調するストア派と，それに対するキケロの批
判を踏まえながら自身の見解を次のように述
べている。

　  物体はむしろ意志に服従しているが，ある
ものは私たちの意志に，すなわちすべての
死すべき生物の意志であるが，動物の意志
よりも，むしろ人間の意志に，服従し，あ
るものは天使の意志に従属している。しか
し万物はとりわけ神の意志に服従している。
またこの神の意志にすべての意志も服従し
ている。というのは，すべての意志は，神

25）　アウグスティヌスにおける摂理の理論については，第一に Stump, E., and Kretzmann, N. (eds.), The Cambridge 
Companion to Augustine, Cambridge, 2006 所収の J. Wetzel, S. Knuuttila, E. Stump による論考を参照せよ。

26）　Cf. Augustine, De gratia et libero arbitrio, ed. J.-P. Migne, PL 44, Paris, 1845, p. 906: “[Scriptura diuina [...] os-
tendit] uerum etiam illas quae conseruant saeculi creaturam, ita esse in Dei potestate, ut eas quo uoluerit, quando uolue-
rit, faciat inclinari, uel ad beneficia quibusdam praestanda, uel ad poenas quibusdam ingerendas, sicut ipse iudicat, occul-
tissimo quidem iudicio, sed sine ulla dubitatione iustissimo.” （「〔神的な聖書は［…］以下のことを明示しています。〕また
さらに，〔この〕世の被造物〔としての本性〕を保持しているこれら〔人間の意志〕は，神の支配力のもとにあるようにな
るので，神はこれらの意志を，ご自分が望まれる時に，ご自身の望まれる方向へ傾くようにされるのです。それは，確か
に〔人間には〕まったく隠されていますが疑いもなく，全く正しい〔神の〕判決によってご自身が決定されるままに，あ
る場合には，あるものに特別の恵みを与えるためであり，ある場合には，他のあるものに罰を課すためなのです。」（（金子
晴勇訳）「恩恵と自由意志」（『アウグスティヌス著作集』（第十巻））教文館，1985年，79頁。）
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が許したもうたものでなければ，いかなる
権能も有していないからである27)。

　この世界の全ての事物が神の「意志」に従
っているとする考えが，ここで示されている。
　このようなアウグスティヌスの見解をさら
に展開した神学者の一人が，中世スコラ学を
代 表 す る ト マ ス・ ア ク ィ ナ ス（1225頃
-1274）である28)。例えば，『真理について』
（De veritate）の第二十二問題「善きものへ
の欲求について」のなかで，アクィナスは次
のように述べる。

　  それゆえ，すべての自然物は何らかの自然
的傾向性により，神である第一動者によっ
てそれぞれの目的へと傾向づけられている
のであるから，それぞれのものが自然本性
的にそれへと傾向づけられているそのもの
は，神によって意志され，意図されている
ものでなければならない29)。

　このテクストが示す世界観の大筋に話を限
定した場合，アクィナスにとっても，世界へ
摂理を及ぼす主体はキリスト教的な唯一神で
あることは自明である。彼によれば，自然の
事物において現れる「傾向性」とその「目
的」とは「神によって意志され，意図され

て」いる。アクィナスも，アウグスティヌス
同様に，この自然世界の秩序がまさに神の意
志のもとで形成されていると考えていた。
　ただし，アウグスティヌスとアクィナスの
論述を比較すると，重要な相違が一点存在す
ることに気づく。それはアクィナスにおいて，
キリスト教の「神」が「第一動者」というア
リストテレス的な用語で表現されていること
である。アリストテレスにとって「第一動
者」とは，自然の事物の運動・変化の系列を
辿っていった際に，その始原に存在すると考
えられた原理である。この「第一動者」を，
アクィナスはキリスト教的な「神」と同一視
している30)。このキリスト教的「神」と「第
一動者」との同一視の是非については，後段
で再度議論することになる。
　以上のように，アウグスティヌスやトマ
ス・アクィナスなどによって示されたキリス
ト教神学における神的摂理の考えを確認した
あとに重要になるのは，キリスト教神学者た
ちがアリストテレス主義の神的摂理の考えを
批判していたという事実を示すことだろう。
そこで最も有力な典拠の一つになるのは伝統
的にアエギディウス・ロマヌス（1247頃
-1316）に帰せられてきた『哲学者たちの誤
謬』（Errores philosophorum）である31)。こ
の著作は，アリストテレス，およびアヴェロ

27）　Augustine, De civitate Dei, ed. J.-P. Migne, PL 41, Paris, 1841, p. 151: “Corpora igitur magis subjacent voluntat-
ibus; quaedam nostris, id est omnium animantium mortalium, et magis hominum quam bestiarum; quaedam vero angelo-
rum: sed omnia maxime Dei voluntati subdita sunt; cui etiam voluntates omnes subjiciuntur, quia non habent potes-
tatem nisi quam ille concedit.” （（赤木善光・他訳）『神の国（1）』（『アウグスティヌス著作集』（第十一巻））教文館，1980
年，334頁。）

28）　アクィナス及び十三世紀のスコラ学者にかんする比較的新しく，かつ本稿に直接関わる論考としては，Adams, 
M.M., “Powers versus Laws: God and the Order of the World according to Some Late Medieval Aristotelians,” in Wat-
kins (ed.), The Divine Order, the Human Order, and the Order of Nature, pp. 3-26.

29）　Thomas Aquinas, Quaetiones Disputatae de veritate, a. 22, a. 1 (Opera omnia, iussu Leonis XIII P.M. edita, XXII, 
Rome, 1972-76, v. 3, p. 613): “Unde cum omnia naturalia naturali quadam inclinatione sint inclinata in fines suos a primo 
motore qui est Deus, oportet quod id in quod unumquodque naturaliter inclinatur sit id quod est volitum vel intentum a 
Deo.” （トマス・アクィナス（山本耕平訳）『真理論（下）』平凡社，2018年，1338頁。）

30）　Cf. Twetten, D.B., “Why Motion Requires a Cause: The Foundation for a Prime Mover in Aristotle and Aqui-
nas,” in J. Long (ed.), Philosophy and the God of Abraham: Essays in Memory of James A. Weisheipl, O.P., Toronto, 1991, 
pp. 235-54. たとえば，『神学大全』の「神の存在証明」における「第一の道」の議論は，「神」と「第一動者」の観念の同
一視が見られる最も顕著な箇所の一つである（Cf. Thomas Aquinas, Summa theologica Ia, q. 2, a. 3）。

31）　Giles of Rome, Errores Philosophorum: Critical Text with Notes and Introduction, ed. J. Koch, Milwaukee, WI, 
1944. この著作の帰属をめぐっては，この著作の編者である Koch はアエギディウスの真作であると述べるが（xxix-xxx），
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エスやアヴィセンナなどアラビアのアリスト
テレス主義者たちの「誤謬」を列挙し，キリ
スト教神学の側から批判を展開している。本
稿に関連するかぎりで，そこで批判されてい
るアリストテレスとアヴェロエスの教説に注
目したい。
　まず，アリストテレスについてだが，この

『哲学者たちの誤謬』の著者によれば，「ある
者たち」（aliqui）が「神は神自身以外の何物
も知らない」および「月下の諸物は彼（＝
神）には知られてない」という主張を，この
古代の哲学者に帰属するものと考えていたと
いう32)。編者はこの箇所への脚注で，この
「ある者たち」とは，例えばボナヴェントゥ
ラ（1217-1274）のことではないかと指摘す
る。実際，ボナヴェントゥラは後期の著作で
ある『ヘクサエメロン講解』（Collationes in 
Hexaëmeron）のなかで，アリストテレスが
神は己しか知らず，他の事物にかんする知を
有さないと主張したと指摘している33)。さら
に，ボナヴェントゥラは今述べた哲学者の

「誤謬」（error）から「神は摂理を有さない」
という別の「誤謬」が直ちに帰結するとも論
じる34)。このように『哲学者たちの誤謬』の
典拠の一つと思われるボナヴェントゥラの見

解を確認することで，アリストテレスの
「神」は自分以外を配慮しない，すなわちこ
の自然世界への「摂理」をもたないと当時の
代表的な神学者が解釈していたことが理解で
きよう35)。
　次に，同じく『哲学者たちの誤謬』のなか
のアヴェロエスに対する批判を見ていくこと
にしよう。それによると，アヴェロエスが
「神はわずらわされず，月下に存在する諸個
体について関心を，あるいは摂理を有さな
い」と主張したと述べられている36)。さらに，
この『哲学者たちの誤謬』の著者は，この自
然世界の事物への神の摂理の否定を「〔神的
摂理の〕秩序を完全に逃れるいかなる物事も，
ここ（＝月下の世界）では生じない」と考え
るキリスト教の「聖人たちに反する」（con-
tra Sanctos）と批判する37)。ここで明確に，
アヴェロエスの神的摂理にかんする考えも，
キリスト教の文脈から批判されていたことを
知ることができる。
　このように，アリストテレスとアヴェロエ
スの「神的摂理」の思想は，キリスト教神学
の考えに反すると『哲学者たちの誤謬』で述
べられていたことが明らかになった。では，
天体に関する「禁令」の諸項目と，特にこの

近年の Silvia Donati などによる研究では依然として不確定なものとして扱われている（Briggs, C., and Eardley, P. (eds.), 
A Companion to Giles of Rome, Leiden, 2016, esp. p. 10）。ただし，この著作がこのアエギディウスが生きた時代に書かれ
た哲学者批判の書であることは間違いないので，その限りで本稿の議論の典拠として用いることにする。 

32）　Giles of Rome, Errores Philosophorum, p. 12: “aliqui voluerunt ei imponere quod Deus nihil cognoscit extra se, 
ita quod ei non sunt nota ista inferiora, sumentes rationem dicti ex his quae traduntur in XII Metaphysicae in illo ca-
pitulo: Sententia patrum.” 

33）　Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron (S. Bonaventurae Opera omnia V, Florence, 1891), collatio VI, n. 2, p. 
360: “Unde dicit, quod Deus solum novit se et non indiget notitia alcuius alterius rei et movet ut desideratum et ama-
tum.”

34）　Bonaventura, Collationes in Hexaëmeron, collatio VI, n. 3, p. 361: “Ex isto errore sequitur alius error, scilicet 
quod Deus non habet praescientiam nec providentiam, ex quo non habet rationes rerum in se, per quas cognoscat.”

35）　ただし，「神は神自身以外の何物も知らない」というアリストテレスに帰せられた命題について，『哲学者たちの
誤謬』の著者は，その命題が必ずしもアリストテレス自身の「意図」（intentio）とはいえないと説明している。したがって，
必ずしもこの著作の著者がボナヴェントゥラと同じ立場であったとは言えない。Cf. Giles of Rome, Errores Philosopho-
rum, p. 12.

36）　Giles of Rome, Errores Philosophorum, p. 20: “Ulterius erravit dicens in XII [Metaphysicorum] Deum non sollic-
itari nec habere curam sive providentiam individuorum hic inferius exsistentium [...].”

37）　Giles of Rome, Errores Philosophorum, p. 22: “Ulterius erravit, quia negavit omnia quae hic inferius aguntur 
reduci in divinam sollicitudinem sive in divinam providentiam, sed secundum ipsum aliqua proveniut ex necessitate ma-
teriae absque ordine talis providentiae. Quod est contra Sanctos, quia nihil hic agitur quod penitus effugiat dictum ordi-
nem, quia omne quod hic aspicimus vel divina providentia efficit vel permittit.”
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『哲学者たちの誤謬』のなかでなされたよう
なアリストテレス主義に対するキリスト教神
学者側からの批判は，どのように関係してい
るのだろうか。解き明かされなければならな
いのは，この二つを結びつける哲学史的事実，

すなわち，唯一神ではなく天体を中心とした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

神的摂理の理論がアラビアのアリストテレス
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

主義者によって擁護されていた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ということで
ある。したがって，最終節ではこの見解につ
いて概要を見ていくことにしよう。

3 　ギリシア・アラビアのアリストテレス主義における〈神的摂理〉の理論

　前節で見たように，アウグスティヌスやア
クィナスなどの代表的なキリスト教的知識人
によって，世界にたいする摂理の能動的主体
として想定されていたのはキリスト教的な唯
一神であった。対して本節で問題となるのは，
キリスト教的な神的摂理の考えとは大きく異
なるアリストテレス主義的な神的摂理の理論
の存在である。その点を明らかにするために
参照すべきなのは，古代から中世にかけての
アリストテレス主義の伝統のなかでもっとも
重要な貢献を果たした二人のアリストテレス
註解者，すなわち古代のアフロディシアスの
アレクサンドロス（紀元後200年頃活躍）と，
彼の見解を多くの点で継承したアヴェロエス
の議論である38)。

a　アレクサンドロスの神的摂理論
　まず，アレクサンドロスの見解を見ていく
ことにしよう39)。彼はストア派など同時代の

有力な学派に対抗して，アリストテレス主義
的な神的摂理の理論を構築しようとした40)。
なぜなら，彼の時代においてアリストテレス
には，自然世界に対する神の摂理の理論が存
在しない

4 4

と考えられていたからだ41)。この知
的文脈を理解するには，アリストテレスが

『形而上学』で述べたいわゆる「不動の動
者」の観念に立ち戻る必要がある。
　「不動の動者」という観念はアリストテレ
スの『形而上学』ラムダ巻の中で論じられる。
ただし，この巻は全体として多様な解釈を許
すテクストであるため，これまでも多くのこ
とが論じられてきた42)。ここでは，それらの
解釈史を一つ一つ検証するのではなく，アリ
ストテレスにとって「神」とも表現される
「不動の動者」の観念の論述に注目すること
で，この古代ギリシアの哲学者における神的
摂理の教説の欠落を確認することにしたい43)。
　さて，アリストテレスは不変的なものが存

38）　この節で検討したアリストテレス主義での神的摂理論および天体の霊魂にかんする教説の，特にアヴェロエスに
おける詳細な展開と，その思想が十三世紀のスコラ学者であるアルベルトゥス・マグヌス（Albertus Magnus）において
継承・批判された問題について，別の論考を出版予定である。Takahashi, A. “Albert the Great as a Reader of Averroes: 
A Study of His Notion of the Celestial Soul in De caelo et mundo et Metaphysica,” Documenti e studi sulla tradizione filo-
sofica medievale, forthcoming.

39）　アレクサンドロスについては，第一に次の文献を参照せよ。Sharples, R.W., “Alexander of Aphrodisias: Scholas-
ticism and Innovation,” in W. Haase (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW), Berlin, 1987, II, pp. 36-2, 
pp. 1176-1243; Id., “Peripatetics,” in L.P. Gerson (ed.), The Cambridge History of Philosophy in Late Antiquity, 2 vols., 
Cambridge, 2010, I, pp. 140-60.

40）　アレクサンドロスの「神的摂理」の理論については，下記の文献を参照せよ。Sharples, R.W., “Aristotelian The-
ology after Aristotle,” in D. Frede and A. Laks (eds.), Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, Its Back-
ground and Aftermath, Leiden, 2002, pp. 1-40, esp. pp. 30-36.

41）　神の摂理は天上の世界に限定されており，月下の自然世界の事物については摂理を有さないというアリストテレ
スに帰せられる考えは，一般に「制限された神的摂理」と呼ばれる。この「制限された神的摂理」については，Sorabji, 
R., (ed.), The Philosophy of the Commentators, 200-600 AD: A Sourcebook (Vol. II. Physics), London, 2004, pp. 69-89.

42）　『形而上学』Λ巻については，まず次の論集を参照せよ。Frede, M., and Charles, D. (eds.), Aristotle’s Metaphys-
ics Lambda: Symposium Aristotelicum, Oxford, 2000.

43）　アリストテレスにおける「不動の動者」及び「第一動者」の問題については，前掲の Frede and Charles (eds.), 
Aristotle’s Metaphysics Lambda に加えて，次を参照せよ。Kosman, A., “Aristotle’s Prime Mover,” in M.L. Gill and J.G. 
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在するかという問いを探求する中で，「不動
の動者」という観念を提起するにいたった。

「不動の動者」とは「不動」，すなわち自分自
身は動くことがないが，それにもかかわらず
天球の運動の起点となる存在者を意味する。
では，自らは動くことなく，この「不動の動
者」はどのようにして天球を動かすのだろう
か。彼がその原理の説明の際に言及するのは，
人間の認識とその対象との関係である。私た
ち人間の認識や欲求の対象となるものは，そ
れ自体は動くことがないにもかかわらず，そ
の精神がそれを認識したり求めたりするよう
に促す。アリストテレスによれば，まさにそ
れと同じように「不動の動者」が天球を動か
しているというのだ。そのような意図で，彼
は「それ（＝不動の実体）は，あたかも欲求
されるものや思惟されるものが，［欲求者や
思惟者を］動かすような仕方で［天を］動か
す，すなわち動かされないで動かす」と述べ
た（『形而上学』（XII.7, 1072a23-27）。
　この「不動の動者」は，アリストテレス本
人によって「神」とも称される44)。そしてこ
の不動の動者は，いま直前で述べたように，
自ら能動的に何かを働きかけて天を動かすの
ではない。あくまで動いている天の側がそれ
を望むが故に自ら動くに過ぎない。このこと
を文字通り取れば，アリストテレスの「神」
は自身以外への働きかけを有さない，つまり
この自然世界に対する摂理も有さない存在と
解釈できる。さらに，この「不動の動者」は
一つではなく，各天球に対してそれぞれ一つ

存在するとも論じられる45)。こうして，アリ
ストテレスは自身以外には関心を有さない
〈複数の神々〉として「不動の動者」を語る
と解釈されるのである。
　このようなアリストテレスの（自然世界へ
の）神的摂理の教説の欠落にたいする批判の
なかで，アレクサンドロスはアリストテレス
の他の議論を援用することで神的摂理の理論
を構築しようとした。その際に，この世界の
秩序形成に対して能動的な役割を果たすのは，
（他者を考慮しない）「不動の動者」ではなく
「神的な物体」としての「天体」であると彼
は考えた。アラビア語でのみテクストが残さ
れている『摂理について』のなかでアレクサ
ンドロスは次のように述べる。

　  そこに「摂理」（al-ʻināyatu）が存在し，
そしてそれによって［摂理が］在るところ
のもの，それは，彼（＝アリストテレス）
の見解に従えば，月の天球に至るまでのす
べての物体を存在させるということにより，
まったく「神的な物体」（al-jismu al-ilāhi-
yyu）である。そしてそれ（＝「神的な物
体」）は，そこ（＝月の天球よりも下の世
界）にある諸事物にかんする摂理の作用の
原因である46)。

　アレクサンドロスによれば，月の天球より
も下にある世界，すなわちこの自然世界に対
する摂理の原因は「神的な物体」（としての
天体）だという。

Lennox (eds.), Self-Motion: From Aristotle to Newton, Princeton, NJ., 1994, pp. 135-153; Judson, L., “Heavenly Motion and 
the Unmoved Mover,” in Gill and Lennox (eds.), Self-Motion, pp. 155-171.

44）　アリストテレスにおける「神」の観念については，次を参照せよ。Guthrie, W.K.C., “The Development of Aris-
totle’s Theology―I,” Classical Quarterly, 27 (1933), pp. 162-171; Id., “The Development of Aristotle’s Theology―II,” Clas-
sical Quarterly, 28 (1934), pp. 90-98.

45）　「不動の動者」の多数性の問題については，次を参照せよ。Wolfson, H.A., “The Plurality of Immovable Movers 
in Aristotle, Averroes, and St. Thomas,” in Studies in the History of Philosophy and Religion, 2 vols., Cambridge, MA, 
1973-7, I, pp. 1-21.

46）　Alexandre d’Aphrodise, De la providence, ed. and trans. P. Thillet, Lagrasse, 2003, p. 114: “Et là où existe la 
Providence, et d’où elle exerce son action, c’est le corps divin tout entier, qui constitute, selon la doctrine, la totalité du 
corps qui se termine à la sphère de la Lune. Et [ce corps] est la cause de l’action de la Providence à l’égard des choses 
d’ici bas.” ただし，訳出に際しては，この書物に付されたアラビア語のテクストに依拠した。
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　この世界の秩序を形成するのが，自身以外
を配慮しない「不動の動者」ではなく「天
体」であるという立場は，天体の本性をめぐ
るもう一つの重要な考えと密接な関連性を有
することになる。それは天体が，より上位の
動者によって動かされる単なる物体的な事物
ではなく，それ自体が叡智的な存在者である
という考えである。もし天体がそのような本
性を持たなければ，どのようにして天体は月
下の現象に対して能動的に介入することがで
きるだろうか。まさに，この点でアレクサン
ドロスの神的摂理の理論は，天体が「霊魂」
を備えているという教説と内的な連関を持つ
ことになる。『問題集』（I.1）の中でアレク
サンドロスは，

　  霊魂を持つ物体は，霊魂を持たない［物
体］よりも，より善い。そして，円環的に
動く物体は［諸物体の中で］最善である。
したがって，［円環的に動く物体］も霊魂
を持っている。というのも，すべての物体
の中で最善のものは霊魂を持っており，そ
して円環的に動く物体はそのようなものだ
からである47)。

と主張する。「円環的に動く物体」，すなわち
「天体」は，この世界のどの動物よりも優れ
た「最善の物体」として霊魂を持つことによ
って，この自然世界の諸事物に対する配慮を
行っているという理論が，こうして生まれた
のである。

b�　アヴェロエスの摂理理解における天体
の重要性

　アレクサンドロスが展開したアリストテレ
ス主義的な神的摂理の理論は彼の著作が翻訳
され流通することでアラビア世界にも広まっ
た48)。その影響の顕著な例を，十二世紀スペ
インの哲学者アヴェロエスの『「形而上学」
提要』の中に見いだすことができる。アヴェ
ロエスは，これまで「知性単一説」（認識能
力を担う「知性」（intellectus）は，全人類
において数的に一つであるという教説）の主
張に見られるように，アリストテレスの思想
にかんする誤った解釈を広めた人物として批
判的に語られることが多かった49)。しかし，
近年，アリストテレスの著作にたいする彼の
一連の註解書が精査されることで，そのよう
な一面的な解釈は退けられつつある50)。ここ
で注目するのも，アリストテレスの著作の註
解でありながらも，アレクサンドロスの見解
を踏まえたうえで，単なる文言の説明以上の
ことが試みられている箇所である。
　この『「形而上学」提要』で，アヴェロエ
スは「この世に存在する，すなわち月の天球
の下に［存在する］ものへの配慮（摂理）」
（cura eorum, quae sunt hic, idest quae 
[sunt] sub orbe lunae）について探求する。
その過程で，月下の事象の生起が「偶然」
（casus）によって生じるのではないと述べる
とともに，彼は次のように主張する。

　  これ（＝月下の事象が偶然によって生起し

47）　Alexander of Aphrodisias, Quaestiones 1.1-2.15, trans. R. Sharples, London, 1992, p. 17 = Alexandri Aphro-
disiensis Scripta Minora (Quaestiones, De Fato, De Mixtione), ed. I. Bruns, Berlin, 1892, 3.11-14: “ἄμεινον γὰρ σῶμα τὸ 
ἔμψυχον τοῦ ἀψύχου, τὸ δὲ κυκλοφορητικὸν σῶμα ἄριστον, ὥστε καὶ ἔμψυχον· τὸ γὰρ τῶν σωμάτων άπάντων ἄριστον ἔμψυχον, τὸ δὲ 
κυκλοφορητικὸν σῶμα τοιοῦτον.”

48）　Cf. Fazzo, S., and Wiesner, H., “Alexander of Aphrodisias in the Kindī-Circle and in al-Kindī’s Cosmology,” Ar-
abic Sciences and Philosophy, 3 (1993), pp. 119-153.

49）　アヴェロエスの「知性単一説」については多くの論考が書かれてきたが，まず次の拙考を参照されたい。アダ
ム・タカハシ「アヴェロエス「知性論」の基本原理」『白山哲学』53（2019），107-123頁。

50）　アヴェロエスの哲学については，特に本稿に関連する限りで，下記の研究を第一に参照せよ。Endress, G., and 
Aertsen, J.A. (eds.), Averroes and the Aristotelian Tradition, Leiden, 1999; Glasner, R., Averroes’ Physics: A Turning 
Point in Medieval Natural Philosophy, Oxford, 2009; Bakker, P. (ed.), Averroes’ Natural Philosophy and Its Reception in 
the Latin West, Leuven, 2015.
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ているのではないこと）は，天体の運動と，
この世に生じるものそれぞれの存在と，そ
の存続との一致が考察されたならば明らか
である。そして，これは太陽において，次
に月においてより顕著に明らかである51)。

　アヴェロエスにとっても，アレクサンドロ
スにおいてそうだったように，この自然世界
の秩序をもたらしているのは天体であり，そ
のことは太陽や月の運動と月下の現象との対
応関係によって示されているという。この同
じ論点はラテン語訳された『天界論』の大註
解でも認めることができる。『天界論』第二
巻第三章の註解のなかでアヴェロエスは，天
体の運動の目的は「生成・消滅する事物への
配 慮 」（sollicitudo circa res generabiles et 
corruptibiles）であると明記している52)。
　そして，アレクサンドロスが霊魂を有する
叡知的な存在者として天体を論じたようにア
ヴェロエスもアリストテレス自身は少なくと
も明示的には論じていない「天の霊魂」にか
んする議論を，アリストテレスのテクストの
註解という形で展開することになる。『形而
上学』に対するアヴェロエスによる最も包括
的な註解書である「大註解」の中で，彼は次
のように述べる。

　  そしてこのことから，これらの［天］体は
霊魂を持っており，そしてそれら［天体］

は，霊魂の能力のうち，知性と場所移動を
もたらす欲求の能力のみをもっていること
は，たしかに十分に明らかである。［…］
というのも，『自然学』第八巻にて，これ
ら天体を動かすものは，いかなる質料にお
いてあるものでもなく，［質料から］引き
離された形相であると説明された。さらに
『霊魂論』において［質料から］引き離さ
れた形相は知性であると［説明された］か
らである。したがって，［天体を］動かす
ものは知性であり，そしてそれは，運動を
引き起こし，かつ運動の目的であるので，
動かすものなのである53)。

　天の本性を論じるにあたり，アヴェロエス
はアリストテレスの『自然学』『霊魂論』（お
よび，それらに対するアヴェロエス自身の解
釈）を引きつつ議論を展開している。引用部
によれば，その天の「霊魂」は，月下の動物
の霊魂と異なり，物質的な要素はまったく持
ちあわせない非質料的な存在であり，そして
『霊魂論』における議論を踏まえると，その
ような非質料的な精神とは「知性」に他なら
ないという。また，紙幅の関係上詳述する余
裕はないが，「第一動者」を「神」と同一視
したアクィナスと異なり，アヴェロエスの体
系では，この天体の「知性」こそが「第一動
者」であり，かつそれらは天体の数に応じて
複数存在するのである54)。

51）　Averroes, Epitome of Metaphysics (Giunta, VIII), f. 395CD: “Et hoc apparet, si consideretur convenientia motu-
um caelestium corporum cum esse cuiuslibet rei, quae hic generatur, et eius conservatione, et hoc evidentius apparet in 
sole, deinde in luna.” Cf. Averroes on Aristotle’s Metaphysics: An Annotated Translation of the So-Called Epitome, trans. 
R. Arnzen, Berlin, 2010, p. 177.

52）　Averroes, Long Commentary on De caelo (Averrois Cordubensis commentum magnum super libro De celo et 
mundo Aristotelis, eds. F.J. Carmody and R. Arnzen, Leuven, 2003), II, comm. 17, p. 298. Cf. Ibid., II, comm. 21, p. 305: 
“necesse est igitur propter hanc sollicitudinem ut corpora celestia sint plura, quoniam manifestum est quod generatio 
cuiuslibet speciei istius mundi non perficitur nisi per aggregationem motuum corporum celestium nisi plures motus eo-
rum essent otiosi, quod est impossibile. Et debes scire quia esse plures motus propter ordinationem in generatione non 
est prima intentione sed secunda.”

53）　Averroes, Long Commentary on Metaphysics XII, comm. 36 (Giunta, VIII), f. 318HI: “Et ex hoc quidem apparet 
bene haec corpora esse animata, et quod non habent de virtutibus animae nisi intellectum et virtutem desiderativam 
quae movet in loco. [...] Dictum est enim in octavo Physicorum quoniam movens haec corpora caelestia in nulla existit 
materia, et quod est forma abstracta. Amplius in libro De anima formas abstractas esse intellectus. Quapropter movens 
est intellectus, et est movens, quia agit motum et quia est finis motus.”
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　アレクサンドロスとアヴェロエスにとって，
この自然世界の秩序を配慮し，直接的に関与
する能動的存在者は天体の霊魂（知性）だっ
た。この摂理観において，天体は自然世界と
神との中間に位置し，神によって動かされる
だけの道具的存在ではなく，それ自体がこの
自然世界に秩序を与え，事物の生成消滅に対
して作用因として働く能動的かつ知性を備え
た叡知的存在だった。この理論はアリストテ
レスの自然哲学の内在的な理解から導き出さ

れる世界像であった。たしかにアヴェロエス
はイスラーム教徒としてさらなる上位の原理
として唯一神を想定していた。しかし，天体
を考慮に入れずに「不動の動者」あるいは
「第一動者」としての唯一神が直接この自然
世界に関与するかのような解釈は，少なくと
もアレクサンドロスの影響を強く受けたアリ
ストテレス主義の伝統のなかでは取られてい
なかったのである。

おわりに，あるいは「禁令」再考

　最後に，ここまでの議論を要約した上で，
あらためて「禁令」の関連項目に立ち返り結
論としたいと思う。第一節では，「禁令」に
おける天体の本性およびその自然世界への影
響に関連した命題を確認した。第二節では，
まずキリスト教的な大文字の「神」を中心と
した神的摂理の理解をアウグスティヌスとト
マス・アクィナスの議論を参照しつつ説明し
た。次に，『哲学者たちの誤謬』というテク
ストを中心にアリストテレスとアヴェロエス
の「神的摂理」に対する考えがキリスト教神
学の教えに反すると見られていたことを明ら
かにした。第三節では，アレクサンドロスと
アヴェロエスによるアリストテレス解釈では，
この世界に秩序を与えるのはあくまで天体で
あり，その天体は霊魂（知性）を備えること
で，この世界を叡知的に支配する存在として
考えられていたことを明らかにした。その世
界像では，この自然世界の諸現象に秩序を与
える直接的作用者は超越的な唯一神ではなく，
叡知的な天体であると考えられていたのだ。
　このように省みた時，第一節で取り上げた

「禁令」のなかの諸命題で扱われていた主題
群，すなわち天体の霊魂（知性），天体の運

動の目的，第一動者の本性，そして神的摂理
が唯一神によって直接もたらされるかいなか
といった論点は，デイルズの言葉を再度借り
れば，「星辰宗教」の単なる「残滓」どころ
か，古代以後のアリストテレス主義自然哲学
の核心に繋がるものであったことは明らかで
ある。アリストテレス主義の自然哲学は，キ
リスト教の唯一神を中心としない，天体を第
一原理とした自然秩序のあり方を合理的な学
知の形で示していた。「禁令」における天体
の本性や作用にかんする諸命題の意味は，キ
リスト教神学とアリストテレス主義とにおけ
る，このような世界像の対立を考慮に入れる
ことでより正確に理解されるのである。
　さらに，本稿の考察の意義は「禁令」の命
題の読み直しにとどまらない。というのも，
アリストテレス自身の権威が失われる十七世
紀まで西欧の知識人たちがなぜ天体を重視す
る自然哲学を展開したのか，その理由の一端
についてもより正確な理解が得られると考え
るからだ。これまでそのような思潮は，多く
の場合「（自然）占星術」の影響として語ら
れてきた。だが，それもアレクサンドロスと
アヴェロエスによって媒介されたアリストテ

54）　Cf. Twetten, D., “Averroes’ Prime Mover Argument,” in Brenet, J.-B. (ed.), Averroès et les Averroïsmes juif et 
latin: actes du colloque international (Paris, 16-18 juin 2005), Turnhout, 2007, pp. 9-75.
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レス自然主義そのものの展開として再考する 余地があるだろう55)。� （東洋大学）

55）　Cf.�Kusukawa,�S.,�The Transformation of Natural Philosophy: The Case of Philip Melanchthon,�Cambridge,�
1995,�pp.�124-200;�Martin,�C.,�“Providence�and�Seventeenth-Century�Attacks�on�Averroes,”�in�P.�Bakker�(ed.),�Averroes’ 
Natural Philosophy and Its Reception in the Latin West,�pp.�193-212;�Sakamoto,�K.,�Julius Caesar Scaliger, Renaissance 
Reformer of Aristotelianism: A Study of His Exotericae�Exercitationes,�Leiden,�2016,�pp.�88-144.�
＊　本論考にたいする匿名の査読者による大変的確かつ有益なコメントに感謝します。なお，本研究は JSPS 科研費若手
研究「西欧自然哲学の成立・展開にたいするイスラーム哲学の影響の解明」（代表�髙橋厚，課題番号：19K12934）の助成
を受けたものです。




