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強力な推進力となることは間違いないであろう。

Gordon Leff:砂Tilli
Manchester University Press， 1975. p. 666

坂
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乙の大著作の副題は TheMeta morph osis of Sch olasti c Discouseという。いわば
「スコラ学における語り口の変化」とでもいう乙とであろうか。乙の副題は著者の
オッカム理解の中核をよく表現していると思われる。著者はオッカムを何よりもま
ずスコラ学者としてとらえ， 唯名論者とか懐疑論者とかいうレッテルを拒む。オッ
カムをいわゆる[唯名論者Jとする乙とへの批判は早くからあり， すでに1949年の
Fraflciscan Studz"es中のE. Hoch stetter の“N ominalismu s?" という論文がそれま

でのオッカムの唯名論に関する論争を紹介し，特に1947年に刊行されたR. Gu ellu y
のPhilosoþhz"e et Theologie chez Guillaume d' Ockhamを批判してP. Vi znau xの論

文Len ominali smeau XIV. i
sc
è e
l ， 1948や著書fustθ'icatz"on et Predestination au
XIV' sièclø， 1934にくみしつつ，

オッカムにおける概念や普遍が， 客観世界や自

然の構造1c基礎を持つ乙とを指摘している。Ph . Boehnen の諸論 文 もオッカムのこ
ういう意味での実在論的経路に注意を向けている。「懐疑論」についてもたとえば
1968年のThe Ne世I ScholasticismではFr. C. Richa r d sがOc ka man d Skeptic
i sm

という論文で， オッカムの強く主張するのはむしろ外界の直接認識の明証性・不謬
性であり，この意味では憧疑主義と対立することを指摘する。またオッカムが神の
存在証明はじめさまざまな神学的論証を[論証Jとしてみとめなかったととも， 彼
の信仰に対する懐疑を意味するのでない乙とは，すべての論者のみとめるところで
ある。
との意味では著者のこの主張は特IC新しいとは言えないかもしれない。 との書の
特色は，オッカムの著作の全体を， rスコラ的問題の彼なりの考え直し」であるとす
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る乙の視点で統一的に見通し， 解釈しているその徹底性にあるのではないかと思わ
れる。著者はオッカムをスコラの正統を継ぐ者として， つまり彼以前のスコラ学者
たちと意図と方法を同じくする者とみる。その意図と方法とはやはり「信仰の知解」
にほかならない。彼が信仰箇条のすべてを所与として受取り， その信仰を支えるた
めにあらゆるところで理牲を行使することを著者は指摘する

オッカムにとり理

一一

性と信仰がある程度調和すると考えられるところ， たとえば第一保持原因としての
神の考察等においてのみならず， 理性と信仰が必ずしも調和せぬところ， たとえば
神の本質とペルソナの区別の問題においですら， オッカムは背理な理論の反駁と信
仰への説得という形でこの努力を続けるのである。
しかし著者はもとよりオッカムによってスコラの流れの中にもたらされた大きな
変革をみとめないわけではなく， それを著者は「諮り口の変化」とみなすわけであ
る。それは簡単に言えば形而上学的語り口から論理学的語り口への変化である。オ
ッカムにおける形而上学の欠如はしばしば指摘されると乙ろであるが， 著者はとの
「語り口の変化」そのものをオッカムに特有の存在論の表現と見る。従って「オッ
カムの体系にすき間があるとすれば， それは彼が形而上学を説明しなかったという
欠陥の内11:ではなく， 伝統的iζ考えられた形而上学からの彼のずれが， 形而上学に
もたらした影響を説明しなかったととの内にある」と言われる(p. 335)。
そのオッカムの存在論と は. í完全に個的な存在論J exclu sively ind ivid u al onto lo 
gyである。彼以前のスコラ思想家が何らかの形で普遍概念と存在とを関連づけよう
と努めたのに対し， オッカムははじめて個のみを実在とする存在論とそれに対応す
る個物認識優位の認識論とを確立したと位置づけられる。 ただしそれによって普遍
を無視するわけではなしむしろ概念を実在から区別してそれらの独自性と差異を
明らかにす忍思想と解される。、ことではもはや普遍が何によって個体化するかが問
題ではなく，逆lL個のみの存在世界の中で普通がいかにして成立ち，何であるかの
説明が求められて来る。その意味でスコラの問題はオッカムにあって逆転する。存
在と結合されていた普遍は，存在論から切り敵された論理学の領域iζ移行し，類m
種・本質等lま相似性の関係11:還元され，その関係も，普遍の問題も. tra n scend enta ls
やカテゴリイも， すべてpred ica tionと signilica tio nの問題に還元される。 ただし
著者は論理学自体の領域におけるオッカムの貢献はあまり高く評価せず，ただ論理
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学を道具とした諮り方をオッカムにさせるに至ったその存在論・知識論による， 神
学問題の取扱いの新しさを評価している。
従ってとの書は第一部では， 個の認識から出発して概念が， 更に命題と推論が形
成されるオッカムの知識論が詳細に取扱われ， 第二部はとの存在論と知識論の上!1:
立って， 神学的問題がオッカムによってどのように扱われるかが考察される。第三
部ではいわばその延長または応用として人間と自然の問題が考察され， 第三部最後
の章(第十章) は著者によれば他の部分からはある程度独立的に， オッカムの政治
的宗教的体制11:関するフランシスカシ的な考え方を述べる。第三部は多分!1:抄論的
であると著者もみとめているように， 重点は第一部と第二部におかれているので，
主にその部分の内容を概括的に紹介したい。
第一部は単純認識を扱う第一章， 概念と普遍を扱う第二章， タームとそのシグニ
フィケーションの仕方についての第三章， 命題・推論・証明を扱う第四章とう子たれ，
個の直観認識から出発して次第に総合的・複合的になる知への歩みを辿る。第一章
は主lζトマ ス・スコトゥスなどと比較しつつ， オッカムが第ーにして唯一の知の源
泉とみとめる感覚的・知的直観認識と， それより生ずる知的な抽象認識の対比を，
明証的と非明証的という点lとしぼる。著者はオッカムが乙のような直観知への余り
に大きな信頼のために， 知と感覚， 存在の知と本性の知， 等の間11: 存しうるギャッ
プ11:無感覚であったととを批判しつつも， 個のみが現実であり知の第一対象である
という主張を徹底的に貫いたととにより， 存在の個体内 と概念の普遍性をはじめて
明瞭に対決させたζとを評価する。興味をひかれるのは， オッカムの認識論でそれ
までの認識論の species にとって代って， 直観認識・抽象認識・記憶等を結合する
のが. h abitu sの心理学であるという指摘である。
第二章はそれを受けて概念と普遍の何たるかを問題にする。まず概念がfictumで
あるか in tellectio であるかの論争が扱われるが著者はそれには余り重きをおかず，
知の働きの主体でもあり対象でもあるとする。 もとより スコトゥスのfOI1n al dis
tinctio n の説はオッカムによって激しく攻撃され， 個の個性はそれ自体根源的で説
明不要のものとして， 普遍はその個にかんする述語であり， それにより生み出され
る心内のnatural signであると特徴づけられる。著者はとれに関し， メンタルな秩
序とリアルな秩序の峻別をオッカムの認識論・ 存在論の根幹とみるのである。第三
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章では続いてそのsigni五ca tion と s uppositionのさまざまな種 類が扱われ， この理
論により上に指摘された実在の ex clus ively 1ζ個的な性格が， 真の知1<::要請される普
遍的性格との希離の宥和が求められていることに注意が向けられる。ことにおいて
も著者は， オ.ツyカムのタ一ムの論理学lに乙おけるs討 i gr伊li泊五C叩a抗副t“iv刊eとn即1叩o叩n.引g酔ni 泊五c 白at“iv刊eな
タ一ムの区別や， a sb olu te significa tion と c onn ota tive sign ifica tion の区別等が彼の
存在論との関連を指摘しつづける。
第四章はオッカムにとってもそれのみが真の知を与える， 命題と推論とを扱い，
彼がいかに必然的知の厳密牲と限界IL配慮したかが指摘される。彼にあっては自明
な命題と共1<::偶有的で経験的な命題が証明を要せぬとされ， 他のすべての真なる命
題はとれらから推論されねばならない。その際オッカムが推論過程を意志の介入す
る時間的行為であるとしている点が興味深い。更にアリストテレスと違って神以外
の事実IL関する現在肯定命題は決して必然的たりえず， 可能性の領域における条件
的・仮定的又は否定的命題の形でのみ必然性を持ちうるととが， キリスト教信仰に
基く論理の変化のーっとして示される。 とれはもとよりあらゆる被造物の偶有性と
いう考えの， 論理学への反映である。事実の論証不能性が厳密な意味での論証の中
間の道として帰納が個の経験から普遍IL達し得， 明証的な直接経験命題と共1<::推論
の前提を形成しうるが， それらも推論による結論の必然性と同じ必然性は持ちえな
し、。
このような必然性の意味の狭めから， オッカムにおける論証妥当性の範囲はきわ
めて狭められる乙ととなる。従って著者によれば， オッカムの論証の確実性への鋭
い懐疑はむしろ経験による個物の認識の確実性への信頼と表裏をなしていると考え
られる。
かかる知識論に立つと， 神学は本来の意味の知を与えず， 学でもない。なぜなら
神学の真理はいずれも自明でもなければ直観的にも知られえず， またそれから導き
出されるものでもないからである。それは信仰に基くものとして他の一切の知から
区別される。 メンタルな秩序とリアルな秩序を峻別したように， オッカムは信じら
れるものと知られるものをもきびしく区別するのである。神学は信仰に基く a ppre.
h ens iveh a bi tであり， 信仰を 増すための ineviden t veridiac lh a b itである。 ただし
オッカムは彼の存在論と知識論IL基いて彼の先行者たちの形而上学的神学の殆どを
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しりぞけはするが， 彼自身の結論はおしつめたととろ神はそれ自身においては認識
しえず，

極度lこ抽象化された univocal な概念とその結合によって認識されるとい

う， ある意味で 伝統的なものである。神の存在証明に関しでも， たじかにオッカム
にとっては信仰の事実としての神存在は証明さるべきものではなく， むしろ神1c関
する語りの前提である点で前代の伝統とは切れるととろがあり， かくしてオッカム
は神の無限性の証明， 目的図・作動因としての神の証明も否定するが， それにもか
かわらず保持原因としての神の存在証明を試みているとζろにはスコラの伝統の持
続がある。従ってむしろオッカムli， 自 然理性による信仰の支えを強化せんために
理性の適用範囲を狭めたのであると著者は主張する(第五章)。
オッカムにとり従ってあらゆる神に関する言明は信仰箇条にあげられるその本性
のー性・必然性・完全性と， その完全性より生ずる彼の行為の全き自由に基づく。
そしてこれらは被造の偶有性・限界性とするどく対立させられる。オッカムはそれ
ゆえスコラ学者としてはじめて， 神自身の本質や属性やイデア等神内部の差異Iζ関
する一切の理論をしりぞける。 ただ本質とベルソナ， またペルソナの間のfor ma l
dist intcio n のみは理性と宥和しがたいとしつつも， 信仰に基いて是認し， 理性の不
完全性をみとめるが， ここでもー性を強調して差異をミニマムに留めている。著者
はとのようなオッカムにおける種 々な神学問題の単純化を， またしても徹底的なリ
アルと メンタルの区別の存在論より説明している(第六章)。
第七章は神のe sse から神の a
gere 1L話を移す。 神の田町の完全性がそれに依存
する不完全な存在との関わりにおいて見られる時， 全能という語の下IC集約される
さまざまな両者の関係が生ずる。無よりの創造・非存在の直観認識・予定・恩筒等
o ina
taとして他の二
々がそれである。神は万物の第一直接原因であり， pote tn ia rd
次的原因と共にも， pote tn ia ab so l ut a としてそれらなしにも， つねに働き得， また
働いている。乙の事実も， その原因性の自由牲も， 証明 可能ではないが説得可能で
はある。ただしそれらが神の完全性の働きとして背理や矛盾や悪を含む筈はないと
いう制限は存在する。救いやその予定または恩寵や報いについても， ある種 の道徳
的因果性や思簡の hab ti us と報いの因果性が， 神の完全な自由と共存して語られる。
bi
t us と
結局のところでは神と人との関わりの領域であらゆる中間者が， 恩寵の ha
いう中間者さえも排され， 人間の意志による自由な行為とそれに対応する神の自由
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l n ta.
な受容との関係、が決定的なものとみなされて来るのである。ただし完全な v ou
rismという評はしりぞけられ， 善き行為は正しき理性の命令と合致し， しかも実現
の条件をそなえた目的を持つことが要請され， その正しき思慮が理性を導いて神の
意志に従わせ， 神子的徳の前提ともなる点が指摘される。従ってオッカムは客観的
道徳的価値を破壊するのでなく， むしろそれをスコトゥスのように意志から切り離
さぬと乙ろに特徴があるとも著者は説く。ここには個物の直観のオプチミズムに対
応する， ある道徳的オプチミズムと， 神の自由という考えが非連続IC共在している
t a absou
l t aとor dinataの区別に依存し， オッカムは
ようにみえる。 乙れは pote n i
との二つを神の内でリアルlζ別のものではないと主張しつづけるにしても， 人聞に
とってパラドクスであることは否定しえない。オッカムの考え方のそれまでの伝統
に対する主な脅威は， との神の意志の絶対性から来るのである。
以上が大凡の著者のオッカム理解のあり方であると恩われる。ζれはきわめて詳
細かつ入念なオッカム解釈の書であり， 著者がみずから言うように， オッカムをオ
ッカム自身から理解しようとした書である。従って歴史的ヨンテ キスト11:は重点が
おかれない。それがこの書の長所でもあり限界でもあろうと恩われる。著者があげ
るようなオッカムの思想の根本的特徴と， 彼の時代環境， またフランシスカン的伝
統の関わり合い11:. もう少し光を当てて欲しかったと思うのは， ないものねだりの
そしりをまぬがれないだろう。しかし， そうした場合たとえば著者自身もみとめる
ように， 第十章の政治的問題がーーもとより彼の哲学的神学的理論との関速におい
ては示されているが一一他の部分から些か浮き上って来るというようなととは避け
られたのではあるまいか。

