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研究 ノ ー ト

ドゥンス ・ スコートゥスにbける

哲学と神学

大 村 晴 雄

ドゥンス ・ スコートゥ スの主著 “O rdi natio" の序言第一間はつぎ の ようにのべ

られている。 一一「この世にある人間にとって， ある特殊な教説が超自然的霊感に

よってあたえられることは必然であるか。J ( U trum h om ini pro statu isto sit 
(1 ) 

nece ssarium al iqu am d oc trinam specialem su pe rnatu rali te r i nspirari)これを受

けて， かれは， r私が論証する」という言いかたで， 超自然的霊感、の必然性否定の

論証を三つ， かれ自らが手がけ， 自然主義の正しさをかれ自らが弁証する形をとっ
(2) 

た後， テモテ後書 3章16， r聖書はすべて神の霊感によって書かれ， 教え， いまし

め， 正しくし， 義にみちびくのに有益であるJ ( om nis sc ri ptu ra d iv ini tu s inspira-

ta u tili s e st ad d oce ndum， ad argue ndum， ad c orripie ndum， ad e rud ie ndum ad 
(3) 

iu sti tiam) を引用して， 標記の一問を承認した。 そして言ってい る。 rこ の間い
(4) 

に， 哲学者と神学者との争いがあらわれている」と。 このように問いかけること自

体が， 実は， 哲学者と神学者とのあいだの争いにほかならないのだと言っているわ

けである。 “O rd inati o" の序言にもとづくかぎり， ドゥンス ・ スコートワスにおけ

る哲学と神学の問題とは， 両者の争いということになるようである。

“aliqu a d oc trina special is"を受けて， 後段には “ad qu am non possit atti nge re 

lumi ne natu rali i ntellec tu s" とある。 ある特殊な教説一一それは知性の自然的な

光によっては達成しがたいものであろう， と。 r知性の自然的な光J lume n natu

r ale i ntellec tu s はまさにトマスその人を直指する言葉である。 その“Summ a the o・
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(5 ) 

lo gi ae" のなかに， まさに同じ言葉を見いだす。 実は， ドゥンスの “O rdi natio" 序
(6) 

言一間は， トマスの “Summa" 一部一問一項に向けられたもの で ある。 トマスの

“Su mma" 第一部第一間は「聖教説について， それはどのようなものであり， あっ

かうところは何であるかJ ( D e  sacra do ctri na， quali s si t， et ad quae se ex ten-

dat) であり， その第一項は「哲学的諸学のほかに， なお他の教説の存在すること

が必要である かJ (U tru m si t necessarium， praet巴r philoso phi cas di sci pli nas， 

aliam do ctri nam hab eri ) である。 必要か必然かはしばらくおくとしても， とにか

く， ドゥンスに先んじて， トマスにおいて “ nec巴ssarium"-" necessi tas" が 問 わ

れていた。 トマスでは “ali am do ctri nam hab eri" の necessi tas が， ドゥンスに

おいては “aliquam doctri nam speci al em supernaturali ter i nspi rari" の neces-

si tas が問われていた。 両者はともに同じことがらと言える の か も し れぬ。“ali a

doctri na" とは実は “aliqua do ctri na speci ali s" のことであるのかもしれぬし， ヴ

ァティカγ版は， ドゥγスの “aliqua do ctri na speci ali s" とある その “speci ali s"

を本文には残しながら， 何ゆえか “quaestio" として標記するさいに は省いている

から， ここにはただ “ali a do ctri na" と " aliqua do ctri na" との相違が あるにすぎ

ないこととなろう。 またドゥンスの “i nspi rari " であるが， トマスの “ali a do ct

ri na" はやがて “ali a sci enti a  di vi ni tu s  i nspi rata" と言い表わされ る の であって

みれば， じっさい， 重なり合うほどの類似をそこに見いだす。 しかし， 内実は全く

異なっていた。 いや， 異なっていたとせねばならぬのである。 そ の事情を示すの

が， 上に引用の， I知性の自然的な光によっては達成しがたいものであろう」とい
(8) 

う言葉である。 以上は， けっきょく， ドゥンスがトマスと “ali a do ctri na" という

言葉の意味を争っているということにほかならなL、。

“ali a do ctri na" をめぐる争いは，つぎに， 聖書の同一箇処，テモテ後書3章16をめ

ぐる争いにかわってゆく。 ドゥンスはテモテ後書3章16を引用することによって，

“aliquam do ctri nam special em supernaturali ter i nspirari" の “ necessi tas"必然性

を承認したが， トマスが， かれに先んじて， 同じテ モテ 後 書3 章16 に よって，

“ aliam do ctri nam hab eri " の “necessi tas" 必要性を承認していた。 トマスはつぎ
(9 ) 

のように言っている。一一「聖書はすべて神の霊感によって書かれ， 教え， いまし

め， 正しくし， 義にみちびくのに有主主である。 しかしながら， 神の霊感による聖書
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は人聞の理性によって獲得された哲学的諸学にはかかわらね。 それゆえに， 哲学的

諸学のほかに神の霊感による他の学の存在することが有益である。」前述のように，

“alia do ctrina " はここで「神の霊感による他の学j alia scientia divinit us inspi 

rata と言L、かえられているわけで， 引用の趣旨にお いて， トマス とドゥンスと，

ともにまずは全く同ーと称しても差支えないのである。 重なり合うほどの類似をこ

こにも見いだす。 トマスは丁寧に全文を引用するばかりでなく， 懇切な説明も加え

ている。 これで知られるように， トマスの引用は「有益 で あるj util is est に重点

がおかれているのである。 これに対し， ドゥンスの引用は少しく型破り と見える

が， そこにある意図がかくされているのかもしれぬ。肝心の “script ura "という言

葉はここにはなく， いきなり “omnis doctrina divinit us inspirata " と なってい

る。 これは， トマスが “alia doctr ina " を “alia scientia divinit us inspirata " と

言い治通えているのをもじったものであろう。 そして， テモテ後書 3 章 16 に は， 教

え， いましめ， 正しくし， 義にみちびく， と四つのことがらがのべられているが，
(10) 

そのうちの二番目， いましめ ( a d ar guendum) があげられているだけだ。 この少

しく変わった引用の仕方が何を意味するのか。 ドゥン ス の 引用の重点は “ad ar 

guendum " におかれていたと解してよいなら， かれがトマスとテ毛テ後書 3 章 16を

どのように争おうとしているのかを， いちおうは明らかにすること が で き るだろ

う。 ドゥンスはすでに “omnis doctrina divinit us inspirata " と言って， トマスを

自分の行きかたに巻き込んでいるのであるが， “a d ar guend um " とラ テン 訳され

ているのは， ふつうの新約原文では “lJ.f.Tμぬ" であるが， またこれを “lJ.f.TχO�"

としている異本もあるようだ。 “èJ.f.Tμぬ" は， まさしく， 邦訳「いましめJ の意味

となるのであろうが， それでもなお， それと並んで「論議j ["論 証j， こ とに「論
(11) 

駁J あるいは「論破」の意味がある。 もし “lAf.TXO官" を取るなら， 両種の意味の

兼ね合いは逆になって， 後の意味がずっと重くなっ て く る だ ろ う。 とこ ろで，

“ar guo " がまた同様の意味の幅をふくんでいる言葉のようで ある。 邦 訳「い まし

め」は一向にそのようなおもむきを伝えてはくれ ぬが， ドゥンスは， こ こで「論

証j， ことに「論駁」の意味にこの言葉を受けとめていたのではな いか。 そう考え

てみて， 標記の一間， ["この柱にある人間にとって， ある特殊な教説が超自然的霊

感によってあたえられることは必然であるか」に対して， 然らざることを以下に私
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が論証するとドゥンスが言っていることと， これが， 前後照応していることを知る

のである。 かれは， 超自然的霊感、の必然性を否定する論証払詳細入念に， 自ら，

行なってみせはするが， もとよりこれにくみするわけではない。 かえって， テモテ

後書 3 章16が指し示す「神の霊感による聖書」をこれと対置するという の で あ る
(12) 

(Ad oppositum)。 しかしもしそうなら， トマスのいわゆる「神の霊感による 他 の

学」ともまた対置するというわけであろう。 そう見なさなければならぬ。 I知性の

自然的な光によっては達成しがたいものであろう」 という言葉がそのように考える

ことを強いる。 ここで「論証」 といわれているのは， 超自然的霊感を否定して自然

主義の正しさを証明しようとするところの， 論証のことだからである。 神の霊感に

よる聖書が， すべて論証にとっての有益な前提である。

すべて論証にとっての有益な前提として聖書を取る人々が， いま「神学者」と呼

ばれているのであり， ドゥンスがこういうものだと言わんばかりに実演してみせる

自然主義論証をこととする人々は， いま「哲学者」と呼ばれているのである。

註

( 1 ) ヴィヴェス版による。 但しヴ ァティカン版 に な ら い後段-- ad quam non 

possit att in gere lumine naturali int el lectu s-ー は省いてある。 Duns Scoti 

O pera omnia. Ed it io nova. R epub. 1969. (ニV iv お ) VI I1. p. 9 a， 2-4. 

(2 ) 詳細は拙稿「後期スコラ哲学研究1 J (Ii'途上JJ 7 号) 51-63頁参照。

( 3 ) ラテン語テキストはトマスの “Summa " に引用されているもの。 Duns Scoti 

O pera omnia， studi o et cura C ommissionis Scot ist icae ad fid em cod icu m 

ed it a. (=Vat.)  1. p. 4， 4-5. 

( 4 ) Vat. 1. p. 4， 14ー15.

( 5 )  Th omas， Summa th. ( ed. M ariett i) 1. q. 12， a. 13. R espond eo. 

( 6 ) ヴィヴェス版にその指摘がある。 V ivè s. VII1. p. 9 a， 7. 

( 7 )  Th omas， Summa th. 1. q. 1， a. 1. S ed cont ra. 

(8 ) ヴ ァティカン版では “ad quam vid elicet non posset att in gere lumine 

naturali int ellectu s " とし、くぶん語調はやわらいでいる。 これは “al iqua d oct. 

rina " から “special is " を省いたのと関係があるだろう。

( 9 ) Thomas， Summa th. 1. q. 1， a. 1. S ed cont ra. 

(10) Vat. 1. p. 4， 4-5. 

(11) L ock， The pastoral eρistles. (The I nt. C rit. C omm.) p. 110. 
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(12) Vat. I. p. 4， 3. 

2 

ドゥンスに哲学者の意見を反駁する五つの論 拠というのがある。 その第一はつぎ

のものである。 1"およそ認識によってはたらくものにはそれ自身の目的の判明な認

識が必要である。 (以上大前提) 人聞は自然的なものごとによっては自分の目的を

判明に知ることはできない。 (以上小前提) それゆえに， 人間にとって， 目的につ

いてのある超自然的認識は必然である。 (以上結論)J (omn i a gent i per co gn it io ・

nem necessar ia est d ist incta co gn i  t io s ui五n is . S ed h omo non potest sc ire ex 

nat ural ib us 五 日em s uum d ist incte ; igit ur necessar ia est s ib i  de h oc al iq ua 
(1 ) 

co gn it io s uperna t ural is.) 冒頭から説明なしに「目的J fìn is という こ と が 言われ

ているので分かるとおり， 1"目的」はドゥンスの神学がそこから始まるところの，

その原点であるが， 大前提の証明にあたって， かれはアリストテ レスを二箇処引用

した。 一つは， 1"およそ目的のためにはたらくものは目的 を 欲 し て は た ら く」

(omne a gens propter fìnem a git ex appet it u五n is) である。 これは『形而上学』
(2 ) 

2 巻 2章からのもの， しかしドゥンス自身の言葉になおされた自由な引用である。

他の一つは， 1"およそ自己によってはたらくものは目的のためにはたらくJ (omne 
(3 ) 

per se a gens a gi t propter fìnem) であるが， これは『自然学.n 2巻5章からの，

前者よりもいっそう自由な引用であり， むしろ引用ではなく， ドゥンス自身の解釈
( 4) 

であった。 そこに “ 叩0α!pf.(Jlr;;" という言葉がある。 1"選択意志」と邦訳される。
(5 ) 

トマスの『自然学』注解所収のラテン訳本文では “propos it um" となっている。 と

ころが， ドゥンスは， 著しい思い入れをして， これを “per se a gens" と訳してい

るわけで， この二番目の引用は， 確かに， かれの解釈といったほうが適切なのであ

る。 前者における「目的のためにはたらくものJ a gens propter fìnem を， ドゥン
(6 ) 

スは「自然的なはたらくものJ a gens nat urale と言L、かえ， そこに「自然 的 な は

たらくもの」と「自己によってはたらくもの」との対比をつくった。 1"目的のため

にはたらく」と言われているはたらくものは， 自然的なはたらく も の で あ る が，

切poa!pf.σω" と言われているものは， 同じはたらくものとしても， 自然的なはた

らくものではない。 自己によってはたらくものである， というのである。 いまドゥ
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ンスが証明しようとしている大前提は， rおよそ認識によってはたらくものにはそ

れ自身の目的の判明な認識が必要である」であるが， ここに「認識によってはたら

くものJ a gens p巴 r co gnitionem とあるのは「自己によってはたらくものJ pe r se 
(7 ) 

a gens にほかならなし、。 r自己によってはたらくもの」は目的を欲するわけである

が， 自己によってという仕方で， 自己によってといういわば流儀で， 目的を欲する

のである。 それは， しかし， 認識によってという仕方流儀で， 認識的に目的を欲す

るということである。 r自己によって」とは「自己のいとなむ認識によって」とい

うことである。 こうして， r目的を欲することJ appetitu s  finis は「それ自身の目

的を欲することJ appetitus su i finis にかわり， さらに， rそれ自身の目的を認識

することJ co gnitio su i fin is にかわることになるだろう。

ドゥンスは， アリストテ レスによってアリストテ レスから自由になり， その自然

主義を， ょうやくにして認識論的超自然主義に切りかえることに成功 し た の であ

る。 いや， 成功したとしなければならぬ。 哲学者に認識論の用意がないわけではな

い。 r人間は自分に必要なあらゆる認識を自然的諸原因のはたらきから獲得するこ
(8) 

とができる」と， ドゥンス自身がまとめている認識の自然獲得説がそれである。 け

れど， これは， 言われているとおりの「自然」におけるできごとで， そういうもの

を「認識」とは考えぬと， かれは言うのである。 r自己」にしても同じことで， ア

リストテ レスにもとより「自己」がないわけではなL、。 11霊魂論jJ 3 巻5章， 能動

知性についてのくだりに「自然のすべてにおいてそうであるように霊魂においても
(9) 

またJ (s icut in omni nat ura ita et in anima) とあるような意味で， か れ に も

「自己」はあった。 そして，ドゥンスが『自然学jJ 2 巻 5 章から割り出した「自己に

よってはたらくもの」も， これと同様， 単に「自然的なはたらくもの」に合わせて

の， 自己による「自己的なはたらくもの」にすぎないとも考えられるであろう。 そ

う考えられてはな らぬという念押しの意味で， r自己によってはたらくもの」 は

「認識によってはたらくもの」と言いかえられているのであろう。 これは， 近世的

な認識主体の原始的なものといえるだろう。 アリストテ レスにもトマスにもあるも

のを， ドゥンスはないと言い張っている。 それは， 近世的にいえば方法的にないと

いうことである。 “per se a gens" は “per co gnit ionem a gens" であるが， さらに
(10) 

進んで “co gnoscens a gens"“ という言L、かたとなる。 これは， いよいよ確かな，
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近世的認識主体であろう。

以上は， 神学者ドゥンスが哲学者と“πpoα!p印，，，"という言葉の意味を 争ってい

るのである。

註

(1 ) Vat. 1. p. 9， 11-12. p.10， 1-2. 

(2 ) A r ist ot eles， Metaphysica. JI. c. 2. 994 b 13-14. 

(3 ) A ri st ot el es. Physica. JI. c. 5. 196b 17-21. 

(4 ) 出隆・岩崎允j乱訳『自然学.!I (アリストテレス全集3 ) 63買。
(5 ) Th omas， In octo libros Physicorum Aristotelis expositio. ( ed. Mariett i) 

p. 104. 

(6 ) Vat.1. p. 9， 15. 

(7 ) Vat.1. p. 9，16-17. 

(8 ) Vat.I. p. 5，3-5. 

(9 ) Arist ot eles， De Anima. I I1. c. 5. 430a 10ー13. 但しトマスの ま とめによ

る。 Summa th. 1. q. 79， a. 3. S ed c ontra. 

(10 )  Vat. 1. p. 11， 18- p. 12， 1. 

3 

“O rd inat io" の序言第四問， r神学は実践的であ るかJ ( Utr um th eolo gia sit 

practic a) において， ドゥンスは「実践的学とし て の 神学J (th eolo gia q uatenus 
(1 ) 

sc ient ia pract ica) についてのべる。 二つのことが問われているが， 第二の問いが

重要で，詳説されている。 それはつぎのとおりである。一一一「 学が そ れ 自 身とし

て実践的とされる のは， 目的としての実践に秩序づけられ てのゆえであるか。」
(2) 

(Utr um ex ord ine ad prax im ut ad 五nem d icat ur per se sc ientia pract ica) こ

こに， また， ドゥンス神学の原点としての「目的」が出ている。 かれは， この第二

の問いを承認するが， その根拠の主たるものが， If'霊魂論.!I 3 巻10章のアリストテ

レスの言葉， rしかし知性と言っても， それはあるもののために算段する知性， す

なわち実践的知性のことである。 そしてこれは理論的知性から目的によって区別さ
(3) 

れる」であった。 ドゥンスはここを「知性は広がりによって実践的となる。 そして

理論的知性から目的によって区別されるJ (I nt ellect us ext ension巴五t pract ic us， et 
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(4) 

diff ert a speculativo fì ne)と引用した。 かれはここで“extensio"という言葉をつ

かっているが， トマスの『霊魂論』注解所収のラテン訳本文は “I ntellectus autem 

qui pr opter aliquid ratiocinatur， et qui pract icus est， diff ert a speculativo se-
(5) 

cundum fì nem " となっていて， “extensio" という言葉は見い だされなL、。 ドゥン

ス引用の本文とこれとをくらべると， か れは “propter aliquid ratiocinatur" を

“extensione" というように言い表わしていたことになるであろう。

この「広がりJ extensio という言葉 (したがってまた考えかた)がドゥンスにと

っては重要であるようで， この第二の問いについて， かれは三つの問題を取り上げ

るが， そのーは「実践とは何かJ (quid praxis s it)ということであるが， それは，

「実践的認識がそれへと広げられると言われるJ (ad quam dicitur cognitio prac・

tica extendi)実践とは何かということであり， その二は 「実践的認識はいかよう

にJ (qualiter cognitio practica) とし、うことであるが， それは， 実践的認識はい

かように「かの実践へと広げられるかJ ( extenditur ad praxim illam) というこ

とであり， その三は「認識は何によってかかる広がり を も つ のかJ (a quo hab et 

cognitio talem extensionem) とL、うことであった。 要約すれば， r実践的知性は

何らかの仕方で実践へと広げられるJ (habitus practicus aliquo m odo extend itur 
(6) 

ad praxim)ということなのである。 さて， ところが， Ii'霊魂論.ll 3巻10章のこの

箇処を「広がり」という言葉をつかって引用することは， ドゥンスに先んじてすで

にトマスがしていたことなのである。 トマスの“S umma"第1部第79問は「知的諸

能力についてJ (D e  potenti is intellectiv is)であり， その第11項は「理論的知性と

実践的知性とは異なる能力であるかJ (Ut rum intellectus speculativus et practi

cus sint d iversae potentiae)である。 トマスはこれを否定して， 理論的知性と実
( 7) 

践的知性とは「異なる能力ではないJ ( non sunt d iv ersae potent iae)と言うが，

そのさい， まさしく『霊魂論.ll 3巻10章の同一箇処が「理論的知性は広がりをとお

して実践的となるJ (intell ectus speculativus per extensionem fìt pract icus)と

引用されていた。 ドゥンスの “extensione" は， トマスのこの “per extensionem " 

とまずは全く相違はないと言わねばなるまい。 トマスは， r一方の能力が他方の能
(8) 

力へと変わるはずはなL、J (U na potentia non m utatur in aliam) と言っている。

これが “extensio" という言葉の， もともと伝統的な意味のわけであろう。 ドゥソ
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スは， しかし， いま， この言葉の意味をトマスと争おうとしているのである。 トマ

スの訳語そのものはあえて襲用しながら， その意味を全く入れ替 え よ う としてい

る。 成功の見込があるのかどうか。 それよりも， かれのいわゆる「哲学者と神学者

との争Lづが， いかに根深く， 激烈かっ執劫なものであるかをつくづくと思い知ら

される。

ドゥンスはこのように言っている。 一一「実践的認識がそれへと広げられる実践

とは，知性以外の他の能力のはたらきであり，知解にとって本性上より後である。」

(pr axis ad qu am cogni tio pr ac tic a ex ten di tur es t ac tus alterius po ten ti ae qu am 
(9) 

in te llec tus， n atur ali ter pos terior in te llec tione) I知性以外の他の能力」とあるが，

これは， トマスの言葉， I一方の能力が他方の能力へと変わるはずはない」に向け

られたものであるだろう。 I一方の能力が他方の能力へと」変わるはずはないか

ら， トマスにとっては知解と実践とは同じことがらであるが， ドゥンスは， 知解は

知性のはたらき， 実践は知性以外の「他の能力」のはたらきであるから， 知解と実

践とは異なると言っている。 I広がりJ ex tensio というトマスの用語 を そのまま

にしておいて， どうして， この主張を押し通すことができょうか。 しかし， ドゥγ

スにしたがえば， I広がり」とは， 本来， I自分のそとに 広 が る こ とJ ex tr a  se 
(10) 

ten dere を意味しているのでなければならなかった。 かれは， 哲学者たちに一般的

な “ex tensio" の用法からは自由に， この言葉のラテン語としての意味にもっぱら

注意した， といえるだろうか。 同じ言葉をそのままに， 同じ言葉を用いて全く異な
(11) 

ったことを考えようとしているのである。

さて， 議論の焦

言われるような「他」と， 一方も他方 も な く た だ そ れ だ け で あ る「他の能力」

alter a po ten ti aの「他」との相違にあるらしく思えるのではあ る が， トマスは，

un a po ten ti aが ali apo ten ti aに変わるはずはなく， したがって， 理論的知性は広

がりをとおして実践的となると言うけれ ど， 実践的となったこの 理 論 的 知 性 は

“ alter a po ten ti a" となったということではあるまいか。 ただ “un apo ten ti a"から

変わった， そのかぎりでの “ ali apo ten ti a" ではあり得ないの である。 “巴x tensio"

の意味をあらためて “ex tr ase ten dere" に求め， あえて言葉の意味を根本的に入

れ替えた。 こうして気合のこもったつもりの “ alter apo ten ti a" であるが， その気
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合は， 相手にはさしてあまり伝わってはゆかない。 神学者は哲学者とどんなことを

争っているのか。 トマスとドゥンスと， 両者の言い分にさほどの大きな違いはない

といえそうだ。 さらに， 1"知解にとって本性上より後であるJ �こいたっては， いよ

いよ以て， トマスに近づくと言わねばならないだろう。“natural iter ' を， ドゥン

スの意を汲んで「本性上」などと訳してはみるが， これはもとより「自然的に」と

いうことで， もし一気にそう訳してしまうなら， もはやそれだけで， ドゥγスの立

場はトマス的自然主義のなかに吸収される運びとなるのである。 そもそも “Ord i 

nat io ' の序言冒頭のー問， 1"この世 に あ る 人間にとって， ある特殊な教説が超自

然的霊感によってあたえられることは必然であるか」を肯定するこの人の， こんな

ところに “natu ral iter ' とはどうしたことであろうか。 しかし， Ii霊魂論JI 2巻 3

章に， 霊魂の諸能力として， 栄養的， 感覚的， 欲求的， 場所的運動的， 思考的能力
(12) 

があげられていることをふまえて， つぎのようにのべられていた。 1"栄養的はたら

きがそうであるような知性に秩序づけられていないはたらき， また， 感覚的はたら

きのような知性に自然的に先行するはたらきは実践とは言えないし， 実践的知識の

範囲が知解以前のはたらきにまでひろがるとも言えない。 同様に， 知性のはたらき
(13) 

に先行する感覚的欲求の能力のはたらきも実践ではなL、。 ……」

以上， さまざまに見たように， ドゥンスの言葉と言回しとは， よくよくトマス的

である。 そういうわけで， われわれは， ここに， またまた両者のあいだの重なり合

うほどの類似を見いだすのであるが， ドゥンス自身はといえば， これほどに紛わし

く何れとも解されやすい言葉づかいに， 確かに自分のものと思ってある考えを託し

ていたのである。 実践が， 一つには知性以外の他の能力のはたらきであること， 二

つには知解にとって本性上より後であること。 ←ーこれら二つの条件から， 実践と

は「意志のおびき出されたはたらきJ (actus v oluntat is e !ic it us)にほか な らぬこ
(14) 

とがみちびかれてくると， かれは言う。 1"おびき出されたJ el ic itus という 言葉が

注目される。 ドゥンスの実践観， 詳しく言えば， 1"実践的学としての神学」観を支

える重要な言葉であり， また考えであった。“e !ic itus ' はま た “imperatus ' とも

言いかえられる。 近世に入ってこのほうが有名になった。“ imperatus ' はいわゆる

「命令」を意味するが， これが， “elic itu♂同様， もともと受動形である点を注意

したい。 ドゥンスは， トマスとほとんどちがわぬことを言っているのであるが， ト
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マスとは全くちがうことを言っているつもりでいた。 そのトマスとは全くちがうと

ころのあるものを一一ーここで “elicitus" と， あるいは “imperatus" と， かれは言

い表わしているのであろう。

トマスにつぐドゥγスの大きな論争相手にH enricus Gandavensis がある。 学説

はトマスにもドゥソスにも類似する反面， また， そのいずれとも異なり， ドゥンス

にとっては， ある意味ではトマス以上にむずかしい存在なのであった。 へンリクス

の意見は， 場合により， ドゥンスとの対論夙に構成されて “Ordinatio" の本文の

処々に繰り入れてある。 さて， ドゥンスは， 上述のように， 実践の第二の条件とし

て， それが知解にとって本性上より後であることを主張していたわけであるが， こ

れに対するヘンリクスの意見はつぎのようにまとめられている。ー一一「実践が知解

にとって本性上より後であるとすれば， およそ何らかの知解はすべて実践となって

しまうだろう。 というのは， およそ何らかの知解の能力は， すべて意志の命令され

たはたらきであり得るし， そればかりでなく， f也の能力のはたらきも同様に意志に
(15) 

よって命令されるであろうからだ。」これだけでは論旨は判然としない。 “elicitus"

とか “imperatus" とかと， 新しい用語を考案しているのに， それにた いする説明

らしい説明もしていないドゥγスにも責任はあるだろう。 しかし， それにしても，

これはまたあまりにも無理解な反論というべきだ。 “elicitu♂といい “imperatus"

といい， ちょっと人の注目を引くけれど， 要するに格別の意味 があるわけではな

く， これだけの意味であり， これだけのことなら， およそ知解のはたらきはいつで

もおびき出され命令されて意志のはたらきにかわるのであり， 知解はいつでもいつ

しか意志になり得るのであり， 意志は も と か な ら ず知解であったの である， と。

一一こんなことなら， 殊更に何も問題を知解にかぎることもないではないか， は暴

論と言ってもよいだろう。 説明らしい説明もできないほどに， 気分ばかりが先にな

って壊れやすい思想の芽が， こうして台無しにされてしまう。 ヘンリクスの意見は

なおつづく。 1"かくては， さかのぼって， それゆえに， 第ーの条件も誤りだ。 実践

とは知性以外の他の能力のはたらきである。J (Et tunc ult ra: ergo prima con・

dicio est fal sa， quod scilicet praxis est operatio alt erius pot entiae ab int ell e
(16) 

ctu_ )第一の条件とは， 繰り返すまでもなく「実践とは知性以外の他の 能力のはた

らきであるJ (praxis est actus alt erius pot entiae quam int ellectuのである。 へ
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γリクスは， これも誤りだということになると言った。 そ し て， そう言っておい

て， ドゥンスと全く同じことをのべたのである。 ただ “a c tus" を “opera tio" と言

い治通えていた。 ヘンリクスの反論の筋L!:多分こうであろう。 一一 ドゥンスは実践が

知性以外の他の能力の “a c tus " であると言う。 “a c tus"といえるのかどうか。 それ

よりもとにかく， 実践も知解もすべて同じ “opera tio" であることは明らかで， た

だ， 実践は知解よりは (トマスにしたがっていえば “p巴r ex tens ionem " に)少し

く異なる “opera tio" であるにすぎないのである。 実践は， それゆえ， まさしく知

性以外の他の能力の “opera tio" である， と。 これは “al tera p o ten tia " という言

葉にこもったドゥンスの気合を殺ごうとするものだ。 あるいは， その気合は相手に

は通じないのである。 “al tera p o ten tia " と言ったとて， 何か格別のもの と考える

には及ぱぬ。 そんなものはどこにでもころがっているということか。 つぎ。
(1 7) 

ヘンリクスの意見に対する ドゥンスの答えをみる。 私は答える， なるほど， 理論

的知解はある “opera tio" であろう， 実践もまた然りで ある， と。 “a c tus" をやめ

て “opera tio" をとろうというならそうしよう， と言っているのだ。 この譲歩と見

えるものが， 実は激しい抵抗である。 -ーしかしながら， 知性がそれへと広げられ

得る実践が唯一の “opera tio" である。 およそL、かなる知解も実践ではなL、， と。

へンリクスは， 知解も実践も， ともに同じ “opera tio" であると言って， トマス的

に両者のあいだを結んでいるが， ドゥンスは， “opera t io" をとろうとならばそれ

でよし， しからばただ実践のみが “opera tio" であると言って， 両者のあいだを断

ち切ってしまった。 rおよそL、かなる知解も実践ではなL、」と言われているのがそ

のことである。 一方的に相手を突き放して無類に強L、。 しかし， 連続の哲学によっ

て非連続を語ることは至難のわざであろう。 “ex tens io" という言葉の伝統 的意味

を切り崩さなL、かぎり， それは達成不可能だ。 ドゥンスによれば， “ex ten dere"は，

なだらかに公平にこちらがわから広がってゆくことではなし、。 向こうがわからおび

き出され， おびかれ広げられて広がってゆくことである。 おび治通れて広げられると，

そのあいだが切れると考えられているのである。

前節の問題は「認識」であり， 本節の問題は「実践」であった。 認識と実践とい

うのは， 一見すれば奇妙な取り合わせのようであるが， これが， 近世に入れば， 思

想のいとなみかたの大きな型となって発展する。 その最も原始的なものを， ドゥン
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ス ・ スコートゥスに見いだすことができると思うのである。
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