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書 評

Norman Kretzmann， Anthony Kenny & Jan Pinborg (ed.) : 

The Cambridge History 01 Later Medieval Philosophy 

Cambridge University Press 1982， xiv+ 1035 p. 

清 水 哲 郎

'From the Redi scove ry o f Aris totle to the Disin teg rat ion o f Scho las ticism 1100-1600' 

という副題の付いた本書はケンブ リッジ大学 出版による哲学史シ リーズのーっとし

て企画されたものであり. Gu thri e の Hi story 01 Greek Phil osoρ hy， A. H. Arm 

stron g編のThe Cambri dg e  Hi story 01 Later Greek and Early M edieval Philosoρ hy 

に続く 位置を占めている。 これらはそれぞれが独立の企画であるが， Gut h rie が 新

プラトン主義を落しているのに対し. Arm stron gは時代的には前者と重なる部分を

含み， これを補完するように前5世紀から12世紀初頭， 言い替えれば古アカデミア

派からアンセルムスに到るプラトン的伝統に焦点を絞っている， といった関係はあ

る。 本書は年代的にはArm stron g編の上記書が扱った板球目中世哲 学 に 続 く 時期

(この意味で ea rl yに対しla te rなのである)，すな わ ち1100年以降， 言い替えれば

アンセルムス以降ないしアベラールからを主として扱う。 しかしながら前者のプラ

トン的伝統への集中に対し， 本書はラテン中世におけるアリストテレス的伝統に焦

点を絞るものであり， その限りでは年代的に1100年以前に遡る部分も含んでいる。

41人の寄稿者による46の論文から成る本書は， 次に掲げる目次からも直 ちに分る

ように， 通常の中世哲学史の記述方式とは異り， 通史的構成をとっていない。 また，
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題材の選沢もこれまで我々が親しんで きた中世哲学史に比べて大部異な る観が あ

る。 その内容は次のような11部からなっている。

1. 中ittの哲学的文献 (どのような仕方で学聞が行われ， そこからどのような著

作形式の文献が生れたか)

H. ラテン中世へのア リストテレスの導入 (翻訳及び注釈)

][. 古論理学 (ア リストテレスの著作としては『カテゴ リー論.JJ IF命題論』のみ

に依拠するもの)

N . 中世盛 期における論理学一一意味論

v. 中世盛 期における論理学一一命題及び様相

官 . 形而上学と認識論

VIl. 自然哲学

町心と行為の哲学

Jl(. 倫理学

x . 政治学

XI. スコラ哲学の挫折， 無視そして再興

このような題材の選沢及び構成の仕方に， 本書の最大の特徴， すなわち編者達の

中世哲学史に向かう態度と， それに由来する本書を企図するに際しての意図が現わ

れている。 問題史的な構成 をとった理由の 一 つ は， 中世哲学の歴史研究としては

個々の哲学者が 如何なる教説を持っていたかということよりも， 或る哲学的問題が

どのように論じ合われ展開していったかということに向かう方が適当である， との

考えにある。 だが， より重要なことは， かかる構成によって中世哲学が単に歴史的

興味の対象としてではなく， 我々自身の哲学の問題と問題を共にするものとして，

読者の前に立ち現われてくるという点にある。 このことこそが編者達の意図にとっ

て肝要なのである。

題材の選択に関しては「中世哲学に関する定評ある文献において無視 さ れて き

た」テーマ， そして「最近の研究が最も進展をみせて きた」テーマに重点を置いた

という。 上記内容目次から見てとれるように， 論理学関係に余りにも多くの紙面が

割かれ (][， N， Vのみならず 'i!， 刊， xlもその主要部分は論理学に 関 っ て い

る)， 逆に自然神学などは無視されているといったアンバランスは， このような理由
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によるのである。 ところで. ["最近の研究において最も進展をみせた」分野とは現

代の中世研究者が関心を集中させた分野であって， それは現代の哲学的関心の傾向

を反映したものに他ならなL、。 従って， かかるテーマこそは現代の哲学者に最も認

められ易いものであろうとも考えられている。

このような構成， このような題材の選沢は中世哲学研究が現代における哲学(特

に分析的な哲学の流れが念頭に置かれている) と結びつくとL、う結果を生むであろ

うこと， それこそは編者逮が積極的に望むことである。 すなわち編者達は「中世哲

学が哲学的ゲットーの中で研究されて来た時代を終らせる」ことを目指している。

その時代とは「優れた中世哲学研究者の多くは二十世紀における哲学上の発展に 親

しまず， 共感をもたず」におり， 他方「現代哲学の仕事の大方は同じ問題に関する

中世の成果を全く知らずに遂行された」時代のことである。 これに対して「現代哲

学の活動を中世哲学と知的に連続的にすることJ.そして「現代における哲学研究と

中世哲学研究とが相互に益し合う関係」となることが目指されている。

編者逮も指摘しているように「既に現代哲学は古代哲学とは連続的と な っ て お

りJ.現代において哲学することと古代哲学を哲学的に研究することとは相互に論じ

合い益し合う関係を持つようになって きている。 それを中世哲学にも拡げようとい

うのである。 本書の編者達及び寄稿者達のこれまでの仕事がそもそも (私の知る限

りではあるが) かかる方向を目指した実践となっている。 従って本書は中世哲学研

究の先端部分の現在における哲学的研究への態度と， 達し得ている水準を示し， こ

れからの研究の方向付けをするものとして， 記念碑的意義を持ち得ると恩われる。

今やこのような傾向が(まさに古代哲学における実践を範としつつ)中世哲学研究に

おいて芽生えつつある日本の学界に対しでも本書は有益なものとなるに違いない。

ところで， 中世哲学研究が現代の哲学と結びつくとはどういうことだろうか。 そ

れは， 現代哲学が行っている議論は既に中世において云々の形で為されているとい

ったこと， 或いは， 現代哲学の枠組みを当て骸めれば中世のこの議論は云々の型に

なるといったことを述べて終ることであると考えではならないだろう。 こういった

ことは研究の過程においては触れられる事もあろうが， それはあくまでも哲学途上

における一つの事に過ぎないのであって， これだけでは真に現代と中世の哲学が結

びついたことにはならない。 真に両者が結びつくとは， 中世哲学を研究する者が単
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なる歴史研究としてではなく， 同時に哲学の問題 (それは単に中世哲学研究者のみ

ではなく， およそ哲学をしようとする全ての者が共にする問題のはずである) への

接近としてその研究を行い， そのようにしてその問題自体をめぐって交される我々

と同時代の哲学者集団における討論に参加することにおいて成就することなのでは

ないか。 つまり我々に今要求されていることは， 中世哲学を現代哲学の枠内に解消

することでも， 現代哲学を中世哲学に引き寄せることでもなく， まさしく中世の哲

学者のことばに対時し， これと対話をすることであり， そこにおいて我々のことば

(それは二十世紀において哲学をする者に共通の言語で語られるはずだ) を語るこ

とに他ならない。

この点から本書において編者の意図がどれほど実現されているかについて私見を

述べれば， 中世哲学研究の現状は (その先端部分においても)未だ過渡期にあるこ

とが本書にも表われているのではないか。 もちろん本書は (既述のようなアンバラ

ンスがあるとはいえ) 中世哲学史全体を広く扱い， 研究が現在到達している所を陳

列して見せるものである為の制約があることは考えなければならないだろう。 それ

にしても， 論文によっては時として， 研究者が中世哲学に向かう際に携える分析の

道具 (現代の論理学ないし哲学から持ち出された前提) が気になることがあった。

その道具に頼るあまり， テキストと真剣に対峠し， これを解釈しようとする分析の

刃さばきが鈍っていると感じられることもあった。 もちろん， すべての論文がそう

だというわけではないし， こういった気になる所のある論文も中世哲学に関する優

れた新知見ないしこれまでの個別研究による新知見の総括という点では大いに評価

すべきものであると思う。

以下では， 三人の主たる編者の内二人までが論文を寄せている第百部に限って，

もう少し立ち入った紹介をし， 本書全体の傾向を把む手掛りとしたい。

第買部の初め， 第7 章ではLogica Modernorum (1962・7)をはじめ数々の中世論

理学関係文献の校訂と研究で知られる， この方面の第一人者L. M. De Rijk が

「名辞の諮特性に関する理論の起源」を論じる。 DeRijkは， 個々の名辞が単独 で

帯び， その本質を形成するものとされる significati o (表示作用) に ついての教説

と， 名辞が単独にではなく文章の中で現実に持つ意味を探る理論 ( con tex tual ap

p roac hと称される)を対比し，後者が中世意味論の発展に積極的に働いたことを提示
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すべく， 12世紀後半-13世紀前半における aþþ ella tio 及びその発展としての suþ

ρω必io 理論を分析する。これは多くの基礎研究の上に立つ De Rijkな らではの提示

となっている。 ただ私の見る所では， significatio と い う考えが根絶されずに後々

まで残ったことを中世論理学にとってマイナスだったと評価する点については納得

で きない所が残る。 この論文においては確かに significatio が根強かったことは よ

く示されているが， 果して本当にマイナスに働いたかどうかについては明確ではな

く， むしろ何らかの現代哲学・論理学に由る前提に立ってこう評価しているのでは

ないかという点が気になるのである。

第 8章ではAlain de Lib e raが12世紀後半-13世紀中項(強調点は前章， De RiJk 

のそれより後の時期にある) における「論理学に関するオァクスフォード学派とパ

リ学派の伝統」について論じ， 両者は決して独立の流れをなしていたわ け で は な

くその時々で影響関係があった と は い え， 両者間には或る相違が確かに存在した

こと， その相違ないし対立には1250年頃を境にして性格に変化が生じていることを

示す。 aþþ ellatio なL、し suþρosi tio 理論におけるamþliatio (拡張〉と re strictio(制

限) に関する議論の展開が考察の中心をなし， 後半では特に Roger Bac onが取り上

げられている。 基礎づけられた， 興味深い研究だと思う。

第9 章， P. V. Spade r名辞の意味論」は， 以上の二論文が12， 13世紀に焦点をあ

てていたのに対し， 1 4世紀を中心として論じていると言える。 しかし歴史的という

よりは， より理論的概説といった感じが強い。 従って非専門家には分り易L、かも知

れないが， 反面， テキストとの閲に距離が生じてしまっている点があるのではない

だろうか。 後半は Spadeらしいまとまりを見せており， それなりに読 め る。 し か

し， 中世論理学における一般的なこととして「何かを表示すること(t o s ignif y)は，

その何かについての理解を成立させること( to es tab lis h an u nd erstanding)で ある」

を確定的なこととして前提とし， さらにこれに伴って Spade白身の「言語は社会的

コミュニケーションの為のもの， 他人に話者ないし書き手の考えを理解させるため

のものである」といった前提を導入し， これによってテキストを割り切ろうとして

い る と の惑を禁 じ 得ない。 to signifyはto establisÌl an unòerstanòingだとL、うことは

確かに或る意味で共通の見解とも言えようが， さらにそれを個々の哲学者がどう解

していたかを検討するならば， 例えばここで為されているようなオッカムについて
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の割り切った解釈は拒けられることになるのではなかろうか。

第9 章治:名辞の意味論であったのに対し， 第10章はG. Nu ch elmans による「命題

の意味論」である。 これは問題自身の構造を踏まえつつ， 歴史的展開を 適当にまと

めて， 分り易い論となっている。

第11章「共義語・論弁的命題・解明を要することばJ(これは目次および本文の題

ではなく， 各ページの頭に記されている題名に従っている) は， 本書の編者の代表

格と目されるKretz man口が執筆しており， 共義語 (s ync at egor emata ， つまり接続

詞， 副詞， 前置詞のように， 単独では命題の主語ないし述語になれない語のことで

あるが，論理学ではomn is といった語もこれに含めて考えられる〕に関する理論の研

究となっている。 力点は題名が示すように， 共義語を含む論弁的命題(sophismata ，

例えばSocrates bis u idet omnem hominem praeter Plato)が どのように論じられて

きたかを分析することに置かれ， 更には解明を要する命題 (exp on ibl e pr op ositions) 

における共義語の理論の役割にまで言及している。 テキストへの真剣な取組みは本

書が目指す所をKr etz mann自ら実践してみぜたものといえるだろう。

第12章， Spadeによる「解不能なものJ(insolu bil ia ，主として「私は嘘を言ってい

る」という類のパラドクス) は， この問題に関するSp a de自身の年来の研究成果の

上に立つ総括的小論であり， 説得的である。

第13章は， 編者の一人である Pi nb or gによる「純理論的文法J( specul ative Gr am

mar)。これは， 13世紀後半に起った「様態論的J ( m odi s tic)文法一-modus sign ifi 

candi という視点から理論構成をするものーーの研究である。 様態論者(modゐtae)

の論理学・文法学の研究に関する研究業主責が知られる P inb orgならではの説得力あ

る論文であり， 前記7 章， 8章で触れられている様態論者への言及と合せ読むと，

より興味深いであろう。

最後に一言付記するならば， 本 書の最後にある中世哲学関係文献表等は研究上非

常に便利なものとなっている。




