
国際学会報告

第8回国際中世哲学会

野 町 啓

第8回国際中世 哲学会は， 1987年 8月24-29日， フィγランドのへル シンキ大学をメ

イン会 場として ， “Knowledge and the Sc ienc es in Medieval Philo so phy" のテーマ

のもとに開催された. 日本か らの 参加者は， 九大 稲垣， 早稲田小山， 慶応大 出， 南山長

倉， 滞独中の和歌山大 八巻， 聖心 Goessmann， 山崎， 学振研究員金井， 筆者の 9 人で

あ り， このうち Goessmann， 長倉， 山崎の三氏が，それぞれ ， Hildegard von B in gen， 

Bonaven tura， An selmus について 発表を行った. この よ うに， 日本か らの 参加者は，

Lo uva in-la-Neuve で 行 われ た前回に比べ， 名前を挙げるこ とが煩わ しくないほどの

少人数であった.

会議は， ヴィ トゲンシュタインとの親交で安日られ ， ケムブリッジにおける彼の後継者

でもあった G. H. v. Wr ight の “Dante between Ul ysses and Fa ust" と題するオー

プニングレクチュアーに始 ま り， 四つの個別のテーマによる全体会議， セク ションに別

れての研究 発表 ， また， 前回と同様， 若手研究者を中 心とするテキストの校訂， コンピ

ューターによる文献処理等 ， 研究上の情報交換とでもいう べきコミッ シォーγの構成が

と ら.hて いTこ.

今回の学会の 特色を最も よく示して いるのは， 次に掲げるよう な四つの全体会議のテ

ーマであろう . 1. Tull io Gregor y: Forme de la conna issance et idea ux de savo ir 

dans  la culture mé diévale; Jakko Hintikka: Conc epts of Sc ientific Metho d  from 

Ar istotle to Newton， 2.  M. E. Mar mura: The Fortuna of the Posterior Analytics 

in the Ara bic Middle Ages; L. M. De R ijk: The Posterior Analytics in the Latin 

West， 3. W. St凸zew ski: Metaphysic s  a s  a Sc ienc e，4. A. de Libera: Le développe・

ment de no uvea u  in strumen ts conc eptuels et leur util isation dan s  la philo so phie 

de la nature.さ らにこれ に加えて， 8月26日， 会 場をフィンランド辰古の都市トゥル
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タ(オーヴォ) の大学に 移し ， 会長のJ. Murd och を司会者とし て ， シγポジウムカt

行 われ た. その題目tは土丸，

Discip line in the Midd le Ages" で あ り， 提題者は， L. Bnakis (Die the oretische 

und praktische Aut onomie de r Philosophie als Fachdisziplin in  Byzanz)， H. Daibe r 

(The Aut onomy of Philosophy i n  ls lam )， C. Sirat (Le Corpus des s cie nces selon 

les phi losophes juifs du Moye rトÂge )， J. M are nb on (The The oretical and Practical 

Aut onomy of Philosophy as a Discipline i n  the Midd le Ages: Latin Philos ophy， 

1 350ー14 00) であった.

今回の大会の詳細とその成果は， いずれ刊行されるであろうActesによるほ かない

(ちなみに前回のそれは， Philosophes Médiévaux， t. XXVIとして ， (L' H omme e t  

son unive rs au Moye n Âges > のタイトルで ，C. Weninをエディターとして1986年

出版されている ). 筆者は， すべての部門に参加したわけ ではなく， ここで学会の全容

を述べ尽くすことは不可能で‘ある . ただ 全体の印象としては， 以上に挙げた発表者やテ

ーマ からう か がえるように ， 中世に おける くScie nce >の位置づけとそ の方法論の検討

に 重点が 置かれていたように 考えられる . ただい ‘Science 'が「科学」・「学 問J (その

場合 ， さらに哲学・神学のいずれを指す か )のどちらを意味するかは，それぞれの 発表

者によ り， また場面によ りユュアンスが 異な り，したがって 全体としても 必ずしも分明

ではない感を受けた. ‘Science 'は， (a s cience )と単数で呼ばれたり， くscie nces >と

復数で、呼ばれたりし てい たが ， ‘Scie nce 'というヨーロ ッパ語自体 が 持 つ言葉としての

唆味さ が ， はからずもこの学会でも露呈されたように 筆者には思われてならな かった.

ともあれ前回の学会では， 中世に おける人間とそ の宇宙が，今回の学会では ‘Science '

が ，それぞれテーマとされたことに ， 現代において中世の 意義が 問い直される 必然性と

局面と が示されているように思われ ， 興味深いもの があった.

な お今回の学会は， 197 3年， {{The Cultu ral Context of Mediev al Le arning }} のテー

マの下に開催さ れたColloquium (そのProceedings はSynthesis Libraryの v ol.

LXXVIとして Murd och の編集で刊行されている )と かな り共通する 傾向を持って い

るといって よい . 実際この Colloquium の中心にいたMurd och，T. G regorory， E. D. 

Sylla， G. Be auj ou anは， この大会で も ， 提題・発表・司会等を行っているのである.

こうした特色は，統一テーマからも当然だとい えるが ，会長がMurdochであ り， W ri.  
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ght やその後継者 Hintikka が活躍するへルシンキ大学 が会場とされたことにも よると

ころ多大であるとい え よう . また前回との比較でL、 えば， Lo uvain- la・N euveで、は ， 筆

者もその名前を知っているいわゆる老 大家 が多数見 受けられた が， 今回は Ver b ek e教

授の元気な質問の姿だけ が一際印象に残った ほど， 何 か中世 哲学の分野での世代交代 が

徐々に進んでいるような印象を 受けた . さらにへルシンキの駅や空港， トヮルクの大学

でもらった案内に， フィンランド語のほ かに「へル、ンングフォルスJ， rオーヴォ」とい

ったスウェーデン語の表 示 が併記されているのを見て ， 第7回大会後ベルギーを旅行し

た際， やはり駅名等 がフラマン ・フランス両語で書 かれていたことを 思い 出し， ヨーロ

ッパにおける言語と民族の複雑な歴史的絡み合いの一面を かいまみた感を深 くしたので

ある.


