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これらの根本概念が内から把握されていない憾みを残す . ま た詩的形象に富むとして

も聖書が世俗の文学と同じ精神において重芸術と呼ばれうるか は大きな問題である. ア

ウグスティヌスの哲学が「神と魂を知りたい」とい う『ソリログィア』の言葉で貫か

れているとしたら， 一層の自己認識と存在理 解の深化が求められるところである . し

かし， 博士論文を基礎にして従来の研究文献を博捜し， 豊富な註で論拠を示して描か

れたアウグスティヌス美学の以上の像は， これからの研究が必ず顧みるべ きひとつの

新たな成果を示していると思われる . そしてこの書に描かれた美学の像は， 未だ書か

れるべ くして書かれていないプラトンの美学を考える際にも， はなはだ示唆的である

ことを指摘しておきたい. 著者キャロル・ ハリソンは英国ダーラム大学 でラテン中世

の歴史と神学を専攻する講師である .
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Armand Maure r氏はG ilson の高弟でTorontoにあるPontifical Institute of 

Mediaev al Stud ie sの メンバーとして活躍され， 退官後の現在も精力的に研究されて

いる方である. 本書は氏の 4 0 年に わたる研究成果の結実ともいえる論文集である . 序

文において著者は， この問中世思想研究は新たな原典の校定出版を経て飛躍的に進展

しているので， 中世の哲学における研究状況をそのまま反映し ている， といってい

る . それゆえ， あるものは書き改められ， テキストも新しい校定本への注記が な され

ている . 論文題目は本稿末尾に記したが， Thomas Aquinas のものが 7， Sige r of 

Brabantのものが 3 ， D ietr ich of Fre iberg が 1， Hen ry of Harclayが 2， Jo hn 

of Jandun が 1， Francis of Me yronnes のが 2， W ill iam of Ock hamのが 5， エ

ピローグとしてこれらの研究成果を踏まえて13世紀哲学との対比において1 4世紀哲学

の特徴を浮かび上がらせるr 1 4世紀哲学のいく つ かの観点J， 19世紀以来の中世思想
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研究者たちにおける中世哲学の理 解の変遷を示す「中世哲学とその歴史家たち」とい

う講演原稿， 計22篇の論文からなる.

各々示唆に富む力作であるが ， 紙数が限られているので収めら れ た論文全てについ

て逐一論評する ことは 断念し ， こ こでは 副題にも ある「トマスと 後期中世の哲学の研

究」という視点から全体的な論評を試み ， また ， 研究成果を踏まえ た著者の 2つの講

演はわれ われにとっても興味深いと思われるので ， この点を中心に紹介する ことにす

る .

著者の研究スタイルは ， Aristoteles (以下 Arist. と略記)， 教父 ， Ave roe s 等伝

統の原典研究を踏まえた上でのテキストにそくしたかなり精微なもので ，Thomas と

Scotus ， O ck ham (以下 Scot. ， O ck. と略記)を 主軸とする哲学史的な研究といえよう.

論点の摘出における特徴として ，Thomas を論じる時も問題定位においては 後期スコ

ラ ， 近代初期(特に Des carte s ， M ale b ran che ， Le ibn iz)， Kantや 現代の言語 ， 分析

哲学をも射程に入れていると ころがあげられよう . 近代に影響を与えたCayetanus .

Sua re z等のThomismを片方で論じつつ ， それと Scot. ， Ock . との対比からThomas

そのものを論じるなど ，Thomas の立場の独自性を浮かび上がらせつつその問いの哲

学史的研究となるとい う両面を備えている(特に論文 4 ， 6に顕著・以下論文番号の

み記す ). しかしその分Thomas の全体的思想の中での問題の展 開という点で評者と

しては物足りなさを感じると ころもあり ， またG ilson の 解釈を踏襲しており首肯し

かねると ころもある.

Sige rus に関しては E rne st Renan以来近代思想のモデルとなる信仰からの哲学の

分離を中世世界にもたらした根本的 A rist. 主義の問題を広い歴史的視野において扱っ

ている(8，9， 10).Thomas 以降のものを論じる際にも教父とThomas の文脈との対

比から近世初期にいたる方向性を示す「問題」の哲学 「史」的研究であると ころに特

徴がある. Sco. は 主題的に取り上げてはいないが ， 存在の一義性の問題( 12)や Ock.

や 近代へ至る被造物における因果の理 解の変遷の源泉や(14)実在論をめぐる問題( 15)

などを取り上げ， Ock .に関しては可能なものや 唯名論の問題を同時代者との絡みで論

じている(17 ， 18， 19 ，20)また， r O ck.の剃刀」に関してなど(2 1)解釈の再考を促した

りする哲学史的「公平」さも随所に散見される.

さて ， f 14世紀哲学の幾つかの観点(22)Jにおいて著者は ， 14世紀哲学には ， 確か

にスコラ的な方法 ， ラテン語， 古代中世の著者と同じタームと引用など 13世紀哲学と
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の連続性は見られるが， いくつかの特徴があるとし， 4 点にまとめている.

1 .  1 260年代の Ave roe s主義の台頭と1 277年の 断罪によって， 特にParisと O xford

において Arist .に対して慎重で批判的な態度が見られるよ う に なり， 新たなそして

より適切な基礎を求め始めた. キリスト者の神に到るためには Thomas が模範とし

た Ar ist. 的な自然、学的証明ばかりではなく， 形而上学的論証も必要である. それは

Scot .の無限な有の証明において頂点を迎えると著者は見ている. Eck hart も存在を

越えた無や ー者にキリスト教的真理の基盤を求めたし， Nicholas of Autrecourt は

初期ギリシャの Atomism に新たな基盤を求めるようになる.

2. 全能の神と単に非必然的な被造物を強調する結果， 可能なものの思弁に従事する

ようになった . Scot. 主義者や Ock . 主義者達にとって神は全能で自由な創造者であ

るので， 神だけが必然、的な存在であり， 非必然、性が自然、と恩寵の秩序を支配している.

したがって可能なもの， 無矛盾的なものについてのみ学的必然的な命題を形成できる.

これが Scot. が神の存在の証明を世界の動者や 原因が有るという現実的な非必然的な

事実によりも無限な有の可能性の上においた理由で‘ある. また， Ock .主義者にとって

は人間の存在も人間が人間である ことも必然的ではない. しかしもし人聞が存在する

と前提するならば「人聞は人間である」も必然、的になるとして， 前提的なも の が主題

となる.

この現実的なものから可能なもの・前提的な も のへの 哲学的転回は進行し， Scot . 

は形而上学の対象は現実的な実在の有ではなく， 可能的な有， 本質または何性的有と

した. 現実的な有は形而上学の中心点だった有の単なる属性又は限定になってしまい，

もはや 哲学は実在論的ではあり得ず， 哲学の主要関心は実在を担う可能的なも のとし

ての本質となる. また Ock. にとって現実的に実在する世界は個物からなるが， 哲学

者の対象は普遍であり普遍性はただ名辞のみに見出される. Ock .は名辞を要素とする

命題が哲学の対象であると結論した. こうして哲学は第一義的・直接的 に現実的に実

在する世界の研究ではなく， 言語の研究に向かう ことになる.

3. また， 14世紀には自然神学や 形而上学の多くの議論が蓋然性に関する弁証的推論

に還元されるようになった. 蓋然性とその段階についての関心 は経験主義と唯名論の

結果である. 世界は個 物からなっており， 相互に何の共通点も な い. このような個 物

の唯名論的な世界においては一つのものの知は他のものの知へとは導か な い. 各々の

ものはそれ自体で知覚されるしかない. それゆえ何かが他の も のの作用因である こと
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は証明しがたく， 経験だけがそれを確証する. 感覚的対象の明瞭な直観と人間の内的

はたらきと感情， それゆえ， 可能なものの帰される無矛盾の原理は確かで あ り， それ

以外は蓋然的な知の領域となる 弁証的推論の優位はスコラの議論の傾向を定めた.

4 . 最 後に最も重要なことは， 唯名論と個の強調であるという. Ock. 自身は現代人が

言うほどの徹底した唯名論者ではなく「中庸の」唯名論者である. しかし Ock. はこ

れによって中世思想に革命を起こした. Ock .にとっては実在は徹底して個物であり共

通普遍的なものではない. 名辞や 概念でもそれらが実在である限り個的で あ り， それ

らの普遍性はただ多くのものの印であるという事実にのみ存する. Ock. は個物は数に

おいてのみならず， 本質においても異なるとした. 中心的思想は単純に個である実在

性の概念である.

以上のような観点から Scot. と Ock. が次の世紀の思想のスタイルを決定したと論

じている.

「中世哲学とその歴史家たち(23) Jにおいて. 著者は歴史家たち の間で中世の哲学の

本性について特に神学と哲学の関係について意見が一致している わけではないので，

19世紀以来の中世「哲学」の理 解の変遷をたどり，Gi1 sonによる新しい展 開をみる.

中世哲学の「学問」的な研究は 19世紀に， V ictor Cou sin によって始めら れ た.

しかし彼は中世の哲学は「神学」であると考えていた. 彼の影響のもとに Barthé lé my

Hau ré auなど中世の歴史家たちの学派はルネッサンス以来のスコラ 主義に対する偏見

を取り除き， 中世世界にそれ自身の方法ーを持った哲学をみ， カロリンガ期以来の「学

校」で教えられた哲学とする.

19世紀の 後半において， E hrle， Denifl e， Baeumker， Erdman， Uberweg， Heinze， 

Picavet， Willmann， Mandonnet， G rab mann たちの探求によって中世の哲学の複雑さ

があら われるようになった. 世紀の変 わり目に大きな影響を持った Mau rice De Wu lf 

によると， 学校哲学はアゴラ哲学と同じ意味のない定式化であり， 中世哲学 と は指導

的スコラ学者による共通の哲学的体系であり， 中世哲学の中世神学からの独立性を強

調する.

そして Arist.， Av icenna， Averoe s， Platon， Ne oplatonismの影響など， 広範聞

に研究は進んだが， このような状況で Et ienneGil son は， Descarte s  とその背景

としての中世哲学を学ぶうちに， De scarte s 以上の形而上学者を中世の内に見出し，

Thomas， Bonaventu ra の研究を通して， 両者全く異なった哲学であることを確信し，
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通史的研究から中世に共通のスコラ的総合はなかったとする . また，Thomasの有と

存在に関する独自性を見， 洗礼された Arist. 主義とか共通のスコラ主義の代表者と

する見 解を退ける . 更に彼は歴史的研究を踏まえて， 中世の哲学 の源泉にはギリシャ

哲学特に Ari st. 主義と， キリスト教の啓示とがあり， キリスト教の決定的影響の内

に 古代世界においては知られていなかった哲学的概念が中世て、作られたのであるから，

中世哲学はキリスト教「哲学」の名に値する . キリスト教哲学はしかし， Augusti nus 

主義， Albertus主義， Bonav entura主義，Thomas主義， Scot. 主義， Ock. 主義な

ど異など異なった 相互に還元できない哲学的総合を含み， どれも神学か ら独立ではな

い. 単なる哲学者によってではなく， 彼らの神学の理性的な道具として神学者によっ

て作られたものである . 彼は神学の著作の中に哲学を， 理性的に証明さ れ たテーゼを

引出し， 中世のキリスト教「哲学」として示す . 彼らは哲学的に思考し， 哲学の新し

い概念を形成した哲学者なのである . こうして中世「神学」が 中世「哲学」の理 解の

ための鍵となる.

最後に著者はわれ われは近代的概念によって中世を理 解する危険に常に取り固まれ

ているのであり， 知性とイマジネーションをはたらかせて常に級密な努力を重ね， 彼

らの思考法に従って， 彼らの精神によって理 解していかなければならないという.

確かに中世思想・ 哲学を学ぶものの心しなければならない点であろう .

収録論文の表題は以下の通りである.

1. Form and E ssence i n  the Philosophy of St. Thomas 

2. St. Thomas and the Analogy of G enus 

3 .  A Neglected Thomistic Text on the Foundation of Mathematics 

4 .  St. Thomas and E ter nal Truths 

5 .  St. Thomas on the Sacred Name 'Tetragrammaton' 

6 .  The Uni ty of a Sci ence: St. Thomas and the Nomi nali sts 

7. St. Thomas and Hi storicity 

8. Esse and Essent�a i n  the Metaphysics of Si ger of Bra bant 

9 .  B etw een Reason and Faith: Si ger of Brabant and Pompona z zi on the 

Magic Arts 

10. Si ger of Brabant on Fables and Falsehood i n  Reli gion 

11. The De Quiditatibus Entium of Di etrich of  Frei ber g and its Critici sm o f  
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Thomistic Metaphysics 

12. Henry HarcIay's Question on the Univocity of Being 

13. Henry HarcIay' s Questions on Immortality 

14. John of Jandun and the D ivine CausaIity 

15. Francis of Meyronnes' D ef ense of E pistemological Realism 

16. The Role of Infinity in the Thought of Francis of Meyronnes 

17. The Role of D ivine Ideas in the Theology of W iIliam of Ock ham 

18. Ock ham on the Possibility of a Better W orId 

19. Method in Ock ham' s NominaIism 

20. W ilIiam of Ock ham on Language and ReaIity 

21. Ock ham's Raz or and Chatton's Anti.Raz or 

22. Some Aspects of  Fourteenth-Century PhiIosophy 

23. Mediaeval PhiIosophy and its Historians 

なお ， 氏は現在オッ カムに関する著作を準備中とのことである.


