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中 村 治

序

近代的な世界観の基礎は17世紀に構築さ れたということができるであろう

が， その世界観を構築した人々が目的と方法について述べている内容は， 13， 

14世紀における彼らの先駆者たちが述べていることによく似ている. 17世紀

における近代的な世界観の構築は， 13世紀の哲学者たちがギリシアとイスラ

ムの知的遺産をラテン語で読んで消化した時に始 まる西ヨーロッパの知的活

動の第 二の局面と見なさ れるべきものなのであろう. しかし13， 14世紀の自

然学がその ま ま発展すれば17世紀の科学が生 まれるというものでもない. 両

者の聞にはやはり大きな相違がある.

中世自然学の中心的な学説はほとん どすべて大学の学芸学部， 医学部， 神

学部での授業で使われる書物と関連して展開さ れ， それを展開したのは大学

の教師と聖職者であった. それらの書:物で取り扱われる主題について学ぶ時，

彼らはアリストテレス， プトレマイオス， ユーグリッドな どの原典から全く

離れ去ってし まうということはなかった. 彼らは自らが取り扱っていた自然

学的・ 宇宙論的問題を純粋に科学的なものと見ることはほとん どなかったの

である. さ てそのような中世自然学において中心的発展がなさ れたのは， 神

学と密接な関係のあった哲学の枠組みの中においてであった. そのため， 中

世における自然、学は同時に自然哲学でもあった. しかし中世の自然哲学の目

的と17世紀以後の科学哲学の目的の聞には， 一つの根本的な違いが見出さ れ

る. ガリレイ以後の科学者の関心は， 科学が解決しうる具体的な問題の範囲

を次第に広げていくということにあった. ところが中世の白然哲学者i.l:， 経
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験の世界における具体的な問題によりも， 彼ら自身の形而上学や神学と自然

哲学がどのように適合するかということに関心を持っていたのである. また

方法に関しでも相違が見られる. 経験的検証の原理への関心は13世紀以後ず

っと続くが， 17世紀以後の科学者が， 実例を まじめに取り上げ， 実験と測定

による詳細な事実， および現実に自然界に現れてくる数学的な関係に注意を

払うことによって， 物理学と宇宙論の理論的枠組み全体に根源的な革命をも

たらすようになったのに対し， 中世の自然哲学者は一般的主張を観察によっ

て試すということを少しもしなかった. これは中世の自然哲学者がなりそこ

ないの近代的科学者ではなく， 哲学者だったからであろう.

さ て中世自然哲学における最大の問題は， キリスト教神学の宇宙論とアリ

・ストテレス哲学の宇宙論の関係であった. それゆえ宇宙論においてこそ我々

は中世の自然哲学の性格を最もよくとらえることを期待できるのではないだ

ろうか. 小論においては14世紀の最もすぐれた自然哲学者の一人であるニコ

ル・ オレームが『天体論註解』において展開している地球自転説に関する思

考実験を取りあげたい. ただしそれはオレームの科学史上での業績を評価す

るためではない. その思考実験において見られる知についてのオレームの考

えを考察することにより， 中世自然哲学の性格を把握できるのではなし、かと

思うからである.

第1章 地球自転説に関するオレームの思考実験と

グラントのオレーム懐疑主義者説

ニコノレ・ オレームは， おそらくノルマンディーのカーンの近くで生 まれ，

パリ大学神学部を出て， 後にはルーアンの聖堂参事会長， リジューの司教と

なった人であるが， すぐれた自然哲学者でもあり， 不思議な自然現象を説明

するのに， 霊的な力や天体の非物体的な力に安易に頼ろうとする魔術や占星

術を批判し， 主としてアリストテレスの自然学書， ユーグリッドな どを研究

し， 白然現象の説明に大胆に数学を導入したことで有名である.

オレームがシャルル5肢の要請によってアリストテレスのラテン語訳から
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フヲンス語へ翻訳してそれに註解をつけた『天体論註解』における地球自転

説に関する思考実験を取りあげるためには， 先ず， 世界とそれを動かすもの

についての彼の考えを概観しておく必要があるであろう. 彼は次のように考

えていた. 宇宙は無限で， そこに複数の世界があり， 世界と世界の聞が空虚

になっていることが可能である. そのうちの一つが我々の世界ということに

なるが， オレームは無限の宇宙や他の世界が実在しているとは考えていなか

った. この世界全体は， 球形をしており， 天界と下界に分かれている. 天界

は， 第5元素でできている. 天界には， 外側から順番に， 恒星， 土星， 木星，

火星があり， 次いで， 11慎番がはっきりしないが， 太陽， 金星， 水星があり，

最後に月がある. それらは各々， 天球にくっついている. 下界は四元素でで

きている. 月の天球に近い順番に， 火， 空気 ( これは上層， 中層， 下層に分

かれている)， 水があり， 世界の中心には土がある. 天界は日周運動をし， 恒

星天球と各惑星天球はそれぞれ固有の運動もする. 下界においても， 火の層

と上層の空気は日周運動をする. それゆえこの世界は， 日周運動の有無とい

う観点から， 一方で， 天界， 下界の火の層と上層の空気一一これらは日周運

動をするーーと， 他方で， 中層と下層の空気， 水， 土一一これらは日周運動

をしなし、一ーに分かれているとも言えよう. 天球を動かしているのは天使で

あるが， 究極的には神である. このように見てくるなら， 世界とそれを動か

すものについての彼の考えは， 基本的にはアリストテレス的であるが， キリ

スト教神学と論理に適合するようにそれに変更が加えられているといえよう.

オレームは， 世界の構造と世界の動かし方を以上のように考え， それを想

定しながら地球の自転に関する思考実験を『天体論註解』第2巻第25章11

において次のような仕方で行っている. オレームは， 天界 ( と火の層と上層

の空気 ) というよりは地球 ( と水の層と下層と中層の空気) が日周運動して

いるとし、う結論に好意を持って考察することは可能で、あるように思えると述

べ， その理由を以下の3 つの観点から述べている.

I いかなる経験であれ， 天界が日周運動していることが真であると示せ

ない.
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E 天界が日局運動していることが真であると理屈でも示せない.

E 地球が日周運動していると考えられる理屈を積極的に示すこともでき

る.

これを例をあげて見てみるなら， Iの( 1 ) 我々は， 太陽， 月， 星が昇りそ

して沈むのを見ることができるという主張に対しては， オレームは観察さ れ

る唯一の運動は相対的な運動であるから， 世界の上層部が動いて， 下層部が

静止していようが， その反対であろうが， 我々には世界の上層部が動いてい

るように見えると答えている.

また Iの(2 )地球が日周運動で動けば， 我々や木や家が 西から東へ 極めて

速く動き， そして風が極めて強く東から吹いて， 大きな音をたてるであろう

が， そのようなことは経験さ れないとし寸主張に対しては， 地球と共に水の

層と空気の層も動いているので， 空気が動いていないように思われるとも考

えられるとオレームは答えている.

また Iの(3)地球が西から東へ極めて速く回転し， そして誰かが石を真上

に投げ上げるなら， その石ははるか西に落ちるであろうが， 実際には投げ上

げた地点に落ちてくるとL、う主張に対しては， その石は， 東への運動と真上

への運動と合成さ れた運動で動かさ れているので， 投げ上げた地点、に落ちて

くるとも考えられるとオレームは答えている.

次にEの天界が日周運動していることを示すように思われる理屈， 例えば

Eの(6)天界が日周運動していないならそのことは聖書に反するであろうと

いう主張に対しては， r日は上り， 日は沈みJと書かれている節は， r神が後

悔した」とか「神が怒りそしてなだめられたJ と書かれている箇所と同じく，

民衆のことばの習慣的用法に従っているだけであり， 実際には地球が動いて

いるとも考えられるとオレームは答えている.

またHの(7)聖書は太陽がヨシュアの時代にその動きを止めたと述べてい

るではないかとしづ主張に対しては， それは見かけ上のことであり， 実際に

ヨシュアの時代にその動きを止めたのは地球で、あったとも考えられるとオレ

ームは答えている.
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次にEの地球自転説に好意的な理屈は， 地球が動く方が天界が動くよりも

容易であるというのが多く， 例えばEの(7)天界と比べると極めて小さ い地

球が日周運動するなら， 天界が猛烈な速度での日周運動をしなくてすむとい

う主張がそうである. このような主張は9つ挙げられているが， それらに対

する天動説の側からの反論はなさ れていない.

!とEでは天動説と地球自転説が五分であり， mでl土地球自転説が有利と

思われるのだから， 地球自転説に有利とも思えるこのような議論を見ると，

14世紀のオレームが16世紀のコベルニグス， 17世紀のガリレオの議論を先取

りしていると考え， オレームが地球自転説をとると思いたくなる. ところが

彼は以上の議論に続いて次のように言う(144b-c) . 

「しかし天界が動き地球が動くのではないと， いずれの人も主張するし， 私

自身も信じる. なぜなら<神は地球を堅く建て， それは動かさ れることがな

いであろう>からである. 反対理由にもかかわらずそうである. なぜなら，

反対理由は明証的に結論を下している説得ではないからである. しかし上述

のことゆえに， 人は， 地球が動き天界が動くのではないと信じることができ

るであろう. そしてそれに反対のことも明証的でない. それにもかかわらず，

一見したところでは， 地球が動き天界が動くのではないことは， 信仰のすべ

てのあるいは多くの箇条と同じぐらいに， あるいはそれ以上に自然理性に反

するように思われる. 私がこれ までこの仕方で気晴らしによって述べてきた

ことは， 信仰を理性によって論難しようとする者を論駁しその過ちを替める

のに価値ある手段として役立ちうる。l

オレームが地球の自転を擁護するのではなし、かと期待する我々には， この

箇所のオレームのことばはやや意外である. しかしそのように感じたのは，

我々だけではなく， 中世宇宙論の権威であるエドワード・ グラント(Edward

Grant)もそうであったようである. 彼は， オレームの『天体論註解』のこの

箇所について， 次のように論じている.

「このような陣立ての印象的な議論の最後になって， オレームがこの問題が

科学的に まだ確定していないと信じているのみならず， 伝統的な見解に執着
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しているのを知るのは， 驚きである. ……地球の回転は， キリスト教の幾つ

かの信仰箇条がそうであるように， 自然理性あるいは通常の把握に反してい

る. 信仰箇条は信仰によって受け入れられる. しかし信仰は， 自然学的ある

いは科学的問題の決定において自然、理性を放棄する理由となるには不十分で、

あるように思われる. 自然学的， 天文学的， 宇宙論的根拠に基づいてそれと

反対の仮説をとなえることも同様に可能である. 科学と経験は反対的仮説の

聞に立つ場合， いずれかに決定できない. オレームは最終的に拒絶すること

になる仮説を精巧にそして才気縦横に擁護したが， その擁護は隠れた動機に

よって促さ れていた. 彼は， キリスト教信仰を， 人間理性， 経験， 科学に基

づく論証から護ることを意図していたのである・H・..

理性を まごつかせるために理性を使うことにより， オレームは， 神学者が

哲学者を まごつかせるために哲学を用いた時に哲学と神学の聞の争L、から現

れてきた懐疑主義的伝統の後継者であることを， 自ら明らかにしている. 神

学者であり科学者でもある彼は， 戦場を科学の領域に移し， そこで科学者を

科学と理性で まご、っかせるのである. 真の知は信仰によってのみ得られる.

自然学的世界に関する事がらについては， オレームは， ソクラテスを真似て

く私は何も知らないということ以外何も知らなし、〉と愉快そうに告白した. 2) J 

グラントの主張を整理すると次のようになるであろう. 0オレームは自然

哲学が信仰にとって脅威であると考えていた. 0オレームは神学者が哲学者

を まごつかせるために哲学を用いた時に哲学と神学の聞の争し、から現れてき

た懐疑主義的伝統の後継者である. 0オレームは真の知が信仰によってのみ

得られ， 自然学的世界に関することがらについては何も知られないと考えて

いる. グラントは また別の箇所で、次のように言って い る. Iオレームは 信仰

の真理を強調して自然学的な知を損なおうとする類の神学者であると理解す

るのが最もよい...・.. オレームの目的， そして快楽とさ え言ってよいもの一

つが， 人間理性が自然学的世界についての確実な知に到達できないことを強

調することであったということは， ほとん ど疑いない……西洋思想史におけ

る多くの懐疑主義者と同様に， 彼による無知の表明は， 謙遜の行為ではなく，
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むしろ倣慢の表明であり， 冴えたそして教育ある精神の持ち主の自信を隠す

ための試みで‘あった」町. ここでも グラントは， オレームが 懐疑主義者 で あ

り， 自然学的世界についての確実な知は得られないと倣慢な仕方で考えてい

たと， 主張しているのである.

このような主張は グラントだけのものではない. 高名な中世科学史家A・

C・ グロンピーも， 地球自転説に関するオレームのこの思考実験の箇所に基

づき， 1オレームはキリスト教信徒で あ る と同時に哲学的な懐疑論者であっ

た同時代の人々の問でごく普通であった立場をとっていたように思われる.

彼は喜んで理性を無条件的に啓示の下に置き， 同時に， 理性を まごつかせる

ために理性を用いたJ 41と述べているからである.

第2章 ゲラントのオレーム懐疑主義者説に対する批判

しかしこのような主張には問題があるのではないか. 先ず， この主張は聖

書を字義通りに解釈してそれに従うことを信仰と考え， その意味でオレーム

を信仰を護るのに熱心な人と考えているようである. 確かにオレームは「神

は地球を堅く建て， それは動かさ れることがないであろう」という『詩篇』

からの詩句を字義通りにとって天動説擁護のために用いているようにも思わ

れる. しかしその少し前の筒所で， 彼は『ヨシュア記』からの有名な文 章を

地球の自転と矛盾しないように解釈するのに少しも時賭していないのであっ

た ( IIの(7)の主張に対する反論). 彼は聖書をいつも字義通りに解釈すべき

だとは考えていないし， そのようにすることが信心深いことだとも考えてい

ないのである.

また グラントは， 自然哲学者と神学者の聞に戦いがあり， 神学者は理性に

よって自然哲学者を まごつかせ， それが懐疑主義的伝統を育み， オレームは

その伝統に属していたと考えているようである. しかし自然哲学者と神学者

の聞には， 当時そのような戦いが本当に あった の か. マレンボンに よ る と

113世紀中頃からアリストテレスの著作集を教科書として用いた学芸教師は，

神学者の敵対宥であったのではなく， 学芸教師が自分の従属的そして準備的
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役割を受け入れていた共通の事業における協力者であったJ 5) し， また グラ

ント自身， 上述の『中世の自然学』の15年後に発表した「中世における科学

と神学」とし、う論文において，次のように述べている. I中世の神学者が， 自

然哲学と神学の両方いずれにおいても広範囲でかつ徹底的な訓練を受け， 自

然哲学と神学を相互に関係づける独占権を持っていた こ と は， �命題集』と

『聖書』についての広範な中世の註解文献において科学と神学の聞の争いが

欠如しているのを説明する鍵を， 提供するかもしれない. 中世の神学者であ

り自然哲学者でもある者は， 多くの争点に対し， 一方の原理を他方の原理に

従属させ， 争いと対決を避ける方法を知っていた. 彼らは， 仮説的な条件と

可能性のすべての様態と， 事実に反する条件と可能性のすべての様態を同時

に追求しながら， 自然、哲学と神学を調和さ せるのに優れた立場にいたのであ

る. キリスト教が生存のために戦っていた古代末とその後の困難な時代に比

べれば， 1260年代と1270年代を除くと， 中世末は， 科学と神学の聞の長い相

互関係においては， 相対的に穏やかな時代であったJ 6) . それゆえ， グラント

自身の見解に従っても， 中世後期には科学と神学の聞に争いはなく， 神学者

オレームは科学者を科学と理性で まご、っかせる必要な どなかったはずである.

さ らに グラントは， 地球が自転しているのか天界が まわっているのかとい

うような宇宙論に関する問題は自然学の問題であるのに， それの解決をオレ

ームが信仰に安易に頼ったと考えているようである. しかし当時そのような

問題は自然、学だけに属する問題であると考えられていなかった. 確かに我々

は天界に関する情報を視覚を通じて得ることができる. 我々は天体の大 まか

な動ぎを観察できる. 我々は惑星の経路を観察できるし， 星座を背景にした

惑星の位置の変化を観察できる. しかし天界ははるかかなたにあり， 天界に

ついて視覚を通じて得られる情報はわずかであり不正確である. 他方， 天界

は何でできているのか， 天界は永遠であるのか， 天界を動かしているのは何

であるのか， 天界の動者の天界に対する関係は どのようであるのか， 天界の

かなたには何かあるのかといった問題は形而上学あるいは神学の問題であっ

た. 事実オレームは「規則的に動かさ れている時計がし、かなる知的な原因も
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なしに偶然によって動くと誰も言わないように， 天界の運動は人間の理解力

よりも偉大な何らかの知的な力に依存していなければな ら ないj 7)と;すって

いる. それゆえ， オレームが宇宙論を自然学のみならず形而上学や神学の領

域にもかかわるものと考えていたことは間違いない. このことは， 彼あるい

は中世に特有のことでは決してない. プラトンもアリストテレスもプトレマ

イオスもそのように考えていたのである. それゆえ仮にオレームが天界が動

くのか地球が動くのかというような問題の解決を信仰あるいは常識に頼ると

いうことがあったとしても， それは， その問題が自然学の問題であるにして

も， 天界に関しては視覚を通じてわずかで不確かな情報が得られるだけであ

るし， その問題が形而上学， 神学の問題でもあったからこそ， その問題を経験

と理性で決められず， その問題の解決を信仰あるいは常識に頼ったとも考え

られるのであり， 確実な知は信仰によってのみ得られると考えていた倣慢な

懐疑主義者だから信仰に頼ったということにはならないと思われるのである.

第3章 知についてのオレームの考え

ではオレームが， グラントが考えるような散慢な懐疑主義者ではなく， 聖

書を字義通りに解釈してそれに従うというレベルで、の信仰を理性と経験に基

づく論証から護ることを意図する者でもないとすれば， 経験と理性にもとづ

く知についてのオレームの考えは どのようなものであったのであろうか. 私

は， 我々が十分に経験しうる自然学的世界については， 確実と まではいかな

くとも， 蓋然的に知りうるとオレームが考えていたと思う. 例えばオレーム

は『不思議な現象の原因について』の序において「私は不思議なことと思わ

れているあることがらの原因をここで明らかにし， それらのことがらが， 我

々が通常は不思議に思わない他の結果と同様に， 自然に起こるということを

明らかにすることを企てる. それゆえ天界に， いわば最後のそして惨めな者

たちの避難所へのようにして逃げ込んではならないし， 悪霊に逃げ込んでは

ならないし， その原因が我々に十分に知られていると我々が信じている結果

以上に， 他の結果を栄光ある神が直接に創造したかのようにして， 栄光ある
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神に逃げ込んではならないJ81と言ってい る. 彼は， 不思議な現象と思われ

ていることが， 天界や悪霊や神によって起こるのではなく， 実際には自然に

起こるということを明らかにしようとしているのである. このような態度が

倣慢な懐疑主義者の態度と言えるであろうか. もちろん神は気 ま まに奇跡を

なしうるので， 自然界には一定の秩序というものがなく， 我々は自然界のこ

とがらを確実に知ることができないかもしれない. しかしオレームは「神が

奇跡を行う時， 神はなしうる限り自然の通常の成り行きを変えることなく奇

跡を行うと， 我々は仮定しなければならないJ91と言う. 神は， 論理的矛盾を

含んでいなければ， アリストテレスの自然学に反することでも成しうるとし

ても， 普段は自然の通常の成り行きを変えないし， 変えて奇跡を行うとして

も， 成しうる限り自然の通常の成り行きを変えることなく奇跡を行うのであ

る. それゆえ， 暫定的で蓋然的な性格を持つ自然学的な知を求めることをオ

レームは許したし， 奨励したと考えるのがよいのではないだろうか. そして

そのように考えることによってのみ， オレームが， 数多くの不思議なことや

奇跡的と思われることを自然学的原因によって説明しようと『質と運動の図

形化』聞や『不思議な現象の原因について』と い う著作において努力してい

るのが理解さ れうると思われるのである.

しかしそうだとしても 「我々の信仰を理性によって論難しようとする者た

ちを論駁しその過ちを答めるJというオレームのことばが気にかかる. この

ことばによれば， グラントが言うように， 信仰に基づく知というのがあって

絶対に確実であり， 他方， 理性は無力であるとオレームが主張しようとして

いたとも考えられるからである. しかし天動説か地球自転説かとしづ問題に

関して， 当時， 信仰上定 まった立場というのはなかったと思われるので， こ

こで「信仰」というのは常識あるいは世論， つ まり天動説のことであろう.

それゆえこの句は「天動説を理性によって論難しようとする者たちを.itmJ駁し

その過ちを各める!と解釈できると思われる. するとこれは次のように説明

できるのではないだろうか.

彼は難しい問題に取 り組む動機として四つ， つ ま り(1)荒恥心の欠如， (2 ) 
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どんなことにも原因を確立できると信じて誤って思考す る こ と， (3)知るに

困難なことと容易なことの間で区別することが で き ない無知と愚鈍， (4)真

理を愛することとものの原閏を知ることへの欲求を挙げているが， 彼が評価

するのは(4)だけであり， それ以外の動機に基づいて難しい問題に取り組む

場合には「神の多くの業において我々は好奇心を持つてはならなし、j11) と言

う. これを天界が動くのか地球が動くのかとし、う問題にあてはめてみるなら，

一方， 天界がはるかかなたにあり， 天界についての情報が希薄であるため，

また他方， 天界が形市上学的， 神学的なものとも関連しているため， その問

題の解決が極めて困難であり， 真理を愛することとものの原因を知ることへ

の欲求を持ち続けなければならないとしても， 彼の時代の学問の力では解決

不可能であるとオレームは考えたのではな い だ ろうか12)もしそうなら「信

仰を理性によって論難しようとする者たちを論駁しその過ちを答めるJとし、

うことばは， 蓋然的な知を確実な 知 と 混同 す る こ と を避 け， 軽信(facilis

credulitas) を戒めるためのものであると考えられるであろう. 天動説か地球

自転説かとL、う問題を明確に解決するためには， オレームの用意した極めて

すぐれた議論でさ え不十分なのだから， それより貧弱な議論しか準備できな

い者は地球自転説を明確に証明できたとか， 信仰つ まり天動説を論難できた

な どと借越にも思うべきではなく， オレームよりはるかにすぐれた議論を準

備する必要があるとオレームは主張しているように思われるのである. オレ

ームはある箇所で「容易に信じることは， 自然哲学の破壊の原因であるし，

あり続けてきたように私には思われる」と述べている13)(“faciIiter credere est 

et fuit causa destructionis philosophie naturaIis") . また彼は『天体論註解』の

一番最後において「私が断言することなく言い， そして書いていることはすべ

て， 大いなる謙遜と心からの恐れを持ち， いつもカトリック信仰の尊厳に敬

意を表している. そしてそれは万一， 信仰を中傷したり， 非難したり， 根拠

なく詮索してあ まりにも混乱に陥るような者があれば， その好奇心や借越を

抑えるためである」と言い， 続けて「真理への愛のゆえに私に反対して言い

私を叱るために研究するよう， 精妙で高貴な才能を持ち学への意欲を持って
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いる若い人たちの心を活気づけ， かき立て， 動かすために， 私はあえて次の

ように言うし， それは確かであると思っている. つ まり人聞は， これよりよ

くそしてすぐれた自然哲学書をへブライ語においてもギリシア語においても，

アラビア語においてもラテン語においてもフランス語においても見たことが

ないJ 14) と言っ て い る. オレームは， 軽信を戒め， r真理への愛のゆえにオ

レームに反対して言い， オレームを叱るために研究するよう， すぐれた才能

を持ち学への意欲を持っている若い人たちの心を活気づけ， かき立て， 動か

そう」とし， その若い人たちの目標として自らの『天体論註解』を示し， そ

れを乗り越えるように促しているように私には思われるのである.

ここで注意すべきことは， オ レームが軽信に対するこの戒めを自然哲学に

対してのみならず信仰に対しても保持していたということである. 彼は先に

引用した「容易に信じることは， 自然、哲学の破壊の原因であるし， あり続け

てきたように私には思われるjとし、う文に続けて「容易に信じることは信仰

においても大きな危険であるし， 大きな危険となるであろう. そして反キリ

ストを受け入れる原因となるであろうし， 新しい法の導入となるであろうJ

と言っているし， また， 天体の運動は相互に通約で き な い と主張して い る

『比の比Jl15)とL、う著作に お い て， 天体の運動は相互に通約できないという

主張は「哲学における多くの誤りと信仰における多くの誤りと戦うためにj

用いられるべきであると述べているからである. それゆえオレームが脅威と

考えていたのは， グラントが考えるように自然、哲学であったのではなく， 軽

信であったので、あり， その軽信は自然、哲学における軽信のみならず信仰にお

ける軽信でもあったと思われるのである. 彼が聖書の字句を字義通りに受け

取ることを信仰!と考えていなかったというミとは， ここからも明らかであろ

う.

第4章 オレームが天動説をとった理由について

しかしオレームが自然哲学においても信仰においても軽信を脅威と考えて

いたのなら， 地球が自転しているのか天界が動いているのかというような間
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題は解決するのが極めて困難であり， 我々はそれを明確に決定できないと言

って， オレームは問題をそこで放っておくべきだったのではないか. それに

もかかわらず彼が「天界が動き地球が動くのではないと， いずれの人も主張ー

するし， 私自身も信じる」と言ったのはなぜで、あろうか.

彼が地球の日周運動を否定するために挙げた理由をもう→度取り上げてみ

よう. それには3 つあった. そのうち「神は地球を堅く建て， それは動かさ

れることがないであろうJという『詩篇』からの詩句が理由となりえないこ

とは前に述べた. オレームは聖書の字句を字義通りに受け取ることが信仰で

あるとは考えていなかったから で あ る. 二番目は世論 で あ る. オレームは

「天界が動くといずれの人も主張する」と言っていたのであった. 三番目は

「地球が動き天界が動くのではないことは， 信仰のすべてのあるいは多くの

箇条と同じぐらいに， あるいはそれ以上に自然理性に反す る よ う に思 わ れ

るJということであった. ではこの二番目と三番目は天動説をとるための決

定的な理由となりえたで、あろうか. まず世論の方であるが， 世論は， 論証が

決定的な根拠を提供しえない時には， 決心のための理由を提供しえたかもし

れない16) しかし彼は世論が決定的な理由め代わりとなりえないことをよく

知っていたで、あろう. 次に「地球が動き天界が動くのではないことは， 信仰

のすべてのあるいは多くの箇条以上に自然理性に反するように思われる」と

いうことの方であるが， 確かに彼の考えではそうだったのかもしれない. し

かし彼はその直前に「地球が動き天界が動くのではないと信じることができ

るであろう. そして反対のことも明証的でなし、」と言っていたので、あった.

それゆえこれも彼にとって天動説をとるための決定的な理由となりえなかっ

たと思われるのである. 従ってオレームは， 天界が動くのか地球が動くのか

というような問題を明確に解決することはできないと言って， そこで、放って

おくべきだったのかもしれない. しかし私は彼が「天界が動き地球が動くの

ではなし、Jと断定せず， 地球が動くのではないと「信じる」と言っているこ

とに注意したい. 彼は「天界が動き地球が動くのではなし、」ということが確

実であると主張しているのではなく， どちらかと言えば「天界が動き地球が



66 中tH思想研究36ザ

動くのではない」と考えたし、と言っているのである. そしてそれは， 地球が

動き天界が動くのではないことが信仰のすべてのあるいは多くの箇条以上に

自然理性に反すると彼が考えていたのなら， 何ら不自然なこととは思われな

いのである.

しかし『天体論』第 2巻第25章における議論をもう一度思い出してみよう.

Iの「経験は天界が日周運動していることが真であると示せるか」という議

論と， nの「天界が日周運動していると理屈で示せるか」とし、う議論では，

経験も理屈も天動説と地球自転説の どちらが正しいかを示せないでいるので，

天動説と地球自転説は五分とみてよし、かもしれないが， 皿の「地球が臼周運

動していると考えられる理屈を積極的に示すこともできるJとしづ主張に対

しては反論が述べられていないので， 第25章の議論全体を見ると， オレーム

は天動説の方が自然理性に反していると考えているようにも思えたのであっ

た

しかし『天体論註解』全体を読めば， 世界とそれを動かすものについての

オレームの考えが基本的にアリストテレス的で， オレームが天動説を支持し

ていることは明らかであった. オレームはEで地球の日周運動に有利と思わ

れる理屈を挙げているが， それらが説得力を持っているとは思っていないの

である. ではEで挙げられた理由に対しては どのように答えられるのであろ

うか. オレームの先生と考えられているピュリダンの『天体論註解』第 2巻

第22問題17)においては， オレームがEで挙げた理由に似た理由が提出さ れ，

それに対する反論が挙げられているので， それをいくつか参考にすることに

しよう.

オレームのEの( 1 )の主張は， 天界の熱と影響を必要とする地球が， 益を

受け取るように自ら動くべきであるというものであった. そのような主張に

対するピュリダンの反論は， 他のものから受け取るものはなくとも他のもの

に完全性を与えることは， 完全なものの特性に属するのであり， それゆえ完

全なもの， つまり天界が動けばよいというものである.

オレームのEの(3)の主張は， 右から運動が始まるとする想像上の体系を
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受け入れれば， 地球自転説の場合は， 西ヨーロッパが世界の上方の右側， つ

まりすぐれた位置にあることになるというものであった. これに対してはオ

レームが， 左右の位置関係は相対的であり， 従って西ヨーロッパが右側にあ

ることには必ずしもならないと言っている18)

オレームのEの(4)の主張は， 静止の方が動きより高貴であるので， 高貴

な天界は静止しているべきであるというものであった. そのような主張に対

するピュリダンの反論は， 天界は運動によって第一原因から完全性を受け取

るのであるから， 動かずにいるということは天界にとって高貴なことではな

いというものであった.

オレームのEの(5) の主張は， 静止の方が動きより高貴であるが， 地球自

転説の場合は， 最も劣った元素からなる地球が最も速く動き， 天界を上に進

むほ ど天球が遅く動き， 一番外側の最も高貴な恒星天球が最も遅く動くこと

になるというものであった. またEの(6)の主張は， 大きな物体あるいは中

心から離れている物体が中心に近い物体よりも回転を長い時間においてなす

のが理にかなっているが， 地球自転説の場合は， 一番外側の恒星天球が最も

遅く動き， 中心の地球が最も速く動くことになるというものであった. また

Eの(7) の主張は， 天界のように大きい物体よりも地球のように小さい物体

を動かす方が容易であるというものであった. またEの(9)の主張は， 神は

ヨシュアの時代に日を長くしたが， 大きレ天界の運動を止めるより小さ い地

球の運動を止める方が容易であったはずであるというものであった. そのよ

うな主張に対するピュリダンの反論は， 土よりも水， 水よりも空気の方が動

かしやすいのであるから， 天体が最も動きやすい， というものであった.

オレームのEの(8)の主張は， 地球自転説の場合は日周運動のみをする不

可視で星のない第9天球を想定する必要がないというものであった. しかし

オレームは天使が天球を動かすと考えているので， 第8天球が2 つの運動を

することを不自然とは考えず， それゆえ第9天球をもともと想定しないので

ある.

これらはピュリダンの反論が主であり， 必ずしもオレームのものとは言え
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なし、かもしれない. それで、もオレームは， これらの反論を熟知しており， 地

球自転説に有利な理屈として彼が挙げたものが決定的な理由とはなりえない

ことをよく知っていたであろう. だからこそ彼は「地球自転説に有利と思わ

れる理屈は明証的に結論をドしているというわけではない説得であるJと言

っていたのだと思われる. しかしそうだとしても， 天動説は地球自転説と同

じぐらいもっともらしいというだけのことである. ではなぜ、彼は地球自転説

が天動説より理性に反すると考えたので、あろうか.

私は， その理由の一つは， 地球が日周運動を行うとすれば， 世界の下方領

域を動かすのは何かとし、う問題が生じるということではないかと思う. オレ

ームは， 地球が自転しているとすれば， 世界の下方領域を動かすのはその領

域の本性あるいは形相であると言う19) 彼は， 世界の単純物体は， その固有

の場所においては円運動で動くが， もしそのような物体の何らかの部分が固

有の場所の外にある， あるいは主要物体の外にあるなら， それは障害物が除

去さ れるとできるだけ直接的に固有の場所あるいは主要物体へ戻ると考えら

れると言うのである20) それゆえ， 世界の下方領域は本性的に円運動を行う

ということになるであろう. しかしこのことは確認さ れておらず， 仮説にす

ぎないのではないか. ピュリグンが地球の臼周運動を否定する理由の一つも

「土が円運動するはずがなし、Jということであった. それゆえこれが「我々

の信仰のすべてあるいは多くの箇条以上に自然、理性に反する」ようにオレー

ムに思わぜたとも考えられる. 地球が西から東への日周運動を行うとしても，

各天体はなお黄道に沿っての西から東への運動や逆行運動等をしなくてはな

らず， そのためには各天球にやはり天使が必要で， それゆえ， 地球が日周運

動をしないと考えた場合と同じ数の天使が必要で、ある. 従って地球自転説を

とると， 地球の自転を説明するぶんだけ， 天動説の場合に比べて仮説の数が

増えてし まうのである.

今日の我々には， 巨大な天界が動くより， 小さ い地球が動く方が容易であ

ると思われるかもしれない. しかし天界は極めて動きやすい物質でできてお

り， 天界を動かすのは天使であるとし寸前提のもとで考えていた中世のオレ
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ームにとっては， 天動説をとる方が理に適っていたのである. グヲントは，

オレームが理屈のtでは地球自転説をとっていたのに， 信仰に従い， 天動説

をとったと考え， オレームを倣慢な懐疑主義者とみなしたのであった. 私の

考えでは， オレームは理屈， つ まりアリストテレス的キリスト教的自然学上

の前提に従えば天動説の方がもっともらしいので， 天動説をとったのである.

オレームはアリストテレス的キリスト教的自然学上の前提に合う説明を求め

るという型の自然哲学者であった. また彼は， 天界を含む自然界全体のこと

を論じてはいるが， 天界のことにせよ地上界のことにせよ観察をしてそこか

ら得られる事実に注意を払うというようなことをしなかった. 確かに『不思

議な現象の原因について』な どにおいては「私が見たJ (vidi)というように

オレームが自分で見たかのように書いている箇所がいくつか見られる. しか

しそのような場合， どうやら彼は書物で読んだものを自分で、見たかのように

して書いたようである21) 彼が事実に基づくことがらとして扱っている大部

分は， 書物から得られているのである. しかも彼は一般的主張ーをなすことで

満足し， 観察をして個々の事例の原因を探っていくということをしなかった

のであった.
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