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コメント

中村 治n4世紀における信仰と自然哲学』について

日下 昭夫

ここに掲載された 中村治氏の論文1114世紀における信仰と自然哲学一一知について

のニコル・ オレームの考えをめぐって JJ (以下『論 文』と 略 記 )は， 中世哲学会

1993年度第42回大会 での口頭発表『ニコル・ オレームにおけ る信仰と理性の関係』

(以下『発表』と略記 )を発展させたもので， その い わ ば増補・ 改訂版といったもの

である.

だが見ての通り， 表題には大幅な変更が加え ら れ て い る制. If論文』で は「信仰」

と「自然哲学」の関係がひろく14世紀全般にわたって関われているが， If発表』では

「信仰」と「理性」の問題が， ニコル・ オレームという特定の思想家に限定して論じ

られていた. とくに「信仰」と「理性」の関係を， オレームの地球自転に関する「思

考実験jなるものの考察を通して検討せん とする も の で あり， If発表』の内容は， 表

題の変更にも拘わらず， その殆どがそのまま『論文』に再現されている. 両者に共 通

の部分を以下簡単に見ておこう.

地球の自転に関するオレームの 「思考実験」なるものを， 中村氏は， 同じオレーム

の『天体論註解』第 2巻第25章の諸議論に求めている. その「思考実験」によると， 地

球自転説に有利に事が進んでいるように見うけられる. いかなる経験(ex per ience )

も論拠(raison)も， 天界の日周運動の真たることを示すことはできないし， 地球の

日周運動を支持する「論拠」 が積極的に示されることもない， というのがその理由で

ある.

しかし， 他面， 地球自転説をとったかに見えるオレーム(すでに今世紀初頭デュエ

ムがコペルニクスの先駆者と見なしたことは周知の通り )が， 敢えて「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くらいに，

あるいはそれ以上に自然理性(rai son n atu reIle )に反するように思われる」ともいっ

ている. 地球自転説の放棄を示唆するこの発言を 中村氏は特記し， 科学史家エドワー

ド・ グラントの三業(1われわれは真の知識を信仰によってのみ持ちうる. 自然学的
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な世界については， オレームはソクラテスの翠みに倣って『私は何も知らないという

こと以外何もま日らない』と公言していた. J)をヲ|いて， その傍証ともしている.

中村氏によれば， グラントの主張はこうである， 一一オレームの場合， 頁.の知は信

仰によってしか得られず， 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.

浬屈の上では地球自転説をとっていたのに， 信仰に従って天動説をとったのだった.

オレ ームが「懐疑主義的伝統の後継者Jとされる所以である.

グラントに反論したいという中村氏の執念は， �発表』時以来変わ ら ぬと ころであ

り， �論文』においても， 些かの変更もなしに再現さ れ て い る. 中村氏の主張は一貫

して「我々が十分に経験しうる自然学的世界については， 確実とまではし、かなくとも，

蓋然的に知りうるとオレームは考えていた」というものである. 学的な 「知」は持ち

得ずとも「蓋然的な知は持ち得る」ということであろうが， その知は蓋然的ではあっ

ても知に変わりはない， ということか オレームが『テアイテートス篇Jを知ってい

たとしたらどうだったろうか.

『発表』と『論文』を通じて著者の一貫していわんとしている論旨が， 以上の通り

であるとしても， 問題点が多く残されたままであることも事実である. 以下その幾っ

かを指摘し， 批判的に検討を加えることで， Iコメント」に代えたいと思う.

中村氏の 論文は， 大万のみるところ， 読み易いとはし、L、難い. 難解とされる理由の

ひとつに， キー・ ワードを含む， 専門用語の自由な(というよりは恐らく自己流の)

選択と使用が指摘されよう. 加えて， �論文』に登場 す るキ ー・ ワードは悉く訳語の

みで， その原語が書き添えられている例は皆無である(この種の学術論文には異例と

もいえよう) ことも理解を困難にしている理由に数えられよう.

『論文』第I章の表題に「地球自転説に関するオレームの思考実験」なる表現が見

られるが， ここに いう「思考実験Jなるものの原言語とその正確な意味内容， さらにオレ

ームへの適用の是非をめぐっての問題は， ほかならぬ司会者の森田良紀氏によって提

起されていたように記憶している. ，tJ村氏によれば， オレームの 『天体論註解』第2

巻第25 章に見られる幾つかの「議論・論拠J(r ais ons) ， í説得・ 信念J(persu as i ons)， 

「議論J ( argum ents)， I意見・見解J ( opi n i ons)のほか. í経験J ( ex per ienc e)も

一括して「思考実験」なる表現の下に 統合されるとい う の で あ ろ うか. そうした表

現;エ， ili来， いわゆる「仮説J (hypost as is)を形成 する「論拠J(r at i ones)ないし
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「論議J (ar gumen ta)をいうのであり， そ の正体は「弁証論的推論J (s yl1o gi s mu s  

dia le cti cus)に他ならない. í弁証論的推論」といえば， í通念J (en do xa)から出発

して推論する推論のことであり， í論証J (apo de i xi s)とはあくまでも区別される.

「思考実験」 を「仮説J (h ypo s tasi s)と言い換え てみ る. そ し て そ の 「仮説」

ーー たとえば天動説とか地動説といった一一…を天文学者が問題に す る と き， í通念」

という蓋然的な知を問題にする弁証論者の立場と軌をーにするといってよく， その点，

すでにトマス・ アクイナスの明言するところでもあった.

問題は， もろもろの 仮説からいかに して蓋然性の高い立場 に達す る か に あ り， そ

のための 「論拠J (中村氏の 表現を 以 て す れば「理屈J )の応酬が， í現象を救う」

(sa l vare apparen tia)を最終的に 目指して繰り返されてきたのではなかったろうか.

地球の自転をめぐるオレームの議論は， ヘレニズム期のヒ ッパルコ ス， サモスのア

リスタルコ スに見られる諸論拠から大幅に前進したものとは筆者には思えない. それ

はともかく， オレームは， 中村氏自身認めているように， í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」

はせず， í書物で読ん だものを自分で見たかのように書いたようである. J一一そうし

た事態を敢えて「思考実験」なるタームで表現された中村氏の意図をいったいどのよ

うに考えたものだろうか.

オレームの地球自転に関する「思考実験J は， その考察を通して「信仰」と「理性J

の関係を解明せん がためのものであった. í信仰」と「理性」の関係に焦点を絞って，

両者の接点そのものを探し求めようとした. 容易にそれが見えてこなかったというの

が実情で， í科学と神学の問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(グラント)Jがゆえかとも忠われた. しかしもしそうなら， 何故に 114世紀」で

「オレーム」 なのか， 何故に殊更「信仰」と「現性」なの か， がここに改めて問われ

なくてはならないところである. 一一こうした問題をめぐっては， 口頭発表時に活発

な質疑応答と熱のこもった討論があった.

筆者ーとしてはここで， 中村氏の「信仰J の問題をめぐっての発言を取り上げてみた

い. 長くなるが氏の文章をそのままヲ閉させていただく.

「オレームは， �天界が動き地球が動くの で は なしづと断言せず， 地球が動くので

はないとúï;ìじる』と三っていることに注意したい. 11皮は『天界が動き地球が動くの
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ではない』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

『天界が動き地球が動くのではない』と考えたい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. J 

この文章は『発表�， 11論文』のいずれにも何の変更も加えられずに見出される. し

かし筆者が問題にしたいのは， 1信仰」の， ここでの 意味内容で あって， そ れ 以上の

ものではない. 1天界が動くといずれの人 も主張する」とオレームは言っているが，

「いずれの人 も主張する」を， 中村氏は 「世論」と 言 い換え， 1天界が動くのではな

く地球が動 く の だ， と いうことは信仰の すべて， あ る い は多くの箇条と同じ程度，

ないしはそれ以上に， 自然、理性( rais o n na tu re lle )に反するように 思 わ れ るJ とい

うオレームの言葉によって， 1信仰J = 1世論」がし、わば補強されているのである.

「信仰」が 「世論」 か ら 更 に 「常識」に置き換え ら れ， 天動説か地動説かの問題に

照らしてこれを見る限り， 天動説こそが「信仰」であり 「世論」であり 「常識」とい

うことになる， というのが 中村氏の見解であるように思われる.

そうした事態がオレームに即して十分確認できれば， 極めて興味 の ある線が見えて

くるように筆者には思えるのである. 1信仰J(fai th)と「信念J(b eIi e f)が微妙に関

わり合うほか， 1世論」と「常識」を， ア リストテレ スのいわゆる endo xa とか pist e is

との関係において見てみたい気もするからである.

冒頭で触れたように， 中村氏の『論文』の表題と， 11 発表』の 表題 と に は大きな変

更が見られる. 内容の変更はしかし 予想に反してそれほど大きいものではないよう

に思う. 中村氏は『発表』後の或る日， 近代科学との比較において， 巾世自然哲学の

特徴を浮き彫りにすることが， オレームの 学問論・科学論理解の重要な鍵と判断され，

それを新たに『論文』の 「序」として書き下ろされた. 表題として114世紀」を前面

に出されたのも同じ理由に基づくも の と思 わ れ る. 同じく表題 において 「理性」の

代わりに「自然哲学」が置かれているが， 恐らくそれは， ["宇宙論」が「自然哲学」を

経て 「形而上学」 ならびに「神学」の領域にも関わってい る と いう中村氏の考えを

より直裁に示さんがためのものであろう. 1宇宙論Jの「形而上学J ， ["神学」への通路

を「向然哲学Jに置いて論じようとする意図があってのことと思 う. だが残念ながら，
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筆者には， それが成功しているとはどうしても思えない.

なお副題として「知についてのニコル・ オレームの考えをめぐって」とあり， 第3

章がそれに当てられているが， これまた問題の多い論述と言わさ'るをえない.

ちなみに『論文』はかなり冗長で繰り返しが多く， むしろ『発表』のほうがコンパ

クトに纏まっていたように思う.

*) その変更の 理由に関しては， 残念ながら一言の説明も釈明も な さ れ て い な

い. 11論文』の立論その ものが答えてくれるものと期待して読み進めて行か なくて

はならないのだろうか. 期待が叶えられるかどうかはともかく， 表題の変更に関し

ては， その理由を， 読者には論文冒頭で説明しておくの が著者の義務であろう.

* * * 

討論報告(司会者)

森田 良紀

中村治氏が先ず自ら提示した問題についてペーパーを読み， 引続いてコメンテータ

ーの日下昭夫氏が立ち， 発表された 中村氏のペーパーについて幾つかの間題点及び疑

問を述べて両者のあいだに熱の こもった討論， やり取りがなされた. 会 場からも四人

の 質問者が次々に立って質問し， 提題は色々な課題や疑問を苧みながら， 却ってその

ために会 場は熱を帯びたのではないか， と思われる.

次に， 私は自分の目を通して私なりに理解した提題の問題点や疑問点について， 私

の考えを不確かさは不確かなま....， 疑問は疑問のままに私の考えを正直に自由に述べ

ることにしたい. それに先立って私はそもそもいつニコル・ オレームの名を知りその

名前を目にしたか， を述べて置きたい. なぜ、なら今でもオレームの名は誰もが知って

いるわけではないのだから 私がオレームの名を目にしたのは，もう随分以前の事であ

るが， A・ コイレ 著の『ガリレ イ研究jJllを読ん だ時 で あっ た. 開巻して殆ど冒頭ち

かくにプリダンの名があり， 次にオレームの名前が続いていた. いかに怠惰な私でも

ブリダンの名はロパの比喰と結びつけて知っていた. しかしオレームはこの時はじめ

て目にした名前であった. そうして， これをきっかけにしてオレ ームの三角形なるも




