
15 8 中世思想研究39号

『真理論』によると， 比は両項間にある限定された関係を生む. 比例のアナロギア

はそうした関係が神と被造物間に生じる可能性を唯一排除できるも の で あっ た(De

ver. 2. 11. c. ). しかし. Ií神学大全11 (1. 13 ) は この 点を全く顧慮せずに， 神と被造

物とに共通に言われる名称を比に従って論究しているように見える. 著者はトマスに

おけるアナロギア論の領域が論理学的な次元にあることを指摘し， 存在論の次元は領

域外の問題として括弧に入れ， この難問に一つの解釈を与えた. その解釈の鍵となっ

たのは表示様態に関する理論である. しかしその様態論は実在の次元を根拠として初

めて論じられると見るべきあろう. その限り存在論を領域外の問題とすることは， 問

題の根拠の放置ということになる . テキスト間の異同が論争を生む問題領域であり，

なお研究が必要だと息われる.

Simo Knuuttila: 

Modalities in Medieval PhilosOjうhy

Routledge， 1993， pp. xiii +236. 

渋 谷 克 美

オッカムは Summa Logicae 第一部 第二十四章において， 次の議論を提出してい

る.

「存在する(esse exsiste re ) ということがその主語につい て言い表わされてい

る命題が真であるにもかかわらず， 次の命題は神のちからによって偽となること

がありうる. それゆえ. Ií実体は量を持っている11. Iíす べて の火は熱い11. Ií人間

は笑う』……はいずれも非必然である. J ( OPhl. p. 80 ) 

す なわちオッカムによれば， 例えば「火 は 熱いJ と い う 命題 は 非必p然、contingens

である. なぜなら神は， 火が熱いという性質を持たないようにすることができるので

あるから， たとえ「火は存在する」という命題が真であり， 火が存在するとしても，

「火は熱い」という命題は偽となりうるからである. あるいは Summa Logicae 第

一部 第二十六章においても， オッカムは次のように議論している.

「従って. Ií人間は理性的動物である』は無条件に非必然である. ……なぜ、なら，
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如何なる人間も存在しないとしたら， このような命題は偽だからである. ただし，

アリストテレスは『人間は動物であるJl. Wロパは動物である』という命題が必然

であると述べているのだから， 彼はこのような命題を必然であると主張するであ

ろう. J (O PhI . p. 87) 

すなわち . r人聞は理性的動物である」という命題はアリス ト テ レ ス によ れ ば必然、

necessariaであるが， 然しオッカムの立場では必然ではない. なぜ、なら神は人間が

存在しない世界を造ることができるからである. このようなオッカムの「必然J. r非

必然」といった様相概念は一体どのようなものであり， 如何なる哲学的立場に基づく

のか? それはアリストテレスの様相概念とどの 点で異なるのか?

S imo Knuutti1a によって書かれた本書は， こ うした疑問に明快に答えてくれる.

著者はへルシンキ大学の教授であり， 様相概念に関する多くの著作 “Re[orging the 

Great Chain o[ Being" ( 1 981). "Modern Modalities" ( 1 98 8 )等をすでに出版し

ている. 本書は次のような構成

1 M odalities in Aristot1e and other ancient a uthors 

2 Phi1os ophical and theol ogical m odalities in early medieval thought 

3 Varieties of necessity and p ossibility in the thirteenth century 

4 Fourteenth.century app roaches to m odality 

5 Medieval dis cussions of applied modal l ogic 

からなっており， アリストテレスから14世紀のドゥンス・スコトゥス， オッカムまで

の様相概念の歴史的発展過程を論じている.

以下， 本書の主要な論 点を要約する. 先ず第一章において筆者は， アリストテレス

には三つの様相概念が見出されることを指摘する . 一つは， 常に生じ， 変化しないも

のが 「必然」と呼ばれ， 或る時に生じ， 或る時に生じないものが 「非必然」と呼ばれ

るように， 出来事が生ずる統計上の頻度によ っ て 様相を定 め る考え であ る(the

statistical or temp oral- freq uency interpretation of m odality. pp.1-18 ). 第二は，

運動や変化における可能態という意味での様相概念である(the model of p ossibility 

as a p otency. pp.19-31). 第三は， 通時的な様相概念(the model of diachronic 

modalities)である. この様相モデルに基づくならば， 図のごとく. t'の時点では t

において Pであることも. Pでない(-P) ことも可能であるが， しか し後でt の

時点でPが現実化された時には. Pでない可能性は消滅する . ア リス ト テ レ スが
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時間 t' 

tにおいてpが可能 pが現実になる

tにおいて-pが可能 -pの可能性の消滅

『命題論』第九章 (19a23-7 )の中で「存在する ものは， それが現実に存在する時に，

必然的に存在するJ (Aristotelian thesis of the necessity of the present)と述べ

ているの も， この通時的様相概念に基づいている ( pp.31-34 ). 

これに対して 12 世紀前半には. <神は多くの可能な選択肢から 自由に選択する〉と

いうアウグスティヌスの神学上の説の影響を受けて， 新し い 共時的な様相概念 (the

idea of m odality as referential m ultiplicity with res pect to synchronic alterna-

tives )が登場する (第二章 pp.70-71. p.82 ). こ の様相モデルに基づくならば， 図の

ごとくたとえ神が tの時点で多くの選択肢 ( P.Q. R)から Pを選択 し Pが現実の

時間

Pであることが現実に生ずる

同じtにおいて. Pではなく

Qであることも可能

Rであることも可能

世界において生ずるとして も， 同時に同じ t において. Qであるこ と も. R である

こと も可能である . この様相モデルにおいてQが可能であるとは. Qであることが

真である世界を考えることが矛盾を含まないということに他ならない . Rに関して も

同様である . 然し12 -13世紀においてはアリスト テレスの様相概念が依然として大き

な支配力を持っており， この新しい様相概念はほとんど普及しなかった (第三章).

このような共時的な様相概念は. 14世紀になってはじめてスコトゥスやオッカム達

によって発展し体系化される (第四章). す なわち 例え ば神は多くの選択肢 か ら P

(火は熱い )を選択し， それゆえ我々の現実の世界 W1 においては火は熱い と い う

性質を持つ . 然し同時にまた全知の神は. P ではなくQである， つまり火が熱くな

い世界 W2 を考えることができる (p.156. 159 ). この神の知性によって考察された，

神の知性の中の ess e intelligibile であるQは， それが存在すると考え るこ と が矛

盾を含まないという条件のみを満たす ものであるがゆえ に. existens よ り も弱い存

在の領続 (a pri ori transcendental area of w hat is intelligible. p.138. 148 )に属
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する ものであり， 論理的に可能な存在 e sse possibile logicu m と呼 ばれる (Scotus，

Ord. 1， d.2， p.2， q，I-4， n.262， V at ic ana 11 282; 1， d.36， q.u n. n.61， Vat ic ana VI 

296). 著者によれば， こ う し た 14世紀の様相理論は， スワレスを経てライプニッツ

やデカル トの永遠真理創造説と いっ た近世哲 学 に影響を与え ( p. 144， pp. 147-

149)， 更にまた現代哲学の可能世界意味論 (possible wo rlds se mant ics)と も きわ

めて類似したアイデアを持っている (p.138， 143， 149). 

以上から， 冒頭で述べたオッカムの Summa Logic ae の議論に対す る疑問 も解決

される . オッカムはスコト クスと同様， 新しい様相概念に基づき， アリストテレス以

来の伝統的様相理論を再構成し， 必然を自然的必然 (natu ral no mic nece ssity) と

論理的必然 (logic al nece ssity) に区分する (p. 138， pp. 155-157， pp. 159-160). 

例え ば我々の生 きている現実の世界 (t he actu al wo rld) においては 火は熱いという

性質を持つ . このことは我々の世界の自然の法則に基づく不変なことであり， その限

りにおいて自然的必然性を持つ . 然し同時にまた， 火が熱いという佐賀を持たない世

界が神によって考えられ， 神が 火を冷たい ものにすること も可能である (c f. Scotus， 

Ord. 1， d.8， p.2， q.u n.， n.306; Vat ic ana IV 328). それゆえ「火は熱L、」という命

題は， オッカムによれ ば， 必然ではなく， 論理的に非必然的な命題である. 同様に，

「人間は理性的動物である」という命題 も自然的必然性を持つが， 然し論理的には非

必然である . 人間が存在しない世界を考え， 造ることが神には可能だからである . す

なわち， <論理的必然性〉とはすべての可能世界において成立する強い意味 で の 必然

(strong nece ssity)であり， 全知全能の神 もそれを変えることができない . 他方，

く自然的必然性〉とは或る特定の現実世界において成立している自然の因果法則に基

づく弱い意味での必然 (we ak necessity) であり， このような必然は神によって変え

られることができるがゆえに， 論理的には 非必然で あ る (pp.155-157). アリストテ

レスの 第一の様相概念における， 常に生じ変化しない ものが「必然」と呼 ばれるのは

この意味においてであり， 従ってオッカムの様相理論によれ ば， このようなアリスト

テレスの言う必然は論理的には非必然である (p.160). 

更に筆者は 第五章において， このような様相理論の研究に伴って， その応用として

生じてくる， rpを知っているJ， rpを信じている」と いった命題を扱う episte mic

logic (pp. 176-182)や， rpを行なうべきであるJ， rpを行なう こ と を許され てい

る」といった義務に関する命題を扱う deo nt ic logic に つ い て も論じて い る (pp.
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182-196). 

最後に本書を読んだ書評者の感想を付け加えるならば， ①新しい様相概念が14世紀

のスコトゥスやオッカム達によって発展し体系化され， ②その様相理論は現代の可能

世界論ときわめて類似したアイデアを持ち， ③そ れ は， く全知全能の神は多くの可能

な選択肢から選択して世界を創造した〉という神学上の議論の影響を受けて成立した

ものであるというKnuu ttila の主張は明快であり， 興味深い . この よ うな様相概念

についての研究はおそらく， 単に論理学だけでなく， スコトゥスやオッカムの哲学全

体を理解するた めの重要な鍵になるであろう . Knuu ttila が参考文献として挙げてい

るAndré Goddu， The Physics o[ William o[ Ockham (Studi en und T exte zur 

G eist esgeschichte d es Mitt elal ters 16， K凸ln， Brill， 1984)， Mar tin Kusch， 'N atural 

N ec essity in W illiam of Ock ham' ( in Knowledge and the Science in Medieval 

Philosophy. Proceeding o[ the Eighth International Congress o[ Medieval 

Philosophy II， H ersinki pp. 231-239， 1990)， Douglas C. L angston， 'S cotus and 

Possib le Wor!ds' (in Knowledge and the Science in Medieval Philosophy. pp. 

240-247， 1990) といった著作や論文は， ス コ トゥス や オッカムの様相概念について

の研究から， 彼等の存在論や倫理学全体の解明へと向かう研究の方向を顕著に示して

いる .

坂口ふみ著

『く個〉の誕生 キリスト教教理をつくった人ひ、と』

岩波書庖， 1996年， xiii+302頁 .

谷 隆一郎

本書が主として扱っているのは， 東方・ギリシア教父の伝統におけるキリスト教教

理， とくに神の子の受肉， イエス・キリストの神人性ないしヒュポスタシス的結合と

いう教理の形成と展開の歴史である . だが著者はその複雑な経緯を， 大方の教理史の

枠組を遥かに越えて， 古代ギリシア哲学以来の「ーと多J， r分離と混合」といったア

ポリアを めぐる探究の動向と対比させつつ， ヒュポス夕、ンス一一それは本書で・はあえ


