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本書はオリヴィエ ・フソレノワ(高等研究院(宗教的諸科学部門 )助教授)によるス
コトゥス(以下， DSと略記 )研究三部作の樟尾を飾る大作である. 著者はこれまで
に， 長文の序を付した， OrdinatioとCollatioの抄訳， 及び， 神学から倫理学までを
も含めたDS思想 の入門 書を刊行し九G. S
ontag と共にフランスにおけるDS研究
の前線を形成してきたが， 以上を背景にしつつ， DSを主役の一人とする13世紀か
ら 14 世紀の哲学に， 著者言うところの表象の形而上学=第二の形而上学の系譜を探
る本書の刊行は一つの事件で、ある. まず本書の主題/方法/目論見を確認しよう.
主題は二つに分節化される. (1)多様な意味を有する表象が唯一の表象概念へと収
数し， それが一貫した体系において形而上学を形成する模様を13世紀から14世紀の
思想 世界に求める， 表象の形市上学の起源の探求， (2)そのようにして形成された
iDSの時代jの形而上学が， アリストテレスに由来するものとは異なる新たな形而
上学， スアレスからカントに至るまでの近代哲学， 言い換えるなら「統一され， 自律
的， 超越論的な学J (p.1 0)の密かな源泉であることを解明する， 形市上学の歴史の
新たな解釈， 以上が主題である. その探求を支える方法は， 知の組織化を可能にする
「長期持続J (p.13， p.5 05 )における構造を抽出する系譜学であり， また形而上学そ
のものの内的な解釈ではなく， 意味論 ・論理学 ・光学 ・神学等々の， 形市上学を基礎
づける知の歴史の中 に形而上学を挿入してそれを歴史化し， その「発生の歴史的な条
件の歴史J (p.1 4)を探求するという点において， フーコーの歴史記述の方法による
影響が強い. そして， このような哲学史的探求を同時 に哲学的な営みとし， この営み
が「脱構築するJ (p.16)思考を意識化することによって， 新たな思考の空間を開く
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こと， すなわち否定神学ならぬ「否定現象学j(ibi d .)たること， これを目論見とす
る.
以上の探求が序と結論を除けば九つの章において行われるが， これを三つの部分に
分けることが出来よう. 以下， 議論構成を大掴みに辿ることにしたい. ロジャー ・ベ
イコンから DSに至る「フランシスコ会の系譜j(p.53)における意味論のパラダイ
ム変換の意義を辿る第一章「記号， 概念， 事物j， ベイコンの光学， カeンのへンリク
ス/トマスらの認識理論に関する対立を経てDSの「対象的存在」概念に至る認識理
論の歴史を辿る第二章「像と似姿j， 思考が概念による思考となる概念説の基礎 に三
位一体論を探り(へンリクス)
， この概念説の誕生と相即して生じる認識理論の個別
普遍の軸から直観 抽象の軸への再編をDSに見出し， r軸となる概念j(p.150)であ
る表象に関する厳密な概念の出現を見届ける第三章「概念j， 以上が第一部を構成し，
知性に自律性を与える表象に関する一般理論の成立の解明という本書の基礎的部分を
なす.
第二部を構成する， 第四章「自我， 認識， 意志」・第五章「類比から存在の一義性
へ」・第六章「神概念と神名」・第七章「神の実在J は， 表象に関する一般理論が， 後
の言葉で言うなら特殊形而上学と一般形而上学に対して生み出した新たな理説を明ら
かにする各論部分である. 表象理論が主観に関する理説に対してもたらした変容の意
義を解明する第四章は， 表象理論と透明な反省的主観の理論とを等値するハイデガ
ー ・フーコーの理説を批判し， 表象理論の手前に位置する， 三位一体説に基づく主観
性の(もう一つの)系譜を描く. 表象の意味論が存在論にもたらした変容の意義を探
る第五章は， r詑弁論論駁jを源泉とする多義性を巡る様態論者らによる論理学的な
議論を背景に， へンリクスにおける類比に関する理解の変容を解明した上で， 存在の
一義性の理説の生成の意義を探り， これが表象理論の帰結であることを示すと共に，
ここに「存在の共通概念」が現れ， r無でないものj(p.2 9 1)としての存在理解が生
まれたことを示す. 第六章は表象理論を背景とした神認識を問い， 伝統的な神名の神
学が， 表象の二つの形式， すなわち神名という意味論的なコードと一義的な形而上学
的概念とによって解離させられ， 啓示神学と合理的神学との決定的な対立が生じ， 両
者を媒介する象徴的な次元がその場を持たなくなることを明らかにする. このような
状況における神の概念とし、う表象からその実在へと至る移行に関する間いを神の実在
証明の聞いとして探求する第七章は， その議論の場を ボナベントゥラからDSに求め，
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論証の構造を 自然学的/形而上学的， アプリオリ/アポステリオリという対立におい
て腕分けした上で， DSの形市上学的な論証の構造を， 第一のものの実在/原理の一
性の根拠としての無限性/無限な存在の一性とL、う実在/本質/ー性の三つの契機に
分節化し， I形而上学に全面的に包含された最初の 自然神学J (p.511)の形象を示す.
表象理論からなる存在論が神学を基礎づけ， 特殊形市上学としての 自然神学が神の
実在証明を可能にする， とし、う以上の構造をもって， DSが形而上学の歴史において
初めて「存在神論的構造」を創 設したことが明らかになった. そこで， 第八章「対象
性L'obj ect itéJ・第九章「形市上学の新たな構造」からなる第三部が， 表象の形而上
学の存在論的特質とその構造の内実を定式化し， 本 書の結論を提示する. 表象される
のみならず 自ら表象する神の学を解明する第八章は， ネオプラトニズ ムにおける範型
論の議論を対比の軸にしつつ， 存在ではなく， 或るものaliqui d=純粋に表象可能な
ものニ可能なものの存在論， すなわち対象性の存在論一一これを著者は「或るものの
学ti nologi e J (p.512 )と呼ぶ一一ーが， ヘンリクスによって準備され， DSによって完
成されたことを示す. 新たな形而上学の構造を明らかにする第九章が， 形市上学の対
象の一貫性

いわゆるイ ェーガー問題ーーに関する議論をトマス等に辿った後，

R. Bragu e ')の言葉を借りて， 本書の最終的な結論を述べる. 近代形而上学の構造は

IDS以来， アリストテレスの形而上学 のく第ーのものの学としての普遍的な学
katholou -protologiq u e >としづ構造の反転J (p.513)に他ならない. 第一なるもの
であるがゆえに普遍的であるとしづ構造を有する旧来の形而上学とは反対に， DSは
普遍的なもの， つまり存在の超越(論的)概念から出発するのであり， その転換は
「或るものの学としての普遍的な学katholou-tinologi e J (p . 514 )と呼ばれるべきで
ある. 新たな形而上学の四つの根本概念(無でないものとしての表象の対象/存在概
念の統一/自然神学の構築/アプリオリとアポステリオリの関係)が取り出され， そ
の具体的な形象がまずスアレスに， 次いでその完成形態がカント(のとりわけ「分析
論J 末尾の無の分類表)においてそれぞれ分析され， 系譜の終端が描かれる.
雄大にして一貫したテーゼの提出， マイ ナーな思想家を含めた広範な資料の探索，
個々の論点ごとにアリストテレスや教父へと立ち返ることによる議論の歴史的トポス
の設定， というまずは形式的な面においても極めて大きな書物であるが， それ以上に
そのテーゼの内実において極めて大きな重要性を有する野心的な問題作であり， 13
世紀から1 8世紀に至るエピステーメー(の変動)を主題としたもう一つの『言葉と
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物Jと言えよう. 各章の議論が優に一冊の書物を構成するような本書の個々の論点に
関する本格的な検討は， 一介の近世哲学研究者の手に余るものであり， 個々の研究者
に委ねることとして， その意義と問題性とを術敵的な立場から簡単に列挙することに
したい. ( 1)本書はフランスにおける新たな哲学史研究運動の第二波の到達点である.
J.-L. Ma rio n によって開始されたこの運動は， ハイデガーの存在史的思索の影響の
もとで西洋形而上学の存在 神 論的構成の歴史的な編成過程の探求とそこからの離脱
を目論むものだが， デカノレトにおけるそのモデル化(Ma rio n )
， スアレスにおける体
系化の検討(J.-F . Cou rtine)を受け， 時代を一つ遡行し， ハイ デガーの解釈及び方
法論にはやや批判的な修正を加えた上で、(e x.g r. p.14)その目論見を完成させたもの
である . (2 )この書によって， 13世紀から1 4世紀におけるエピステーメーの変動の意
義が本格的に明らかになった(フランスにおけるDS研究には， 周知の通りジノレソン
の記念碑的な著作があるが， L 'êr
t e et l'essenceとは異なり， 骨太の一貫したテーゼ
を見ることは出来ない. 著者の並々ならぬ 自負は『存在と表象jという表題そのもの
に十分に示されていよう). ( 3)とすると， 中世後期から近世にかけての思考の変動の
意義を， 諸家(たとえば， 同時代の哲学史をやや異なった角度から扱うHo nne fel der，
古典 主義時代における表象のエピステーメーの成立による断絶を強調したフーコー，
オッカムによって遂行された認識理論における転回の意義を根元的であるとする稲垣
良典 教授 等々)の諸 解釈と突き合わせる必要があろう. (4)さらに本書は， カントと
いう虚焦点を設定し， 対象性の存在論を近代形而上学の本質的特徴とするが， この立
論そのものの妥当性の吟味が(デカノレトの思考の持ち分の測定を含めて)近世哲学研
究者の義務となろう. (5)最後に著者は， 表象の形市上学とは異なる思考の可能性に
ついて， I中世は DS主義より以前， そしてその周囲において， 他の思考への空間を
聞くJ (p.515)と述べるに留め禁欲的だが， 表象の形而上学そのものに対する評価は
関かれた聞いとして残されるへともあれ， 本書の刊行を一つの機縁にして， 本邦に
おいても中世哲学研究者と近世哲学研究者との問で本格的な共同研究が始まることを
期待したい.
註

1)

Sur la connaissance de Dieu et l'univocité de l'étant， suivi d' <lntroduction: La

destruction d巴l'analogie et l'instauration de la métaphysique>>， PUF. Paris， 1988;

中世思想研究43号

230

La rigueur de la charité， Cerf， Paris，

1998.

Aristote et la question du monde， PUF， Paris，

1988 .

Duns Scot

2)

:

3 ) 表象主義の再評価， 可能性の存在論を出来事の存在論として読み直す可能性等に関
しては次の書評が示唆的である.

Jacob Schmutz， <Jean Duns Scot: une transgression

de la métaphysique>， in Cη;tique，

宮本

n0641， 2000

久雄著『他者の原トポスJ
創文社， 2000年， 570頁

『福音書の言語宇宙』
岩波書庖， 1999 年， 3 01頁

岩

田

靖

夫

この二著は， 近 年われわれの読みえた哲学書 (あるいは， 神学書， あるいは， 宗教
書)のうちで最大の収穫のうちに数えられうる労作である. この二著は， どのような
カテゴリーに分類されるかなどは問題外で， 確かなメッセージを発信している. それ
は， 著者の信仰告白と言ってもよいだろう. このこ著は， 考察の素材にやや相違があ
るだけで同じ事柄を問題にしているので， 以下の書評においては， 両著を 自由に用い
ながら一括して論ずることにする.
著者は， 二十世紀において (あるいは， 人類の歴史において， 常に)暴虐を極めた
全体主義を突破する視点を真実のキリスト教信仰に求める.

そもそも， 全体主義

とは何であり， Iそれを突破する」とは何であるかは， 後に論ずる.

著者の語る

真実のキリスト教は， 主に『創世記』の解釈とイ エスの語るいくつかの誓え話の解釈
によって展開される. それ故， この二点がこの両著においてもっとも問題にされるべ
き枢要な点である， と言ってよいだろう.
て、は， 著者は『創世記』をどのように解釈するのであろうか. それは， r出エジプ
ト記Jでの神の自己啓示が「ありてあるもの(ego sum qui

sum)

J と翻訳されたこ

との誤りの指摘に始まる. このように翻訳されたことにより， 神は不変不動永遠の自
己同一者であるかのごとく に理解され， いわゆる[存在・神論 (ontotheologia) Jを

