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提題

近世以降の思惟様式における存在者
一一プロテスタンテイズムを手がかりに

藤田

潤一郎

はじめに
中世と近世の連続性と断絶という主題は， 蓋し思想、史の基底をなす. この主題に関
し西洋政治思想史の共通了解は， マキャヴ、エツリを日高矢にホップズによって政治的主
体と権力についての理解が転回したという断絶面を強調し， 以て近世を政治をめぐる
思考の起点とする. しかしながら政治とは， 現実の存在者たる人聞にかかわる思考と
活動の主要な側面であり， 従って政治を巡る思考は普遍的な性格を有する. そして，
政治について考えることは， 存在者と区別される(存在者の様態という意味ではな
い) 存在についての思惟と繋がる. 表題が暗示するように 20世紀前半に一つの眼差
しが向けられるのは， 近代啓蒙と政治の極限形態たる全体主義が現れたこの時代の思
想家の思想、が， 近世(乃至近代) の自己反省の素材でもあるからに他ならない. そこ
で本稿は， 中世思想、に対して外在的であるという制約を意識した上で， 近世の相対化
によって中世を捉え返すことを試みる. 以下では， テクストの解釈史そのものが持続
性を有する思想の客観的表出であるという精神史の方法論に則りつつ検討してゆく.
1

戦間期における中世への眼差し

1930年に行った講演「自然的秩序と超自然的秩序」の中で岩下壮ーは述べる. I全
中世思想は， キリストに於いて神性と人性がーのペルソナに統轄された如く， 人類も
亦恩寵によって唯名的にではなく現実に神化され， 義旦聖なるものとされると謂ふ理
想の周囲に転回してゐたものであります. 然るにルッターに至つては所謂『信仰によ
る義』は，

…一種の f i cti o jurisに〔義を化し〕

…・意志 には自由なく理性には…

客観的真理の捕捉なぞといふ高尚な職能を蓋すカは認められなくなりました. かくの
知く信仰が高調されて一見概念哲学の束縛から超自然が解放された観がありましたが，
自然的秩序から切り離されて其の支持を失った超自然はとまのつまり一種の感情に堕
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してしまった. … … か〉る宗教が結局純粋理性の限界内に閉ぢ込められてしまったの
は固より当然であります. … …主理的立場にある近世思想は， 超自然的秩序の高みか
ら自然を支配する訳にはゆかぬから， 何等かの意味で理性を自然的秩序の全体とせね
ばならない. これが自我中心の一元論の起源であるJ. それ故に， I客観への転向， 即
ち現代人を束縛する二重の桂橋， 主観主義と一元論的自然主義との克服」を訴える.
実在論に立つこれらの言葉は， トマス研究の復興を目の当たりにした岩下の中世思想、
観に基づいており， 合理論並びに根底においてそれと相関関係にあるものとして捉え
られているロマン主義的感情ひいては自我崇拝に対する判断停止が明示されている.
その際， 近代の超克という日本思想史の文脈に絡め取られない同時代欧州大陸の思潮
を見据えている. I新カント派が現象学になり， 其の源にブレンタノやボルツアノの
如き人があり， 又フツサールのお弟子の中から中世臭い新進の思想家が輩出した如き
も或はこの〔近世哲学を理解することはこれを超越するという〕 考へ方を裏書きして
はゐないだらうかj').
そこで， かかる道を辿った思想家の一人たる E ・シュタイ ンに着目したい. フッサ
ールの 70 歳祝賀論文集に， ブツサールの現象学とトマスの哲学を対置させる論考を
寄せたことは， シュタインにおける現象学から中世への転回を象徴している. しかも，
こ の 論考 は か か る 対 置 を 「神中心的(theozentrisch巴) 哲 学 と 自我中心的(ego 
zentrische) 哲学jと捉えている. 彼女の転回の背景は， トマス ・ アクイナスにおけ
る存在(論) と認識(論) の関係性についての透徹した理解を通じて示される. I第
一哲学の課題は神から生じる.

…・・それは神の理念， さらには神の存在(S ein) と認

識の様態を展開するのでなくてはならない. しかる後に(S odann)， 存在する他のす
べてのものは， その本質と現実存在(Exist enz) とに関して神に対していかなる関係
にあるか， 他の認識する存在(Wesen) の認識は， 神の認識に対していかなる関係に
あるかということを確定することができるのであるJ2). 翻って， 主観による還元を純
粋に進める超越論的現象学は批判されねばならない. 何故なら，

ヒューレーと関わる

意識に対する自己反省の追究が現実存在と等値されることで， 被造物にして心の構造
を有している存在者たる我々人間の認識が， 神そして事物の認識にいかにして至るか，
さらには人聞は何に依って己の存在を保持するか， という存在の根源的問いは棄却さ
れるからである. 換言すれば， 認識は主観による構成に帰着することで， 知性認識の
存在論的意義がカントと同様不問にされ， 客観の取り戻し(zurü ckgew innen) は不
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可能になる.
こうしてシュタインは， 同時期に超越論的現象学を自ら新デカルト主 義と呼び
(Wデカルト的省察』序論第 1節)， デカルトのコギトを批判的に受け止める師とは別
の歩みから， I近世哲学を真剣にdur chleb enJ して(岩下前掲書 3
4 8頁) トマスを捉
える. 故に， 彼女の批判は師へのもう一人の批判者たるハイデツガーにも向けられる.
mカントと形而上学の問題Jにおいて) r存在者それ自体(Seiend e an si chHは
『対象』によって押し退けられ， 有限的認識自体が『対象Jに対して『企投Jすると
ころの形式的構造が， 存在それ自体(d as S ein selb st) として主張されるようにな
るJ. Iハイデツガーの実存論的哲学は， 存在にその意味を与え， すべての存在理解が
それを目指しているもの(w o rauf) に面して， つまりそれが なければ， いかなる
『有限的なもの』もなく， 有限的なものもそれ自体として捉えることのできないとこ
ろの『無限的なものJに面して回避し， 停止してしまうのであるJへ「ドゥンス ・ス
コトゥスの範鴎論と意義論jから出発して アリストテレスへと遡行し， 翻ってフッサ
ールの志向性概念批判を経て『存在と時間』第二節へと展開したハイデッガーの鍵概
念でもあるw o rau f(w o raufhin) を， 客観性と無限的なるものから照射するシュタ
インの言辞が示しているのは， 存在と存在者を巡る近世の思惟の特質に他ならない.
即ち岩下と共有する視点たる， 主観性並びに企投の作用因となる白我の中心性である.
2

プロテスタンテイズムにおける主体の行方

しかしながら， 中世から近世への転回を積極的に捉えることで自己の存在理由を見
出す思惟様式を有するのがプロテスタンテイズムである. 大木英夫の『ビューリタニ
ズムの倫理思想

近代化とプロテスタント倫理の関係j (新教出版社， 1966年)4)は，

I(ピューリタニズムという〕このプロテスタンテイズムの一運動が， いかに近代世界
の形成に関わりをもったのかということを， 歴史的に究明J( 1頁) する企図を有す
る. 即 ち， 序章の表題(中世から近代への転換期における倫理の問題) が示す如く，
中世からの転回に人間の倫理性を看取する. 近代社会を形成する人間の倫理性を招来
するのは， 存在論から歴史的主体の認識論へという思惟様式の変容である. Iわれわ
れが注目してきたのは， 中世から近代への転換期における神学的思想形式に関する変
化である. それは〈宇宙存在論的なもの〉から〈人格的歴史的なもの〉へということ
ができるであろう. しばしばプロテスタント宗教の人格主義的傾向は指摘されてきた.
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宗教が客観的真理の体系ではなくなり， 宗教が人間の主体と結 合されることによって
真理性が認められるようになる. これはメラン ヒトンの “ho c est Chr ist um cogno s
cere ， e ius benef icia cogno scere." という 命題から， キルケゴールの『主体性が真理
であるJという主張に至るプロテスタント的傾向の中に見出される. しかし， 歴史的
パ ースペクティヴはしばしば見落とされが ちであった. われわれはこの要素を特に指
摘しなければならないのであるJ( 4 2-3頁). 1トマスにおいては〈自然〉と〈超自然〉
という二重構造における神学発想であったが， 宗教改革以後の神学的発展においては，
〈救援史〉や〈終末〉という歴史的な神学発想、が優勢となってくるJ( 4 0頁). ここで
歴史が， 終末というまさに時間の極限から捉えられていることに留意せねばならない.
ならば， 終末論的歴史と現世に生きる主体としての人間の関係性の行方が当然重要に
なる. 蓋し， 大木は予定説に重きを置いたM・ ヴェーパーよりも， 寧ろトレルチから
影響を受け契約神学としてピューリタニズムを捉える. 1確かに契約社会理論は自然
法を全く破棄するのではない

ー・しかしそれは客観的な法であるよりは， 契約当事

者 の 主 体 に お け る 権 利 とし て の 自 然 法 つまり自然権な の で あ る. い わ ば{S u b
stan c dの法ではなく{S ubje ct )の法なのである. つまり契約社会における自然法
は人格的主体性において自覚される権利となるのであるJ( 37頁). 自然の理解はこの
思考の前提をなす. 1<自然〉とは〈超自然〉の下層構造ではなし歴史の始原状態と
しての{state o f nature }と見なされjるに至った( 4 2頁). 歴史性の下に， 主体に
よる始原からの創造と来るべき終末が結合する.
こうして， プロテスタンテイズムにおける主体性と歴史性の結合は， 存在者として
の人聞を巡る理解の根本的転回を示す. そこで， 大木がプロテスタント的傾向とよぶ，
キルケゴールを瞥見する. なぜなら世紀末から 20世紀の思想に深い影響を及ぼす彼
には， 大木のいうプロテスタンテイズムの神学における主体と歴史的パースペクティ
ヴの連関が表れているからである. 18 4 6年の『哲学的断片に対する完結的非学問的あ
とがき:身振りによる一一ノfトス的一一弁証法的集大成， 実存的論考J (以下『あと
がきJ)5)という表題の意を凝縮するのが， 第二部「主体的問題， キリスト教の真理に
対する主体の関係， 或いはキリスト者に成るということJである. その第三章 「現実
的主体性， 倫理的主体性， 主体的思想家jは記す. 1あらゆる論理的思惟は， 抽象の
言語によって表される， そして永遠の相の下に( s u b spe c ei

aetern i) ある. 実存

(Existents) をそのようなやり方で考えるということは， 困難を看過する〔実存を捨
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…・・なぜなら思惟する者自身生成(Vorden) の内にある

のだからJ(15 /22). 蓋し「信仰の対象(Tro en Gjen stand) は， 実存における， 即 ち
単独の者( en Enkelt) としての神の現実性(Guden s Virklighed) であるJ( 31/48).
従って「キリスト教は， 学(L aere)では全くなく， 実存即矛盾を表現し実存即伝達で
あるJ(7 6/116). しかも「内的なものとしての倫理的なものは， … … 主体(Subj ekt)
の内に住んでいるものが何かを知っている単独の主体によって実現されるだけであ
るj故に. I主体と主体の聞には倫理的には如何なる直接の関係もない(ethisk e in tet
ligefremt Forhold er)J(26/39-40).
「主体性は真理(Sandheden) である， 主体性は現実性であるJ(45/71) という命
題はここに措定されるのであり， 思惟の対象たるを拒否し徹底的に内面化する単独者
の実存は， 思惟と存在の一致へ向かう魂の活動という精神史を棄却する. I実存は思
惟と存在を分離し， 相互を継続的に引き離しておく(Existen ts adskiller T aenken
og Vaeren ， holder dem ude fr a hin anden i Su ccession)J ( 36/56). rあとがきJを検
討するある論者は言う. Iキリスト教は本質的に主体に関わる真理であるから， 考察
者が客観的であるとすれば， それは見当違いであり， 認識者はまったく何も認識しな
いことになる. 神関係において客観性は消滅し， 主体の永遠の浄福を求める無限の情
熱のみが， そこに成り立 ちうるのであるJ. 論者が指摘するように， 実存の根底にあ
るのは， 主体の生成が有する本来的矛盾の意識である. I主体になる， もしくは人間
になる， ということは， すでにそれである(Sein) ものになる(Werden) という困
難， すなわち， 論理的矛盾があるJ6l• キルケゴールにとって， 生成する者は存在に凝
固する可能性を常に争んでいる. 故に存在と生成の弁証法的止揚として， あれかこれ
かの決断的行為(Af g jørelsen， SV， 9， S . 107) が絶えず、要請される. 極限のカを以て
意志に基づく決断へと実存者を促すのが， パトスたる真の倫理的熱中(den

sande

ethiske B eg eistring ligger i at ville af yderste Evn e， id.， S. 112) に他ならない.
倫理の徹底的な主観化によって， 善悪の規準は主体の決断に基づく行為の内にある.
そして人間としてイエス・キリストが時間の裡に一瞬に生成したという理解は， 歴史
の主意的な始まりと終末を媒介するのはそのつど決断をなす主体のみであるという確
信に展開する. I精神(A and) が措定されるや否や， 瞬 間(φieblikketl はそこに
(derlある. … … 初めて瞬間において(i) 歴史が始まる. 人間の感性は罪を経て罪
性として措定され， それ故に動物の感性よりも低くなる. 但しそうであるのはより高
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いものがここに始まるからなのに他ならない. というのも， いまや精神が始まるので
あるJ r不安の概念.1(SV， 6， S. 17 6-7 岩波文庫15 1-2頁， 訳文変更). 真理は， パト
スに促された主体の瞬間的な決断と行為において現れる. 換言すれば， 自己の存在に
対する非デカルト的懐疑(rヨハ ンネス ・ クリ マクス， または全てのものが疑われね
ばならぬ.1 po sthu m o u s) と真理の聞の深淵を跳躍する単独者の決断が， 生成と存在
の矛盾を絶えず突破してキリスト者へと生成せしめ， 究極的には自己の内なる神とい
う本来性に到達する.
3

主観主義の帰結を巡って

シュミッ卜とジルソン

ビューリタニズムから大木が導出する， 社会倫理といういわば外面性を志向するプ
ロテスタンテイズム理解と， 倫理の徹底的な内面性を追求するキルケゴールのキリス
ト教理解に通底する主体と歴史を巡る思惟様式は， ルソー以来ロマン主義に継承され
る近代における内面と外面の分離とその克服という個人観の行方を示唆する. そして
かかる思惟様式が政治的主体としての人間に与える意味を言語化したのが， 20世紀ド
イツを代表する国法学者でありナチズムに対して知的かっ実際に関与した C・ シュミ
ットである. r政治的ロマン主義』で彼は言う. ICマルプランシュにおける〕 この特
徴的にオッカジオネルな態度はそのまま保たれながら， 神のかわりにたとえば国家と
か民族とか， あるいは個人の主観が最高の決裁者および決定的な因子(Fakt o r) とな
ることもあり得る. この最後の場合がロマン主義である. ……ロマン主義は主観化さ
れた機会原因論(Okkasio nalism u s) である. ……今度は， 神のかわりにロマン主義
的主観が中心の位置を占め， 世界とそのなかで生起するすべてのことを単なる機因
(Anlaβ) にしてしまうJ. Iもっと突っ込んで考えてみれば， この二つのデミウルゴ
ス一一人聞社会と歴史一一のいずれでもなく， ロマン的主体がすべてのものを機因と
していることがわかるJ. そしてシュミットは， ロマン主義とプロテスタンテイズム
の連関を指摘する. ICロマン主義を論じドイツ三月革命前の革命家であった A・ 〕 ル
ーゲの言うところでは， rすべてのロマン主義の根抵は不安な反抗的な心情であり.1，
その点でロマン主義はプロテスタンテイズム， つまり自由な自己の原理に由来すると
いう. …・・カトリック的反革命主義者だ けではなくドイツのプロテスタントもこの
〔両者の〕 関連に気づいていたJ. 実は上の言が示唆するように， 因果連関の外にある
自由な主体の行為を唱えるロマン主義の帰結とは， 主体(自我) と国家乃至歴史とい

シンポジウム

117

う具体的実在の関係の逆転に他ならない. I両性の対立は『全的人間』において止揚
され， 個人間の対立は高次の有機体， すなわち『国家J または民族において止揚され
る. 対立を自己の高次の全一的な活動(W irk sa mk e it) の機因として利用する力を持
つものは， 真の高次の実在(恨Re回a討凶lit凶ätο) であるJ7)円)
この世界が常に機会原因的でしかないなら実体もなく決断主体も存在しなし3、， とい
う近世の機会原因論が有した原義は， 主体そして主観を巡る思考の展開の中で変容す
る. そして個の主観を決定的起因とするロマン主義と政治が， 高次の具体的実在へ向
けた主体の決断と行為において結びつくに至る. それが， 19世紀前半から世紀転換期
にかけての政治的ロマン主義である. 即 ち， 具体的主体のその都度の行為は， 具体的
かつ歴史的実在とされる民族や国家に行為のテロスを見出す. さらに主権国家間の初
めての総力戦を経た戦間期において， 歴史的主体としての単独者の決断と行為は，
J・ ボダン以来の主権概念の展開と相倹って政治への妥当性が確信されるに至る. シ
ュミットによれば， I主権者が神のみであろうと……あるいは皇帝ないし領主ないし
人民であろうと， (主権を巡る〕 問題はつねに， 主権の主体， すなわちこの概念〔主
権〕の具体的事象への適用に帰着するJ. 蓋し彼の有名な措定は次である. I主権者と
は， 例外状況にかんして決定を下す者をいうJ. I近代の国家理論の根本概念は， すべ
て世俗化された神学概念である.

…・〔近代の法治国家の理念が否定した〕例外状況

は， 法学にとって， 神学にとっての奇蹟と類似の意味をもっJ8).
ならば， 現実政治において要請されるのは混乱を打破する主権者による独裁となる.
ここに看取される終末論の世俗化は， 終末論の諸特徴の形成が 1890年から 1930年頃
の聞のドイツ・ プロテスタント神学の展開に対応するという指摘9)と符合する. さら
に， カトリックであったシュミットが， 議会制民主主義の批判からナチズムへの参与
に向かった過程におけるキルケゴールの影響については， 夙に指摘されている1へ明
瞭なのは， 単独者たる主体による決断という思考の近世的性格である. 決断主義
(Dez isi o nism us) を論じたクロコウによれば I r現実性』と『可能性.]， 客観的諸関係
の強制と主観的投企の発散のあいだに開いた深淵と原理的な疎外， われわれは， これ
が決断主義によって社会的行為が遮断される根拠であることを検証してきたが， この
深淵は今も口を開けている. この断絶をわれわれは， すでに本書冒頭〔第一章〕 で，
近世における(Ne uzeitlichen) 展開のひとつの基盤であると評価した. ……こうし
て， 決断主義は， この構造的な疎外の裏をかき， それを廃絶しようとするロマン主義
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的， 主観主義的な試みであることが明らかになるj'l).
対するに， 近世以降の思惟様式を相対化する視点からキルケゴールを捉えたのが，
『存在と本質j におけるジルソンであった(Gilso n，立， L'être et !'essence， Vrin， 1948'，
以下括弧内頁は同書第三版). へーゲ、ル論の後の 「哲学に抗する実存lと題された章
でジルソンはキルケゴールを論じる. まさに認識と信仰に対立を見出す点にこそ彼が
キルケゴールへ思考を差し向ける所以である( cf . p. 229). それ故に彼は， 認識と人
格的主体性における宗教的経験の関係をめぐる問いを考えるべくキルケゴールの『あ
とがきJに眼を向ける( p. 2 30). そして， いかにして至福に関わる者になれるかとい
う聞いは私のみに関わる， つまりキリスト者に生成する単独者という思惟に対して，
直後にジルソンは記す. Si， po u r u ne infinité d 'ho m m es， sa soluti o n d o it 色tre la
m色m e， il d o it色tre résolu u ne infinité de f o is une f o is ( p. 2 31).強調には， キルケゴー
ルにおける人間の有限性と無限性の深淵の跳躍が， 単独者の実存の瞬間性と結 びつい
ているという意識がある. 加えてこの文章には， 仏訳『あとがき』の参照頁 を指示し
た脚注が付されている. ICキルケゴールにおける〕 倫理は， 世界と複数の人間につい
ての探求を排するJ. ここには， 単独者の倫理性に対するジルソンの疑義を見出すこ
とができる. さらに， ジルソンはへーゲルの歴史哲学体系を批判するキルケゴールに
おいて， 哲学に抗する実存という構図のもとに認識の営みが主観さらには実存する主
体そのものの裡に回収されていく過程に注意を払う. 敷約すれば， 実存が思惟と存在
を分離すると考えるキルケゴールは， へーゲルの汎論理主義的弁証法への批判を通じ
て， 主観的思惟が即主観±単独者の存在になるという思考(p.2 31) を逆説的にも導
いたのである.
その意味で『存在と本質』は， 近世乃至近代の自己反省という主題を確かに内包し
ており， 信仰における主観的な実存(としての生成) は， 存在の分有あるいは存在へ
の参与という思考を視野の外においた点が示唆される(p.242-3). 実際， トマス ・ア
クイナスにおける本質と現実存在の実在的区別の有無という問いについて詳細に議論
する過程でジルソンが強調することは， I存在の現実態 l 'a cte d 'existerJ が， par
ti ciperという特質を併せ持ちつつ動態的であること， さらに神以外のあらゆる存在す
るものが時間内において共存， 協働していることである(p.107-08). 蓋し existerの
原義は次である. exister， c'est être po sé en soi， h o rs de sa cau se. ……Existo， ou
plu tôt exsisto， c'est sistere ex( p. 25 3). だからこそ， 神の創造行為の持つ被造物へと
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Summa theologiae， Mari etti， 1952， I， q. 104，

a. 1， ad

pr imu m) 向かうことと， 他方で上昇， 還帰すること( ad esse par ti cipatum， p. 108 ニ
De substantiis seþaratis，

in : Oþuscula Philoso戸hica， M a r iett i， 1973， cap. VIII) 12)の動的

な構造がある. それに対してキルケゴールにおいて， 単独者の実存と ad

esse par 

ticipatu mは分断される( Wあとがきj 48/75).

結

び

に

一節に引用した岩下の言は次のように続く. I然るに一切を自我の内に閉ぢこめた
近代人はそれで満足し得たのでありませうか
の意味に於いて超自然を肯定するならば

若しも其内容如何を聞はず何等か

あらゆる論理的可能性をつくしていきづ

まった近世哲学の現状は， ギリ シ ア思想の末期以上にそれを暗示する様に見える←ー
其時にこそ中世思潮は， 一...我々の生ける問題と関連して何ものかを貢献しうるもの
となりませうJ. 呼応して， 同書を 編んだ吉満義彦も述べる. I中世哲学は……人生と
世界との最究極の意義にか〉わる神と霊魂の最生 命的な真理をめぐっての， 人間理性
の最も真剣な最も剛健な営みとして理解されねばならないJ( 編者の序5頁). 本稿は，
世界内に存在する人間の生ける問題のーである政治との関連において， 存在者として
の人聞をめぐる思想の変遷を粗雑に概観することで， 何が看過されていったかについ
て検討してきた. ところで山田晶氏は， 存在と本質の区別を概念的に捉え近世哲学の
存在論的地平となったスアレス派やトマス派のトマス理解においては， トマスのエツ
セが忘却されていると論ずるl九しかしながら他方で， エツセの忘却と連関しつつも
看過しえないことがあろう. それは existereが単独者たる主体の Existen z に化し，
複数で生きる存在者の現実存在への， そしてかくあらしめている何ものかへの問いが
閑却されたことである. 蓋し既に引用した， 実存は思惟と存在を継続的に分離してお
くというキルケゴールの思考に対してジルソンは， I存在論は現実存在を排除してし
まい， 逆も然りであるjと述べる(G il so n ， oþ. cit.， p.250 ). これは， 近世以降の思惟
様式の特質であろう. 本稿は， 現実存在から存在論が排除される思惟の行方を捉えて
きた. 即ち現実存在する者による知性認識の存在論的意義を排し， 瞬間的な無媒介の
決断によってなされる行為を志向する思惟が有する隆路である. それ故に， 西洋政治
思想史研究にとって中世思想に向かうことに意義がある. その意義とは， 存在論に立
ち戻り思惟と存在の関係を， そして出生と存続という現実存在する者の根源的な共通
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性に定位しつつ( cf . ibid. ， p. 253) 活動的な生としての政治を考えることである.
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西欧近世にみる開放的共存の思考様式
スピノザにおける神権政治と民主政

柴田

1

寿子

はじめに一一17世紀は「急進的啓蒙」の世紀か?

話の端緒として， 英米圏とくにオランダで近 年話題になった， r急進的啓蒙一一哲
学と近 代の形成 1650-1 750j (2001 ) という大著に触れてみたい. 著者のJ.イスラエ
ルは， 16 50年代のオランダの思想状況から筆 を起こし， スピノザ， P . べイル， ライ
プニッツ， ニ ュートン， ロック， プーランヴィリエ， ディドロ， ルソーと辿りながら，
この百 年の知的伝統こそが後にフランスやイギリスの啓蒙思想の基礎となり， ヨーロ
ッパを超えて全世界に広がるモダニ ティの模範となった様相を描きだ している. 一般
には， 1 970 年代以降の啓蒙思想研究の興隆により， I啓蒙」はスコットランドや1 8 世
紀プランスの専売特許ではなく， 様々な時代や周辺諸国 ・諸地域における異なる諸形
態として差異化されたと言われる. こうした啓蒙の多様性に対してイスラエルは， 啓

