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てではなく個別的な問題として寄与する可能性があることを指摘した。その際山田

教授はトマスの全存在経験の解明が哲学史全体の記述をへーゲル的意識主義から脱

却せしめるであらうと言ひ， トマス哲学の歴史的研究が， そのまま新しい哲学史の

可能性につながることを明確にし， 稲垣教授は現代倫理学の対立(分析論的見解と

自然主義的見解の善についての矛盾関係)を問題意識に取り入れて， トマスの哲学

を研究することによってこの対立を止揚しうる可能性を論理的に明確にすることを

介して， トマスのテキスト解釈が歴史性を失ふことなしに， 現代哲学の問題となる

ことを示した。 (3)これら3人の相互に対立する見解にもかかわらず， 現代的意義

を問ふ場合， 司会者がなかば即興的!c選びとったかに見えたかもしれないと 乙ろの

経験と価値意識のふたつの問題が， 実は3人のそれぞれの視座から語られてゐたの

であり， それが具体的に彼らの意見を形成することになってゐるのである。といふ

ことは， トマス解釈の歴史的な問題として， トマスにおける意識乃至経験とは何か

といふ研究の必要性と， 現代， 我々が価値をいかに考へてゐるかといふ我々の体系

的思索の必要性， これらふたつの課題が， トマス哲学の現代的意義を間ふ場合lζ，

その立場が松本的であれ山田的であれ稲垣的であれの別を聞はず， 共通に与へられ

てゐるといふことになるであらう。

なほ会場の一般席からの質問や発言が多少あったが， 適切な発言があっても， そ

れらについて充分の時間が残されてはゐなかったので， 討論として浮彫られるまで

に至らなかった。それは司会者の責任といふことでもあったが， 3人の学者がそれ

ぞれの考へをかなり充分に出し合へたことは， 何と言っても有意義な乙とであった。

提贋 認識論と神学に関連して

松 本 正 夫

デカルトは意識一般の自明性から出発して意識論哲学を建設したのに対して， 聖

トマスは存在一般の自明性から存在論哲学を形成する。ハイデッカーやヤスペルス

などの現代哲学もデカルト ・カント以後の意識論哲学の流れのもとにあるので， そ
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れとの対比においてトマスの存在論哲学を考察することは， いきおいトマス哲学の

現代的意義を問うことになるかと思う。デカルトは神学とちがって哲学は疑っても

疑いきれないものから出発すべきであるとし， また私達K直接に与えられる意識の

事実こそ自明であるとして意識論を第一哲学としたのであるが， ところがトマス ・

アクイナスに限らず， アリストテレスもそうであったが， 実はデカJレトが「方法叙

説」で述べている「哲学は疑っても疑い切れない自明性から出発すべきであるjと

いう前段の主張で意見を異にしている訳でなく， ただ「私達に直接与えられている

自明的なもの， それがまず意識である」とのデカルトの後段の主張とだけ意見を異

にするため，彼らの哲学が意識論哲学にならず， 存在論哲学になったのである。「存

在は知性K最初に落ちこんでくる。J s ic er go pr imo in intell e ctu nostr o  ca d it ens と

ト7スの「形而上学註釈J Commentar ia in m eta ph ys ica m  l ib .  X， l e ct .  4. にあるし，

また「知性が最も自明なものとして最初に考えるととろのもの， そしてすべての概

念がそれに解消されてしまうところのもの， それが存在である。Jill 吋a utem quod 

pr imo intellect us con cip it qua s i  not iss imum ， et in quo omn es con cep t iones r esol vit ， 

est ens とはやはりトマスの「真理論J Qua est ion es d isp uta ta e d e  ver ita te q. 1.， a .  1 .  

にある。 トマスが哲学をこの自明であるとする存在から出発させる限り近代哲学の

狙であるデカルトの方法論的格率に何ら違背していない。

そこで存在の自明牲と意識の自明性とどちらが先かという点で， 前者を先きとす

るトマスと後者を先きとするデカルトの違いがでてくる。先に述べたトマスの真理

論の同節には「存在を意識する人はだれでも， 意識する意識の働きを意識するわけ

でない。しかし意識の働きがなければ， し、かなる存在を意識する乙ともできない。」

s icut n e c  qu icum que intell ig it ens ， intell ig it intel lectum a gentem ;  et ta m en s ine  

intell e ctu a gente h omo n ih il p o t est intell iger e とある。 これは存在を直接に意識す

る， 即ち， 存在の自明性がなりたつために必ずしも意識を直接に意識する， 即ち，

自意識における意識の自明性がなりたつことを必要条件としない， しかし存在を意

識する意識の存在のみは不可欠条件であるというのである。 そしてこれは哲学とい

う学聞に関する限り存在の自明性が意識の自明性に先行し， この存在の自明性の成

立に意識の自明性は決して不可欠の前提とならない乙とを示し， 結局， 意識の自明

性lともとづく意識論は意識存在を自らの一部とする存在一般の自明性にもとづく存
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在論l乙後行するものであることを意味しているのである。

とれはデカルトと大変違ったスコラ哲学の考え方で， 遠くアリストテレスに源を

発している。 アリストテレスの存在論によると存在一般の一部としてしか意識は考

えられないので， 意識存在が直接意識に与えられるいわば自意識のもつ自明性は存

在一般が直接意識に与えられる「存在の意識」のもつ自明性の派生現象として， と

の「存在の意識jの存在に意識を代入して「意識の意識Jとした場合に生ずる特例

的なケースなのである。もちろんアリストテレスも存在そのものたる第一原因にお

いて思惟の思惟というアプリオリな完全な自意識を認めているが， それ以外のすべ

ての意識においては， 意識は先ず第ーに存在一般に向うもので， それが自らに向っ

て自意識となり，自覚的になるのは本源的でなく， あえて副業的èll7Tapép'Yψである

とされるのである。(Ari sto teli s m eta phy sic a lib .  12 c a p. 9)これに対してデカルト

の考え方の背後には聖アウグスティヌスや中世のデカルトと言われているアヴィセ

ンナという人達がいて， これらはし、ずれもアリストテレスの後にでてきた新プラト

ン主義の影響下にある。新プラトン主義の異質的起源について近年種々論ぜられて

いる(例えば， E m il e  Bré hi er: La P hi losophi e d e  P lo ti n  1961)が， 意識と存在，

ノエシスとノエ7， 主観と客観の完全な自己同ーを主張する絶対的自覚意識の， 発

出論理にもとづく世界内への流出派生を説くもので， このような自己完結的な意識

構造が「感覚からその意識を始めるもの」についてもアプリオリに当てはまるとい

う考え方である。 そしてデカルトやカントの近代のアプリオリスム(先験的観念論)

に正にこのような精神伝統の復活を見ることができる。これに対し存在論的認識論

は本来のギリシヤ哲学の伝統に立って「感覚に始まる意識」の非充足未完結なエロ

ース的な構造を洞見しており， 乙ζにアリストテリコ ・トミスムのもつアポステリ

オリスム(経験的実在論) の現代哲学に対する特別の迫力(インパクト)を感じとる

ことができると思われる。

次に感覚から出発する意識存在の比例的対象 obj ec tu m pr opor ti on atu m は物質で，

自意識存在の比例的対象は精神であるという問題に移ろう。ここで比例的対象とは

認識者の在り方に適合した認識対象のととである。 従って感覚に始まる人間意識に

とって適合した比例的認識対象は物質存在であるが， 完全な自意識存在があるとす

るならば， それの比例的対象は精神であって， 乙れがデカルトでのr esc o gi ta n s  に
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当るかと，思われる。しかし身体的である限りの精神にとどまる人聞にとって意識は

直ちに自意識ではなく， 従って精神は類比的対象 objec tu ma n a lo gatu m に留まり，

充分に比例的対象となることはない。これはトマスの認識論の非常に重要な点であ

る。我々の自意識は完全でなく， あくまで身体的な精神に留まるので， デカルトや

カントは人間理性を天使の理性と間違えたのではないか， とジャック ・マリタンは

述べている。従ってトマス的な存在論lζ於いては存在一般とは比例的対象を部分と

して含む存在の類比 a n a lo gia e n ti s  によって認められる類比的対象の全体というこ

とになる。しかしその際， 存在の類比の出発点になるのは， あくまで比例的対象で

ある物質的存在である。聖トマスの認識論では感覚的物質的対象を基礎とし， そこ

で抽象によって獲得した範時的な本質概念を「存在の類比」によって感覚的経験を

超えた反省的経験の世界に類比的に拡張できるとし， そのことによって可能となっ

た「意味付け」ないしは「解釈」の中にこの新しい表現的存在の地平にその固有の

検証性格を見出してゆくのである。

トマスはその哲学的著作De e n te e t  e sse n tia では感覚的世界での質料・形相の合

成実体から議論を始め， 次Ir.単純実体， 即ち， 形手目のみである離存形相を扱い， あ

くまでも「下からの存在の類比」を貫いている。つまり有形的な質料 ・形相の合成

的物質存在での範鴎的存在様式である実体とか属性とか偶性とかそうしたものを，

純粋形相としての無形な天使的存在， あるいは叡知体に類比的Ir.拡張してゆく。天

使的存在や叡知体には主語的基体としての実体とそれの述語である属性や偶性など

との聞に分離がなく， 従って比例的対象としての物質世界においての主語に対する

述語の関係， 即ち， 述語は主語Ir.依存するという主語主義は必しもそのまま妥当し

ないのであるが， それでもこζに「述語は直ちに基体化される」という「ボエティ

ウスの法則」を適用して， あくまで主語主義の立てまえを崩さない。ここで叡知体

という純粋な形相実体がとのような類比的対象から本当に比例的対象となるために

は今度は私達自身が完全な自覚に目覚めなくてはならないが， それは身体的人聞に

とって通常行われえない。そのためには人間的意識存在自身がどうしてもその本性

を超えた本性以上の状態 sta tu s prae ter n a tura li s  に置かれなくてはならない。 さら

に離存形相たる純粋精神どころか純粋実存である神の存在とその属性を扱う自然神

学について， 確かに神の存在とその属性証明は推論的類比的認識に入りえても， 神
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の本質そのものは自然的理性にとって完全に超越的であり不可知である。 その意味

で我々が持っているところの比例的対象を含めた類比的対象の全体である存在一般

と 乙れとの聞に一つの大きな不整合性がある 乙とをトマス自身も充分認めていたと

恩われる。

神の本質についての神の自己啓示を受容するために意識存在そのものの恩寵によ

る超自然的高揚がどうしても必要で， その高揚の結果， 存在一般に対する自然的理

性の視野が例外的に拡張されてゆくという問題となる。 神の本質知は神愛という神

の自己啓示を受容する以外に不可能で， それは天使も含めて一切の被造的な意識存

在が単に本性外的 praete r nat ur a lite r ばかりでなく， J恩寵によって超自然的s upe r

nat ura lite r �ζ高揚され引揚げられなければならないととを意味する。 乙の引揚げは

恩寵による愛の一致であり， それは自然的本性を適性 habitus において引揚げるζ

とで，その際，被造物のもつ自然的本性は破壊されない。 かくて自然的理性の存在一

般に対する視野は自然的認識以上に例外的に拡張される。 つまり比例的対象と類比

的対象との全体が拡大され，意識存在がその本性を維持したまま適性的 habit ua lite r

に高揚される。 そしてこれが 「恩寵は本性を破壊せず完成するJ gr atia non t ollit 

nat ura m  se d  e a m  pe rficit という意味である。

私はこうした考えが結局トマス神学に即したトマス認識論の要点と考えるが， こ

こに従順能力 p ote ntia obe d ie ntia li s の問題が登場する。 我 々 が 通常， 可能態

p ote ntia において有っているのは我々に固有のもので， それはいわば自然的能力

そのものであるが， この p ote ntia obe die ntia lis ということを聖トマスが言うとき

には超自然的恩寵に対する従j頃能力のことしか考えられていない。 それは結局， 人

間ないし天使を合めて被造物といわれるすべてが 「無から創られた」もの c re ati o

ex nihi lo であることにかかわっている。 トマスが自然的認識に， 神の存在とその

属性についての推論的類比的認識を認めても， 神の本質についてはいかなる自然的

認識もありえないことを主張しえたのは， I無からの創造」を含む創造神学 を そ の

啓示神学 d oct ri na sac ra の根底に前提していたからである。「無からの創造Jは最

初の無償性g ratia pri moris とも言うべきで， それは超自然と自然の区別を前提せ

ずに理解されない。 最近の神学， 例えばカール・ ラーナーにおいて， 与えられた現

実が既に超自然である故， 超自然 と 自 然 の区別は理拠的概念的区別 disti ncti oi n 
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ra ti on e にとどまるとし， 実在的区別 di stinc ti or eali s の考え方はだいぶ旗色が悪

いが， 実は両者の区別は被造世界に対する神あるいは創造者の絶対的超越性， 即ち，

被造物と創造物との聞の実在的区別 disti nc ti oreali s以外にその根拠を見出せないの

で， またとれなしにはcrea ti o ex nihi lo という創造神学も発出的因果論に墜してし

まうのである。 さもあらばあれ原始恩寵を告げしらせる創造神学には既に「存在」

の超自然的無償性を告げしらせる福音的性格が保証されているのである。

提題 トマス哲学の現代的意義

山 田 品

トマス哲学は， それ自体としていかに豊かな価値を含んでいようとも， その価値

を現代において理解し， 現代の哲学的状況のうちに現前せしめる研究者が無いなら

ば， 図書館の片隅に空しく竣をかぶっている古書の集積にすぎないであろう。 それ

ゆえ私は， トマス哲学の現代的意義という問題を， トマス哲学研究の現代的意義と

いう観点Lから考えてみたいと思う。 それは次の三点lζしぼられる。

(1)トマスは， 教会の内部lζ若干の熱狂的信奉者を有しているが， しかし現代哲

学の全体的見地からみるならば， むしろ無視され， 黙殺され， 或いはきわめて低く

評価されているというのが， いつわらざる現状であろう。しかしながら現代の哲学

者たちのトマスについての見解と評価とは， 彼ら自身のト7スについての深い研究

にもとづくものではなくて， 多くの場合， 先入見と浅薄な誤解にもとづくものであ

る。 他方， 熱狂的なトマス主義者たちも， 広く深い哲学史的視野の中でこれを正し

く理解しているとは限らない。 多くの場合その反対であって， 彼らの浅薄なトマス

論は， 却って好もしからぬトマスについての先入見を流布するために役立つのみで

ある。

このような現状において， トマスの著作をあくまでもテキストに即して正確に理

解し， また彼の体系のうちに含まれる豊かな哲学的諸概念を， 古代から始まりトマ

スに到る歴史的発展の相において把握し， その成果を現代の学界l乙現前せしめるこ




