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ratione にとどまるとし， 実在的区別 d istinctio realis 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distinctiorealis以外にその根拠を見出せないの

で， またとれなしには creatioex nihilo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
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と， すなわち トマス哲学に関する広義の歴史的研究は， 地味ではあるが， ト7スに

ついての一般的偏見を除去してゆくための最も確実な方法であり， それ自体として

現代的意義を有する仕事である。

(2) トマス哲学の復興とは， 或る人々が考えているように， ト7ス以後の哲学を

悉く虚偽の哲学として否定し去り， いわゆる「純正 トミズム」を， 全世界の人聞が

学ぶべき唯一絶対の真理として押しつける乙とでは決してない。 トマス哲学を現代

に生かそうと思うならば， われわれは トマス哲学と， 彼以後の哲学との聞に存する

連続の側面と断絶の側面とを明確に把握し， その歴史的意味をよく考えてみなけれ

ばならない。 トマス以後の西洋哲学の歴史は， トマスにおいて一つの調和を保ち一

つの連関のもとに理解されていた哲学的諸概念が， 統ーを失い， 分解してその一つ

一つが問題的となり， その一つ一つの問題をそれぞれの歴史的状況の中で引き受け

た哲学者たちによって， 主体的に探究されてゆく歴史である。 その探究において彼

らがより所としたものは， 彼ら各自の主体的「経験」 である。 そしてこれら多くの

哲学者たちの経験を通して主体的に把握された哲学的諸概念を総合し， 新らたなる

体系を樹立したのはへーゲルである。 それとともに彼は， 彼自身の体系に到る西洋

の哲学史全体を見渡すーっの視野を開いた。 へーゲル以後， 哲学史の学は， 個々の

事実の実証的研究lζ関しては， へーゲソレを超えて大きく進歩したが， 哲学史全体を

見渡す全体的視野に関しては， いぜんとしてへーゲルの開いた視野のもとに在る。

そしてとの視野の中で， 中世の哲学， 特に トマス哲学は， 不当に無視され， 黙殺さ

れている。 また現代の著名な哲学者たちが トマスについて抱いている無知と偏見と

は， 彼ら各自のへーゲル批判にも拘らず， その哲学史的視野に関しては， 彼らがい

ぜんとしてへーゲルの支配下に在る乙とを明白に証拠立てる。

トマス以後の西洋哲学の歴史が， トマスによって遂行された哲学的諸概念の総合

が解体し， それらの概念の一つ一つが問題的となり， 新しい商洋の歴史的状況の中

で， 各々の哲学者の経験を通して主体的に探究され， 主体的概念となり， それが再

びへーゲルによって総合されてゆく過程として綿密に歴史的に研究されてゆくなら

ば， それとともに， へーゲ、ルの開いた哲学史の視野そのものを自らのうちに包含す

るような新しい哲学史的視野が開かれてくるであろう。 その視野の中でへーゲル哲

学の正体は(何故彼の哲学史がトマス哲学を不当にも黙殺しなければならなかった
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かという理由をも含めて)あらわにされてくるであろう。 ζのようにして， 現在支

配的である哲学史の視野を根本から改めて， もう一度， 西洋哲学の全体を新らたな

る視野のもとに見直すこと， とれは現代及び将来の トマス哲学研究が果すべき課題

に属するであろう。 もちろんこの課題を果すためには， ただ トマスの著作を読んで

いるだけでは足りない。 しかし何よりもまず， トマスそのものをよく読まなければ

ならない。 そして トマス哲学における総合を成さしめていた原動力が何であったか

を把握しなければならない。

(3) トマス以後， へーゲルを通して現代に到る西洋哲学の主要なる性格は<sub.

jectivism�として特徴つ'けられる。 それは或る人々によって《主観主義》と解され

るが， 当らない。 それはむしろ， 哲学的諸概念を自らの主体的経験において反省し，

検証するととによって我々が物にしようとする《主体主義》である。 《主体主義》

としてのトマス以後の哲学は， また共通的iζ， 自己の主体的経験から出発する《経

験論》である。

さて， このような<su句ectivism�が現在， 批判の対象となり， それからの超越

が様々の仕方で試みられているが， ζの問題の解決への方向に， ト7ス哲学を現代

(というよりはむしろ来るべき時代に)生かして行くべき道がひらかれていると思

われる。 しかしそれは， <主体の哲学》に対して， いわゆる《存在の哲学》を安易

な仕方で置き換えるζとでは決してない。 そもそも現在， < subjectivism � が批判

されるようになったのは， 哲学的概念を単に過去から受け継がれたままに無媒介的

lζ受け取るのではなくて， 自己の主体的経験と反省とを通して我が物にしてゆくと

いう<subject ivism�本来の精神のうちに何らかの欠陥が見出されるようになった

からでは決してない。 却ってこの主体的反省そのものが徹底されて， これまでの

< subject ivism�の哲学が「経験」 であると考え， その哲学の出発点としたものが，

果して真実の経験であったかという反省が， < subje ct ivism �そのものの内部から

生じてきたからに外ならない。 これに対しトマス哲学は， それはたとえわれわれの

経験の部分ではあるにしても， われわれの現実に経験する「全経験」 ではなかった，

と明確に答えるであろう。 では， われわれの現実に経験する「全経験」 とはいかな

る経験であるかという問いに対しては， それは「会存在J t ot um e sse の経験である

と， 明確に答えるであろう。「全存在」の経験が主体的経験論の出発点となるとき
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< suLjectivism � からの超越の道は， 自ら関かれるであろう。 なぜならば， われわ

れの「全存在」は孤立して存在するものではありえ ず， まさに存在的に存在に向っ

て聞かれて在るものだからである(こ のこ とは勿論， 精密な論証を必要とする。)し

たがって， 存在に対して開かれて存在するこ との経験， すなわち超越の経験は， ま

さにわれわれの「全存在」の経験のうちに含まれているのである。 こ のような「全

存在」の経験を分析し ， それの自覚の過程を追求してゆくζとは， I来るべき哲学J

の主要なる課題となるであろう。 そしてこ の課題の達成のために， トマスの著作，

特に『真理論」は無限に豊かな内容をわれわれに開示するであろう。

提題 トマス倫理学の現代的意義

稲 垣 良 典

(1)こ こ で「トマス倫理学の現代的意義」という言葉は， 現代における倫理学的

探究にたいするトマス倫理学の影響あるいは寄与， という意味に解する。

乙の場合， ま ず頭にうかぶのはトマスの自然法論(そ乙にふくまれている人間存

在の歴史性への顧慮， 経験的な探求の重視， などに注意)であるが， それは比較的

よく知られているこ となので， 立入って論ずるととはひかえる。 むしろ以下におい

ては， トマス倫理学が現代において持つべき意義， つまり， それを現実化するとと

がトマス研究者にとっての課題であるような「現代的意義J K.目をむけたい。 それ

は トマス倫理学におけるメタ倫理学， あるいは「道徳の形而上学」の側面の研究で

ある。

(2)現代のメタ倫理学の中心問題は， 善(もしくは正)と呼ばれる倫理的価値を

客観的に基礎づけるこ とが可能か， 可能であるとすればいかにしてか， というもの

である。 との問題をめぐって， 自然主義倫理学と分析的倫理学とが鋭く対立してい

るが， その対立は極めて限定された場面におけるものであって， トマス倫理学は上

の問題の探究がより広い場面で行われうるものであり， また行うべきものである乙

とを示すこ とによって， との対立を止揚しうるのではないか， というのが本稿の論




