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東 光 寛 英

本書は， 著 者自身 も 序文で云う様に， トマスの個々に亙る 伝記とか学 説の体系

的完全な説明ではなく， 時代史的且 つ伝記的事実 に 基づき， その当時の思惣と関

係させ乍ら， トマスの 本質的問題である一一一中世の 一 大テーマでもある が一一理

性と信仰( 村学と神学〕との関係を考察することを中心テーマとして， トマスの

輪郭を素描し， D oct or Co mmunis たることを示そうとする ものであり， それが 本

書の特色であろう。

本書は， 諸学科の学生を対象とした大学の講義に手を加えたもので， 十二議か

ら成っている。 各講の主たる問題点、を挙げると， 第一議 は第1 3世紀のキリスト教

界とアラビア世界， 大学と托鉢修i立会との関係， トマスの入門書， 彼の生涯の 概

要， 第二議はトマスの列聖， Do ct or Co mmun is の意味， 托鉢修道会とその清貧

運動及び説教活動， 第三請 はトマスのドミニコ会に入会，das Lehren ，異端糾聞に

対するトマスの態度， ナポリを中心とするトマスのアリストテレス学説への出会

いの事情， 第四議はトマスとアリストテレスとの関係一一ー彼におけるアリストテ

レスの引片j文のぷ味， 第五講 はアリストテレスの非歴史(unhis tor is ch )的解釈にお

ける問題性， éj�l世の大学の性絡， tr;j<溝 はパリ大学と托鉢修道会， 第七議はトマ

スの文体論と d isputat io ，第八議 はトマスの教師としての性協， 主要著作の概観，

第九講 は中世ラテン語とトマスのラテン詰， 第十議はトマスの課題一一自然と超

自然との関係， この問題時代的思想、背景， 第卜ー講 はトマスの課題に基づいての

esse と神の概念、の存在的な(e xistent iell)解釈， E xodus， ][， 14の問題， esse と創

造， 神学の 概念，第十二講 は神学と哲学との関係， An ci lla theologi ae の問題， 神

学大全を巡る問題と云う風に示される。

本書:の主要な論旨の一端を紹介することにする。 哲学と神学との関係 は， トマ

ス全体に関わる ものであり( 5.198 )，彼の本質的問題であり， 従 ってアリストテレ

スと聖書との結合はトマスの生涯の課題であった(5.165)。 トマスのかかる根 本

問題， それを巡る彼の生涯と人格的運命は， 著者により先ずキリスト教界と異教

徒の世界との触 れ合う第1 3世紀の時代それ自身に求 められ， その矛盾的時代の殆

んど会要素を一種の e xistenti el lな綜合に結合する( 5.18)。トマスがモンテ・ カッ

シ/:からナポリへ行った時， 托鉢修道会の清貧運動に会い(5.39)，1244年(19歳
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の時)， ;;Jí教修道会たるドミニコ会に入った。 入 会の動機は， (1)良盟 はそれ白身

として且つそれ自身によって顕示されると 云 うr�迎への情熱， 説教に よ る da s

Lehren の も つ良現への噂きに対する'Ir')熱と， (2)福音的な もので， 本来的に聖書

に帰り， 型/-Jーにおいて告知される清食の観念、であった。 ここにすでにトマスの

D octor C ommun isたる代表的な ものの一面がある ( S. 47， S. 52)。 著者は吏にアリ

ストテレス学説そのものの出会いに つ いてはナポリ以外に は西洋に はなかったと

云 い， その事情を語りトマスはナポリ大学でヒベルニ アのベトノレスのアリストテ

レスの講義に通う( S. 60ff.)。 キリスト教の内部にはすでに自らアリストテレスの

世界説の根本的性裕に親和的な ものが準備されていて， この親和l性が自発的に混

和されねばならなかった。 ここに哲学と神学の出会いがある( S. 68f.， S. 72)。福音

的完全性とアリストテレス哲学への賛訟は， トマスを 反省的覚棋に もたらし， そ

れ は更にアリストテレス哲学の神学的世界への統一へと もたらし， それがなされ

る好条jéI:は， トマスにとっては， パリ以外に出会う場所がなかった。 当世紀のパ

リでは托鉢修道会の革命運動は若い世代の人々を捌 み， ドミニコに は大学の教師

と学生の新参者が多数増加し， パリのドミニコ会 は， 数限Jに増加したの みではな

く， tr'j神的中心となった ( S. 93f.， S. 98)。 パリ大学の方 は， 当時の最 も重要な大

学で， ボロニア大学やサレノレノ大学と異り， 行学と神学との結品生成であって，

その模範的性陥が哲学一一神学的世界観でー只現した( S. 90)。著者 は， かかる時代的

環境の土壌において哲学と神学との結合のトマスの課題が育てられたと， 指示す

る 。著者 はトマスのアリストテレスに対する態度を次の様に云う。トマスは過剰の

アリストテレスの崇拝者ではない 。トマスには， 事実多くのアリストテレスの引用

文 はある ものの， アリストテレスは， 権威としてではなく，述べられた事柄の rat 10

のた めに価値があり， 真理の道具( Zeug)としてである 。トマスは歴史的な (h istor・

i sch)アリストテレスに対しではなく， 本来的に はかのrJJ=mに対しての みである。そ

れ故， トマス は単な る Ar isto tel ik er で はない。事実， トマスの作品に はアリストテ

レスに抗する部分やプラトン も アウグスティヌス も同席している( S. 69， S. 75ffよ

トマスの形式面として， 文 体論， ラテン語， 更に da s Lehren に， 著者 は云い

及ぶ。 トマスの著作では討論対話が文 体の要素になっているの それ はd isp uta ti o

であり， 討論対話はあらゆる人間に共通する生の根本形式であり， 共に語ること

に よって， 真理を見出し説明することが出来る。 トマスの文休要素fこる d isp uta 

t ioの淵源は， プラトンのみならず， アリストテレスに もあると著者 は述べる ( S .



105 

112 )。 かかる点をトマスで見ると， r対異教徒大全」でもその点はそうであるが，

「神学大全」等のart icu lu sの構造が， 問題提起， 異論， 反論， 解答， 異論の解答

となっていて， 根 本的にはプラトンの対話からあまり離れていないと， 著者は云

う。 トマスのd isp utat i oの精神は， 相手の議論とその人格を尊重し，、他人に耳を

傾けると共に話しかけること等であり， トマスはこれを大学の精神と見倣した(s.

109 ff.)。 著者はトマスの教師としてのdas Le hre n に意義を見出し， トマスは，

文筆家である よりも教師であって， 学ぶものと教えるものとの同一化の下， 成長

し乍ら教え， 教え乍ら成長し， das Lehre n に お いて観想生活と実践生活が結合

されるので， トマスはdas Le hre n が精神生活一般 の最高形式の一つであると考

えた。 トマスは教師としての課題から偉大な体系的著作「神 学大全」の外， 莫大

な数の著作を書いたのでもある(S.132 ， S .137)。 かかる教師として且叉思索家と

しての意味に お いてトマスの D oct or C ornrnun is たるの一面がある。 12 57年トマ

スは公式にパリ大学の教授団に迎え入れられると共に積極的に究極的にこの課題

を開始する(S. 12 7)。 尤も， このdas Lehren の意義に つ いては， すで、に説教修

道会のl況教活動にその端初があり， 説教に お いて聴 く者に話し教えることにソク

ラテスープラトン的対:活の意味があり， 真E唱は， 生きる言葉に お いて現{E的であ

り， 対"古に お いて起るのである(S .53)。 トマスのラテン語は， キケロの様に生き

た母語でもな くネオ・ スコラのラテン語の様 に死語でもない。 トマスは， イタ リ

ヤ人且 つローマ人として， 生れつきラテン語をもち， その意味で， トマス.にとっ

てはラテン語は-J菅波密で、自然的であった。 中世のラテン誌はキリスト教の典礼

生活から生 存し， スコラのラテン活は大学の生きた言語であった。 かかる情況下

のトマスのラテン認はその意味で生きた自然言語である。 か くしてトマスは人工

的， 技巧的専門誌によるrì然言ziEの喪失に抗し， 尤も大学の言語はアリストテレ

スの練訳を透じて得られるのではあるが， トマスは， アリストテレスを我が物と

して同化し， それを利用することを学んだ。 トマスの女体， 言語には， 輝しさ，

きらびやかさ， 7寺楽的なもの， 個性はないが， 事実の洞察の明確さがあり， 峻厳

たる美しさがあると著者は云う(S. 154)。

著者は， トマスの内容面として， 先ず e sse の 概念、と神の概念をとりあげ， ト

マスの主要課題そのものを内面的に述べるが， ここに著者向身のトマスの e sse の

解釈の ー端が同時に見られる。 1268 年トマスがパリに来た時， 彼は， 一方にはブ

ラパンのシゲーノレを中心とする異端のアリストテレス学派を見出し， 理性と信仰

との相互の分離と独立との危険 があるを認 め， トマスと混同される様な航 めて危
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険 な 反対者たることを知り， 他方には前世紀から伝承された或る意味で、流行の神

学， 伝統的アウグスティヌス学派が あって， その非現実性たるを知った。 トマス

は， これらのものに対して， 一方には明 確に神的基礎即ち創造と托身の論議から

の世界性の基礎付けによって， 異端的アリストテレス主義の急進的世俗化的世界

性を攻撃し， 他)Jにはアリストテレスに従う決定的世界性によって， その時代の

伝統的神学の非世界性と対決した( S. 182f .)と， 著者は先ずトマスの課題のその時

代的 背景を 把える。 アリストテレスの指示によって現実 性を肯定したトマス は あ

らゆる あるもの (alles Se i end es) を尊敬し， 不可避的に 洞察さ せられるのである

が， その洞察は神学的 洞察か哲学的 洞察かと云うこと は困難 であると， 著者 は述

べ る 。「 ある」の概念 (Se insbe g rif f) は厳密に三えば「存在」の 概念、 (d er B eg riff 

d es Ex isti erenり である( S.1 86) 。 私の眼前に水が ある。木と は何 であるかの 本質

( essentia-da s W as und di e W esenheit) の みな らず存在 (ex istentia-d aパDa ss> ，

d as Dasei n ， d as Da. sei n， d as Exi sti eren) が同われてそれを知ろうとする。 この

場合， 著者 は exi stenti a (d as E xisti eren)を「現実に (wi rklic h)存在する」と考

えている ( S. 188) 。 木が成長する， H紫すると主の個々の行動の外に先立つて “ er

exi sti ert"が ある 。 神の 場合 “ G ott ist"の解釈に二義が あって(1)“ es g ib t  i hn， er 

ex isti ert"， (2)それは unv oll stä ndi g な 命題にilllし， “ w as er i st" に関わり， 即ち

創造主 ， 全智， 全能等 であるが， トマス は， 神の場合， (1)でも(2)でもな く， r対

異教徒大全J ( Capt. 1， 22)に示す様に， 神においては，木の場合と異り， 存在と

本質と は二様 でな く同 一で， 純粋現完態 (ac tus pllrus)である( S.1 90f .)。 それを

表現するものはは出エジプ卜記(m，14) の“Ic h b in， d er I ch b in"である(ib id.) 。

トマスのかかる学説は， 形而上学の一 つの革命 で あって， それはアリストテレス

的現実 態と 可能 態との区別により， 更にアリストテレス的 概念の現実態と聖書の

神の名“lc hbi n ， d er Ic h b in"との結合により可能 となった。 著者は云う， ["ト7ス

以前のキリスト 教的 哲学者と神学者 はかかる existenzi ell な 仕方 で， da s Sei n を考

えること は全く不可能 であったJ ( S. 19 2) と 。 著者は， ヂノレソンのトマス解釈に

従い， トマスの哲学は Sei n.Akt の 哲学として相 対的 (allc h; an other) Ex istenz . 

P hilos o p hi e ではな くて， 絶対的 (einz ig : only one) Ex istenz四P hi losop hi e である

と確信している (ib id .) 。 又， アウグス ティヌス やアンセルムスのd as Sein につ

いての 思惟はトマスに比すれば， 全く essent ialisti sc h であるが， トマスのそれは

ほお tenz i el l である(ibid.)， esse に関してのかかる神と被 造物の関係により， 被 造

物の凶 se そのものは神の創造による分有思想からして， 世界の ess e は善 である
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の みなら ず極めて厳密な;む味で神聖である。 か くして 存在 の 拒絶(Di e E xis te nz 

Verw e ige rung)が悪であるの みなら ず演聖で あり神に背くものである (S. 198 )。

以上見る様に， 著 者の ト マスにお ける esse の概念、と神の概念、の はis te ntiell な

解釈は， 全般 的には， ヂルソンに従っている。 著 者 は， ト マスの"esse et essentia "  

の 場企， a ctus esse nd iにd i e bare Exis te nz (S. 196) を， esseに E x is te nz (S. 195) 

を， 史;にesseにexis ten tia 乃至existiere n (exi s tere)  (S. 188 ) を充当 している が，

これには注意 を要 する。 トマスの eSSe は， 厳密な意味で， 一 般 的には exis tere

ではなし、し， チツレソン も eSse を exis ten tia の 抽象名詞 で 把握 することに反対し，

esse の動 詞 的性怖 を重視 し， 1'a cte d 'exi s ter として見倣 すことを主娠 している。

事物の esseにおいて esse を exi s ti eren と考えて も ， 神 の esse において ， “ o b 

es e in e n  G o tt gebe ::) G o tt is t <:，d as heisst， es gi bt i h n， er exi s ti ert" (S. 

190) の 一 例が示す終に， 答者が全般的に本当で 神の esse をはls t1ere n と解釈 し

ているが， これには問題が あると 思う。 やl'の esse は絶対にその essentia と|司ー

であるの 場什 の esse は絶 土中にexis tere (existieren ) ではないが， “ er(G o tt)exis. 

ti ert" とするには余程の配慮 を要 する。 著者 の 本当で 見ら れる esse の 概念、と神

の慨念、の ex国te ntielle な解釈は， マリタン等 を合めて ， 大局的にチ'ノレソンに従う

不オ ・ スコラ的解釈である。

か〈 し て ， 著 者 は， トマスにおいて は， 哲学 と神学 はその 本性上Formei 日.h e it

にfTーされ， その 統→は， 神の作示全信じ， 結合された ものをその 反 行において

考え 把えよう とする哲学 者の 生さた思惟において の み 現実化し， 且 つ人間 の 自然

的認識能力も立 の 現実性を担保し得るとt制言 し， 人間 と世界について の 報知が指

示されるところ の もの を考慮することを止めなし、神学 者の 生きた 思惟において の

み現実化し(S. 212)， 哲学 と神学 との こ の Fo rme inh e it は， ト マスの ， 特に「 神

学大全J の 構造原珂で あると 云い(S. 218f. ) ， ト マス は， 単なる哲学 的且つ神学 的

思 索家ではなくて ， 聖人であると強調する (S. 30)。

本吉→は， ト マスによって導入され或は批判 されているプラト ン的要 素並にアウ

グスティヌス的要素には触れて はいるが， 主として アリスト テレスとの 関係が日

立っ て述べら れている。 アラピア哲学 やユダヤ哲学 とト マスとの 関係は立ち入っ

た 説明 はない。 尤も， ブヲパンの シゲーノレには触 れているが， マイモニデース は
ほんの 一寸 の み 触 れている (S. 191 f.)。 それも， 本書が序交で云う様に， あら ゆ

る学科 の学 生を対象とするた めであり， 学 説の 体系的完全な説明を目ざ すもので
はなく， 入門書 という本喜 の 性格によるので あろう。 本書はト マスのも つ三つの
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要素， 哲学者， 神学者， D octor Co mmunisから考察し， それらの三つの性格が聖

人としての トマスの人格に合一することを示していがる， トマスの核心的輪郭を

知るに， 手取り早い恰好の主主である。

]oseph Ratzinger Die Geschichtstheologie des heiligen 

Bonaventura， Munchen und Zurich， 1959 

坂 口 昂 士
口

ボ ナヴェン トゥーラについては， ジルソン ・ ステンベルゲン論争以来ここ2 0年

にわたって， そのアリス トテレスに対する態!去をめぐり， さ らにはその哲学史上

の位置づけをめぐって議論が沸騰してきた。 この論争に参加した背学史家たちは，

ボ ナヴェン トゥーラをジノレソンに従ってアウ グス チヌス主義者と考えるか， ステ

ンベルゲンに従って折衷的アリス トテレス主義者と考えるかで立場を異にし ， 互

いに この点について重要なテグス卜を脂摘しあった。 しかし2 0年にわたる同」主

題についての， しかも多少の差 こ そあれ十11似た観点からの追究は， 論争を次第に

穆扇状態に追い こ ん でいったかの感がある。

この点、で G. H. Tavard (Tran sien cy and P erm品n en ce， The Na ture of Theolog y  

ac cord ing to S t. Bonav en ture 1954. New York )が， ボ ナヴェン トゥーラの神学の

動態的・歴史的 性質を指摘し， それ以後の静態自J・永遠的な神学との相違を示し

た意義 は大きい。 I1Dち， ボ ナヴェン トゥーラにとって神 学 は， 時 間 的歴史的世界

をとおって発達し， 次第に明噺な真理の認識に達していく主体的信仰の過程をさ

すものであったが， 以後のものにとってそれは， 客観的な不動の所与としての啓

示を対象とする学問であったという のである。 またタヴァードによれば， このボ

ナヴェン トゥーラの神学のありかたは， アウグス チヌス以来の伝 統に忠実であり，

のちの革新に先立つものと考えられる。 かかるタヴァードの研究は， ボ ナヴιン

トゥーラの神学的認識の歴史性を強調 した点で画期的なものであった。 しかし彼

はその歴史性そのものを追究する ことなく， そこから生ずる自然的世界と超自然

的世界を 統ーする視野に関心をむけた。

ここに紹介1るラッ チンガーの論文 も， 本来はタヴァードと同じく ボ ナヴェン

トゥーラの啓示 概念ないしは神学的認識論の究明から発したものである 。 しかし


