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本書は全体としてやや追究の足りない感があり， カエタヌスの場合などいくつ

かの問題が残る。 殊にアナロジアについてはトマス解釈を めぐって異論が生ずる

であろうが， 叙述のあまりに簡単なのが惜しまれる。 ともあれ本書は論旨が明解

であり， 他に類書のない折から 有益な研究書である。

哲学大辞典4巻， 1957-1958， ガララーテ哲学研究所編 ヴェネチァ ・

ローマ。

Encic10pedia Filosofica. Centro di Studi filosofici di Gallarate. 

VeneziaRoma (Istituto per la Collaborazione Culturale) 1957-1958， 

4 vo1. (19.5 X 28cm) : 1 pp. XXVII， 1958 co1.. II pp. XIX， 1916 

co1.， III pp. XIX， 1942 co1.， IV pp. XIX， 1963 co1. 

Francisco Pérez Ruiz S. ]. 

此の著作の対象は， 既に表題から分るように， ÌÌÍ.に中世哲学だけに限られるの

ではない。 しかしこの辞典には中世哲学・に属する多くの重要な要素があるので，

私は中世哲学の観!;，�、から芸評を行うことを妥 当と判断した。 この著作全体につい

ての概観は雑誌「ソフィア」の秋季号にすでに書いたので， ここでは中世行学と

関係する面のみを扱う(ソフィア秋季号1960年344-348頁参照〕。

この大きな辞典の監修者 P. Carlo Giacon S. J.(メッシナ市大学形而上''1:教 授)

は， イタリアの著名な新トミス卜である。 従ってこの辞典の中世哲学に関係ある

すへての問題が充分の注意と配慮とをもって扱われることが予知jされたが， 実際

にこのことは事実となった。 すなわちこの辞典の中には， 歴史的問題にしても学

説的問題にしても中世哲学研究のために重要な多くのものが見出される。 そして

更に個々の問題のために選択された 文献目録が示され， そ れ は イタリア誌の書

物 ・論 文に限らず， 英 ・ 仏 ・独・スペイン請のそれに及んでいる。 この辞典の著

者たちは， その担当する問題について， それ以前に包括的な著作を書いている場

介が少なくない。 かくて彼らは， 長い研究の結果を集約して我々に示している。

この辞典の配列は多くの辞典のそれと同じであるロ アルファペット111良に， 二つ

の稀類に分けられる項目が道んでし、る。 ーつは庇援に哲学的問題を考えるもの。
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{也はfq学者， ]l.):は特殊な学派を扱うもの。 中世哲学にl対しては余り重要でないも

のを含めてすべての学 派について， そして殆んど知られていない哲学者について

すら， 多くのことが高かれている。 "yiにしばしば用いら れ る術語， アフォリズ

ム， 表現の教示説明を見出す。

この辞典のすべてを示すことは不可能である。 この辞典が中世哲学研究者に何

た提供し得るかを或る程度示し得る二三のものを， 私は選んでみたい。 しかし個

々のものに入る前にJ !!える重要なことを示すベ3だと思う。 この辞典の1存者たち

は中世哲学を単に死せるものとは考え て い な い。 彼らは徹底的に 歴史的問題を

( 博識と厳密な方法で)研究するが， J:fí-に 歴史的にではない。 更に哲学的問題と

しての淡い妥当性を考え， 示された解決に合まれているあらゆる真実を自分のも

のとすることに真剣で ある。 この辞典に現われた二つの基礎的な思潮は， Cそれに

ついては他の所〔ソフィア参!日りで述べた〕中世科学の基礎的な立場， IlrJちトミズ

ムとアウグスチニズムとに一致し両者に深い1二!惑を求めている。 この二つの思

潮のJ}l {I:に及ぶ生命それ白身と}Jは中世研究の析学的意味についてすでに我々に

何ものかを教えるのである。 次に我々はこの辞典が何を提供するかをより具体的

にみてみたい。

“Sco lastica" C rv454，..，459)， "Se∞nda sco lastica" C rv459，..，461) と “Neosco las

tica e neo tom凹no " Cill874，..，880)の三つの項目で， 我々はスコラ析学の全版史

の綜合的な説明を見出すの 第一スコヲ学についてSophia Vanni- Ro vighiが氾い

ている。 スコラ哲学の中には多種類の学説がある。 この差異は現実のキリスト教

的共通概念、を個人的な仕方で生き， 表現することから起る。 従ってこれらの哲学

の特徴的な考えを見出すのはなかなか困難で ある。 中世哲学の反対者たちによっ

て与えられた考えは全く受け入れられないが， D e  Wulfや他の人々によって示

された考えも充分なものとは思われないのである。 V.- R. はその当時実際に教

えられていた哲学を 歴史的に考えて行くことを唯一つの可能な道と考える。中世

的思索の基礎的な課題は碑示の知解の研究である。 V.- R.は中世哲学の形成と

進化とに於ける主要な段階と， 主要な影響とを説明する。 ドゥンス ・スコツス

は恐らく最後の偉大な綜合であって， 彼はトミズム以後のアウグスチニズムの要

求をアリストテリズムと調和させようと試みたの その後形而上学的関心は次第に

弱まり， スコラ的思索は余りに空虚な精綴さにふけり， 従ってますます生から離

れて行ってしまった。
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しかし或る時間を経てスコラ哲学の新しい黄金時代が訪れる。 この 第二スコラ

学はP. G iaconが扱っている。 彼は ここでこの問題について出版した三巻の 著

作(La seco nda sc o lastic a. Milano 1944-50)の圧縮した要約を書いている。 スコ

ラ哲学のとの時期は1 5--18世紀にわたり， 人 文主義， ルネッサンス， 近代哲学の

第一期と 一致する。 又カトリッグの革新の時期でもある。 トリデンチノ公会議の

前の主な著作家たちは Thomas de Vio (Caietanus)， Franciscus de S il vestri 

(Ferrarensis)， Franciscus de Vito riaであり， 一般に聖トマスの忠実な注釈者で

ある。 しかし特に重要ないくらかの問題に於てトマスから離れてしまい， 殊に問

題の根源に忠'だに従って究極の結論を引き出さなかった。 かくてこれはその 当時

生れつつあった 近代哲学に， スコラ哲学を悪く理解する機会を与えた。 トリデン

チノ公会議の後ではとりわけイエズス会の著者たちが目立つたが(殊にS uárez)，

彼らも叉聖トマスの注釈者であった。 しかし彼らは思考方法に於ても教示方法に

於ても独得であ日新しい時代の要求に対して特別な注意を払ってはいた。けれども

この新しい黄金時代が哀え始めた時， それはまだトリデンチノ公会議の後一世紀

も経っていなかったので、ある。 その)京閃はP. G iaco n によれ ば， 同時代の哲学

との接触がまだ不充分であり， 主要な形市上学説の忘却であり， 独創的な指導的

な精神の全く存在しなかったことである。

しかしスコラ村'.�'f:のこの第三の京弱は決定的で、はなかった。 それは或る時期を

経て再び限りから覚め， 今11では強い生命)Jを示している。 この復活をP. Dez . 

zaと G.S an tinel10が述べている。 この場介にも著者の研究の圧縮された要約が

見出される。 というのはP.Dezzaはこの時代を 長く研究し， それを二つの著作

にして公けにしているからである(AlIe o rigini del neo tomismo， Milano 1940， 

1 neo tomisti italiani del sec.xlX. 2 vo1. ibid. 194 2-44)。 彼の説明から次のこ

とが知られ00 スコラ析学の復興は当局者の勧告の紡果ではなく， この勧告ーに先

行するものである。 当局の勧告はむしろすでに生まれていた運動を確立し， 力づ

けたのである。いやむしろ逆に始めにはこの復興の運動に対立していた当局者も

いないて、はなかったのであって， それはこの哲学がすでに死せる無 用のものと考

えられていたからである。 この復興運動を起した創始者たちは 近代科学の形成を

受け入れたが， その際経験した不満足は彼らを他の場所に真理を求めるように導

いた。 遂に彼らはそれを聖トマスとの接触に於て見出した。 そしてそれは我々の

時代の人間の噌好にとって気に入らない形式のもとに， かくれていたのである。

彼らが書いた初期の著作は， 治IJfr台汗たんのこの間有の経験を充分に表現し て い
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る。 というのはそれらの著作は論争的なもので， 直接にスコラ省学の真理を弁護ー

するよりもむしろ他の哲学の不充分さを示すこ とを試みている。 かくて人々はそ

うでなければ容易に選ばないであろうスコラ哲学を研究するように強いられるの

である。 スコラ哲学は(学 派の差異に応じて〉基礎的な形而上学的命題に関して

明瞭に定められた立場をもっているが， 今日のスコラ哲学は研究に開いた態度を

とっており， 近代哲学の強力な諸学 派 と論争し， そのすぐれた点を同化するこ と

に努め， 現代の思弁の特徴的問題を形而上学的に考えることを試みている。

このスコラ哲学の内容 とその主な哲学者については， 多くのものがこの辞典の

中に見出される。 その中のただ二三のものを選んでト述べてみたい。P. Giaconは

“Aristo tele" (1 339←36 5) という 長い項目の終りに， アリストテレス哲学の三

つの主要な一般的解釈の中で， キリスト教中世の精神主義的解釈を示している。

そして聖トマスの哲学に対する アリストテレスの認識論的， 形而上学的原理の

重要な意味を強調している。 この問題の続きの:\11分が他の二つの項 目 に あ る。

“Aristo tele latino " (I367-369) でA.To gno l o は中世上のアリストテレスのラ

テン献訳について今日知られている所を述べ て い る。 “Aristo telismo "で G.Di 

N apoli はアリストテレス主義の歴史を考えているが， その大出分はスコラ 哲 学

の， 殊にトミズムの歴史 と一致している。 そして DiNapoliは充分注芯し て い

るが， 型トマスはアヴェロイズムの誤りを避けるために， アリストテレス説の畷

昧さを説明し， 更に自然主義的注釈からアリストテレスを とり出さなければなら

なかったのである。Di N apoliによればトミズムはキリスト教化されたアリ ス ト

テリズムであるよりもむしろ， アリストテレスを媒介 として解釈されたアウグス

チユズム といわれ得るのである。 中世の著者たちをた とえ浅薄によむにしても，

アリストテレスに対するスコラ学の奴隷ぶりについての人女主義者その他のいわ

れのない 非難を見破り得るのである。

聖トマス ( IV 1 232-1 260) とトミズム ( IV1 2 23-1 2 28) とは P. G iaco nが書

いている 。 この後者の珂論的部分について少L述べてみたい。 一般に自分に白定

の理由を与えよう と欲するのは哲学に とって本質的なこ とである。 感情的要求に

従おう とする人々でさえ， 結局は感情的要求に含まれている合理性の要素に基づ

いているのである。 このこ とを Giaco nは主知主義 としての 非難に答えるた めに

いうのである。 更に彼は抽象主義 と合理主義 としての 非 難に答えている。そして

最後に問題主義， 歴史主義， 実存主義， 現象学， 新実証主義 との対話の中で， 純

粋に考えられたトミズムの可能性への確信を表明している。 そして最後に人間の
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精神は絶対的な精神ではないのであるから，その精神の光に，啓示の高い光と経験

科学の光とが加えられうるのである。

新トミズムと同時に 近代の哲学的世界には，精神主義といわれる他の思潮が存在

する。 この辞典の主な協力者たちの多くはこの流れに属している。

“Spiritua lismo" ( IV 908←914)の項はG.S a ntinello が説明している。 現代 の 精

神主義者はその起源を聖アウグスチヌスに求め， 精神主義の基礎的なテーマは皆

彼の中に見出される。 現代の精神主義は実証主義に対する反動であり， フランス

とイタリアに於て夫々ちがった性格を持っている。 それらは白然主義と科学主義

の�定と， 形而上学への要求の再確認とに於て一致している。 更にイタリアに於

てはアイデアリズムに対して活溌な闘いを行っている。

F. Sc iacc a は精神主義者は「新スコラ学」の名の下に包含さるべきであると論

じている(cf. La filo sofia hoy， ed. hispa na (1956) P. 410 n.1 )。 用誌の問題は

別にして， これらの著者たちのアウグスチヌスとアウグスチニズムとの連絡は否

定し得ない。 これらの人々も叉〔新トミズムと並んで)中世行学の現実性と生命

性を示すものである。

Sc iacca 自身辺アウグスチヌスCI86 --111)のなiを占-いているが， 彼は以前に

それについて著作しているの. Ago stino， Bresc ia 1949)。 更にアウグスチニズム

CI 78←85)の項があり， そのlfl:らどをA.M. Mo schetti が考え， その学説を G.

Bonafedeが考えている 。Moschettiはアウグスチニズムの共通的な一般的思潮と

同時に， その非常な多t'*さを見出している。 中世における最も 純粋なアウグスチ

ニズムは型ボナヴェントウラの学I3Lである。 今日の理論的実存主義(キエノレケゴ

ーノレ， K ・ バルト， シェストフ)はプロテスタント的アウグスチニズムといわれ

るIlrjを逆説的に まで誇似している( UDち罪の立識， 信仰のみによる救い， 禁欲，

人間用性の茂視)0 �にカトリック的アウグスチニズムは生の神的価値と人 間 的

価値を只体的に把催し， 大ならしめることを目指している。Bonafc deはアウグ

スチニズムの1-\微を， 人間( to tus homo)が精神的現実の生きた意識に於て， 照

明に於て， I付省に於て， rが史性の忠誠に於て行う真理の追求に認めている。

フランシスコ会について本を書いている同じBonafede (I1 Pensiero fra nc esc a

no nel sec .  Xill. Pa lermo 195 2)が， その問題についての項目を書いている( II

517-519)。 この学 派には同質の学的体系は見出されない。 その統一はむしろ，

それによって活気づけられる精神， 日日ち具体性に対して敏感であることに負って

いる。従って尖際の追求の中における瑚性と信仰， 哲学と神学の内的統ーが求め
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られる。 その頂点は在日惣である。 この学ìJ氏の主な著者たちは聖アウグスチヌスの

!照明説を受入れるか， 又は 文字では従わなくとも， その精神を生かしている。

聖ポナヴェントウラの項目では(I7 4 4-7 60) L. Veutheyがすぐれた論 文を

書いている。 彼も叉この聖博士について以前に著作をものしている(8. Bona ven. 

turae Philosophia christiana . Roma 1934)。 もう一人の専門家E. Bettoni (Duns 

Scotus. Brescia 19 4 6 . etc.)はドゥンス ・スコツス(rv 4 63← 47 2)とスコツス学

派rv 4 62- 4 63)の項nを持いている。 スコツスはアウグスチヌスの伝統をアリス

トテリズム的方法て、思かにしようと試みた。 今日スコツスの著作に問題があって

多くの学者は彼の思索の内的な脈絡を疑っている。 恐らく他の著者たちよりも一

層， スコツスは今日の研究努力を要求している。 スコツスは教えるよりもむしろ，

人を考えるように刺戟するのである。

アラピアの著作家たち(これはもっとも広い語、味で‘いうのである， というのは

厳密な意味ではAl・kindiを除いては皆アラピア人ではないからである) とユダ

ヤ人の科学の， キリスト教中世11学に対する;色味は益々研究され認識されなけれ

ばならないの これらの問題についても叉この詐典に多くのすくやれた研究が見IHさ

れる。

“Ara bi" ( 1 313-320)なる一般的項目を， 当時ベイルート大学教授であっ た

E. La torとこの問題について多くの論 文を書いているオタスフォード大学 教佼

R. Wa lzerが書いている。 La torは一般的問題と神学的思弁を述べており， Wa l. 

z er は国有の意味の哲学的問題を扱っている。 アラビア人たちはギリシア女化を

消化し(それは決して一様にではなかったが)， その哲学を使用して， イスラム

の著作家たもの重大な諸問題を解決するに努めた(即ち哲学と秤示， 霊魂の不死，

肉体の復活， 剣道， 預言等)。 キリスト教的スコラ学の問 題 との類似は明かであ

る。

この辞典には多数のアラビア人のことが書かれているが， 就中キリスト教中世

に最大の科学的影響を及ぼした二人のことが書かれている。

Averroes (I 50 8 � 5 21)についてはケンブリッジ大学のTeicher教授が書いて

いる。 彼はアヴェロエスの学説を充分に説明した後， キリスト教中世へのその影

響を考えている。 この人の影響は二重である。 即ち積梅的なもの(アヴェロイズ

ム〉と消極的なもの(というのは論敵たちに自分たちの立場を方法的に明白に定

めるように強いたから〉である。 Teicherによれば彼を異端で無神論者と考える

見解は恐らく， 近代の!蕊ψ一家たあの見解上りも勝れている。 “Averroismo"とい
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う特別な項目CI52 1-5 2 3)はG. Quadriが苦いている。

Avicenna e Avicennism o CI 5 25-535 )についてはA.M. Goichon が占ーいて

いるが， 彼女はこれらの問題について多くの論 文を出版している。 医学に対する

アヴィケンナの影響は多くの世紀を通じて偉大であった。 哲学に於いてそれほど

ではなかったが， 早く始まって長く続いた(むしろその111昔話の或るものがトミズ

ムの中に 用いられたことによって， その影響は決定的になったといわれ得る〉。

一世紀の間新フーラトン的アウグスチヌス的線上に於てアリストテレスを 補うもの

として無制限の賞讃を 博していたが， キリスト教との類似による賞讃の後に， 非

類似性による批判が始まった。 最も大きな彩響は本質と実存の差別の問題に於て

であった。 型トマスは De ente et essentiaの中でしきりにアヴィケンナを 引 用

し， 叉表現方法そのものに於てその影響は明白である。 その後引用は次第にi成っ

た。 というのはアヴィケンナは既にそれ以上の思索に対して充分な基慌を 提供し

得なかったからである。 しかし乱lj:}fljラテン的スコラの始 まりはアヴィケンナなし

では考えられない。 アヴィケンナの影響は受入れられた， 或は反駁された学iJtに

於て明白で ある。

へブライの科学(I 1784-178 6)とその主な著者たちの中Sa‘ady ah (Iv 263)， 

Ibn Gebirol (Avicebron) CII1l6 0--1163)， Maim onides Cill247-249 ) について

E. Bertolaがrl!いている。 彼はこのIllJ組について山版している(La filosofia eb・

raica. Milano 1947)。 ユダ ヤ人たちはアラブ人よりもよりよく， そしてより以前

に啓示とギリシア朽学との関係の問題を考えている。 sa‘ady ahは殊に信仰と理性

の調和lを扱った。 へブライの新プラトンìl�の中で最も深いIbnGebirolはへブラ

イの矧念、に新プラトン主義をあてはめ， キリスト教の著作家たちに影響 を 与え

た。 へブライ哲学全歴史上での主要な持者Maim onides はベリパテチコス派の哲

学に宗教的な解釈を与えた。 周知の如くアノレベルトス ・マグヌスと聖トマスはマ

イモニデスの中にアラブ的，思索よりよりよいもの， 干討中論的アリストテリズムの

ために閃かれたillを 見出したのである。

以上'11世哲学の問題に直媛関係あるいくらかの項目からわずかのこ と を 述 べ

た。 しかしより一般的な項目の中に非常に重要な多くのものがある。 というのは

如何なる重要な問題もそれについて偉大なスコラ学者たちが， 致、に塑トマスがfl'J

を考えたか， を明白に述べることなしには， 扱われていないからである。

人間の仕事に於てすべてが完全であることを 望 むべきではなく， 殊にこのよう

な大きな困難な著作に於ては当然なのである。 例えば “Accidente"の項目 で 偶
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有についてのスワレスの;J�を述べている所では， (このことは “Modo" Cill651-6 

54)の項目についてもいえるのであるが〕スワレス必と， スワレスをこの見解に

導いた動機との立のJII!f1予を示していないように思われるのである。 スワレスは偶

有を単なる ens quoと考えなかったが， 内的 ( intrinsecus)形相と考えた。 そ

して叉実体を偶有の単なる基体( s ubstratum)に還元することもiたしてなかった。

スワレスの見解の理由はFerroが 考えている所のものではなく， 偶有の分 離可

能性の問題である。 それは他の考え方では充分に解決せられ得ないと考えられて

いたのである。 我々も叉， もし分離可能性が救わるべきならば， スワレスの見解

は受け入れらるべきであると 考える。 しかしもし Echarri(Philosophia entis s e

nsibilis. Barcelona 1959. pp. 253 ss.)が根拠なしにではなく考えているよ う に，

分離可能性が必要とされないならば， その時にはトミズム的見解が選ばるべきで

あると思われる。 しかしこの辞典に於ては分離可能性は救わるべきであると考え

ている。

しかしこれらの些少の限珪はこの辞典が中世科学のあらゆる研究者に与える有

用性に比すれば全く問題にならないといってよいであろう。 ( 小山宙丸訳)

Institut International de Philosophie. PHILOSOPHY IN THE 

MID-CENTURY. 

A SURVEY. Edited by R. Klibansky. Firenze CLa Nuova Italia) 

1958-59.4 vols. : 1 Logic and Philosophy of Sciences XI-336 pp. ; 

II Metaphysics and Analysis 218 pp. ; III Valu巴s， History and Religion 

232 pp. ; IV History of Philosophy. Contemporary Thought in Eastern 

Europ巴 and Asia 330 pp. 

Francisco P己rez Ruiz， S. ]. 

文献的報告といったものは， それができるだけ完全なものであることが大切で

あるが， またそれがいかに困難なことであるかも周知の 通りである。Institut ln

terna tional de Philosophieは上記の 4巻において， ある時JVlすなわち1949年から

1 955年にかけて出版された哲学的研究の系統的な概観をわれわれに捉示し て い


