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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 M
“
odo" Cill6 5 1-6
5 4) 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

ensquo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(substratum) 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 se
nsibilis. Barcelona 19 59. pp. 2 5 3 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)
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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
ternational de Philosophieは上記の 4 巻において， ある時JVlすなわち1 949年から
19 5 5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
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る。 そこでは単なる表題の目録ばかりでなく， 個々の問題について専門的に手が
けられた註解の文献報告 までもが収められている。 註解される当の著作は各国語
で」i:かれたものであるが， それについての紹介と註解は例外なく英語 または仏語
で奇かれている。 この極の出版は国際哲学会を機会に今後も五年毎に続けられる
であろう。
本書評では， 中世哲学研究にとって関係があると思われる問題についてだけ述
べることにする。 「中世哲学」という表題がついている4巻40頁←78頁で はMont
réal大学のlnstitut dEtudes
'
M長diévalesで作成された， 卓越した報告と註解が
目につく。 そこには308 もの研究が収められ， 註解されている。 このような数多
い研究は他のどの節にも見られない。「一般価値論J(ill， 3-41)では2 59 の研究
が「言語分析論J(lI， 1 46-202) では2 32 の研究が掲げられているが， その他の
諸節では研究の数はi豊かに少ない。 もっとも研究の数が多いということが中世哲
学の価値を証拠立てる決定的な要素であると言うのではないが， しかし中世哲学
研究全今日あらしめた熱情といったものを示している。
紹介されている著作の内容はあらゆるfi附可に跨っており， ここで‘その全，'\11に言
及することは不可‘能であるから， 本書評では， 若干の問題についてだけ述べるこ
とにする。 いくつかの研究は中世哲学といったものがあったかの問題とその在り
方を扱っている(p.40)。 また多くの研究が教父と教父を背くんだ文化の核心と
の関係を以扱っている(p.41)。 そしてその多くが教父遠の斬新さと， キリスト
(pp.42 -4 3 )。
教をヘレニズムに還元することの不可能性を強調する

また i:þ 世の

プラトニズムについては， その重要性， 複雑さ， 持続性といったものが， 確証さ
れたものと見倣されている(p.47)
。 現在おこなわれている多くの研究には， 12
世紀の「ルネサンスJ 1VJを， それに先行する時期から切り離して， 特に研究しよ
うという或る傾向が見うけられる(p.4 9)。

型トマスに関する研究は頗る多く，

全fmが同じ価値を持つわけもないが， トマスを歴史的によりよく認識し， 哲学的
により深く理解しようと努めている(pp5.6-57)。
P. Anawati O. P.は， I中世におけるイスラム哲学J(IV，79-87)という節で，
中世におけるイスラム哲学研究について述べている。 彼は第一に， 古典的著作の
出版に看取される著るしい活動性について， 第二に， 近代請で出版された締訳に
ついて， 第三に，HI威ある人々とその教説について語る。 この最後の研究は三つ
の郎門にわかれる。 1)ギリシヤ哲学のアラビア人への伝承と， アラビア哲学の中
世ラテン哲学者への伝承に関する研究。 2)イスラム教徒におけるプラトニズムの
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歴史に関する研究。3)特異な二， 三の哲学者とその影響に関する研究。
Cusanusに関する特別な節がある。(rv， 88-9のある も の
さらに， Nicolaus
はCusanusを最初の「近代的」哲学者のように考え， またあるものは彼を典型
的な中世人と見倣している 。 「イタリアおよびスペインにおける16， 17世紀の哲
学J(民，10 6-119 )という節では，Francisco de Vitoriaの 特殊研究と新しい版，
Suárezー形而上学， 論理学， 倫理学， 自然法， 国際法， 国家学理想 に関する，
あらゆる部門に渉る数多くの研究が注目される。
このほか， 多くの節において， 中世を研究する人々にとって非常に有益と思わ
6 - 7 )や Bochenski(町，
s
れる多くの研究が散見される。 たとえばFey(I，
5 - 6)が中世の論理学について書いている研究などもそうである。そういった

ものを全部この書評で取り上げることはできないが， 少くとも或る重要なこと，
すなわち現代の形而上学を論ずる際に， トマス主義的(広義の〉形而i上学が最高
の重要性を持っているということを見落すことはできない。 この現代にまで生き
続けるトマス的形而上学の生命力は，同じ芯味でではないが本書の多くの箇所CI.
317; IT， 27-29 ; 44-45; m， 103参照〕に 現われている。 そしてこのことは，
中世研究というものが， 単に歴史的重要性ばかりでなく， たしかに哲学的な重要
性をも持つものであることを明示している。

(有(動勤吉訳〕

