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書 評

トマス ・ アグィナス「神学大全」第1巻(創文社〉

広 瀬 京 一 郎

トマスの「神学大全」の口木語訳がもっ意義については， ことさららしく述べ

るまでもあるまい。 心ある人々は， 久しくこのことあるを待ち望んでいたので‘あ

る。

ケーベル博士が中世思想研究の必要を唱導されて以来， 二， 三のすぐれた研究

者の業績は別として， 中世思想、の研究は， 今なお， わが国の学界・思想界では，

継子的存在の域を脱していない。 しかし幸いにも， さきに諸先輩の御努力によっ

て中世哲学会が創設され， 後学の私どもは， 大いに啓発される喜びを得てから，

まだ数年にしかならないが， 今日また， この偉業の最初の成果を手にすることが

できて， 新たに， 希望に胸のふくらむ思いを禁じえい。 これはまさに， わが国に

おける中世思想研究史上， 文字通り画期的な業績であるし， これが完成の暁に

は， わが国の思想史の上で‘も， 不桁の金字塔たることを失わないであろう。

しかし， それだけに， これはまさに大'If.業である。 全巻36{主という， 予定され

たを数だけからも， それは旬、保に余りある。 われわれはまず， この偉業に協力挺

身される}j々の， さかんなな%に感嘆し， その多大な労苦に深く感謝しなければ

ならない。 i

私としては， この訳書を手にする以前から， すでにその出来栄えのみごとさを

信じていたの それは， もう7， 8年も前に， 京都に立寄った際， この練訳のため

の五大な研究ノートの一部を， 見せていただいたことがあったからである。 果せ

るかな， この度手にした第1巻は， 心にくいまでに丹念・厳正な翻訳で， 従来，

漫然とスンマのあちらこちらを読みかじって来ただけの私などには， 新たに教え

られるところが多くあった。 とくに， その簡にして要をえた註解は， 私ならずと

も， 大いに啓発されるところがあると信じる。

とくに本書のような場合， 訳語の選定ということが， 困難をきわめるものであ

る。 たとえば， ratioという言葉一つをとってみても， 日本請にうっすことは勿

論， その場所でどういう意味で用いられているかを判定することも， 非常にむつ

かしいことは， 同学:の方々が熟知しておられることである。 一ばん安易な方法は，
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いつでも「ラチオ」でお茶をにごすことである。 けれども， 本訳書では， この一

つの言葉に、「特質JI観点J理性JI条理JI根拠JI論説f概念J理念f意味JI性格」

「種的特質」等kの訳語を準備せられ， それらを縦績に駆使して， 適確な訳文をえ

ようとしている。 その努力にはただ敬服のほかはない。(ただ， 怠慢な読者の一人

として， あえて疑念をのべさせてし、ただくとすれば， たとえば， Q. 10， a . 4 ，  

ad 2 において， n unc t emp or i s  e st idem s ubiect o in t ot o  t omp 口問， s ed  d iffe rens 

r at ione とある rat lOを， I性格」と訳されたのは(本書181頁)， いかがなもので

あろうか。 私などには， 英訳に a spect とある方が， 問解しやすかった 。〕

ところで， 本当はさしあたり， 現在の思怨界に， どのように迎えられるだろう

か。 もちろん， これによって， 忽ち， 哲学界に トマス・ブームをつくり出すこと

ができるとは， 考えられないし， また訳者の方々が， そのような考えをもってお

られると想像することは， 大へんな失礼であろう。 本書はむしろ， まじめなトマ

ス研究者， あるいはそれを志す学生諸君が， あるいは概観を得るために通読し，

あるいは原書の傍において， その理解を深め， または容易にするところに， 最も

その真価を発掬するのではあるまいか。 序文に「この大著の， 通読・参看に容易

であると同時に， 厳密な学術的要求に応える」と苦かれているのは， この意味で

あろう。 木書は全体として， この所期せられた円的を充分に達成していると思わ

オもる。

具体的にいえば， まずその訳文は， はなはだ明快流麗で‘あって， 他の学術訴訳

書に， ほとんどその比を見ない， といっていい。 現に， 私は原交を対照せずに通

読してみたが， ほとんど渋滞するととがなかった。 fこだ， 若干の筒所で， いささ

かパラフレーズに類するのではないかと疑った場合もあったが， それはかえって，

ヲテン原交と全く支脈を異にする白本語としても， 充分読みやすいものにするた

めの， 異常な努力の， 当然の結果であるととが， ただちに明らかになった。

参看の便という点からいえば， たとえば註についても， 参照筒所の指示， 術語

の解説， 引用文の出所など， 手もとにある若干の原典版や近代ヨーロ ツパ語訳書

と比較して， 見識のある取捨選択がなされている外， 全く独自な指示や解説がな

されており， ともに感服させられた。 また， 索引は， 非常に便利であり， とくに，

註解において解説のある言葉については， その箇所の指示があるのは， 使用の使

を倍加すると思われる。(ただ， 研究者のために， ラテン語から探索できる索引形

式があったら， と考えたのは， 私の怠惰のしからしめるところかも知れない。)

以下， 本訳書の偉大な意義を感じ， その公刊を心からの拍手をもって迎える者
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の一人として， すでにのべさせていただいた2，3の希望やら疑念につけ加えて，

訳者の方々に対する失礼をも顧みず， なお気づいた点を少々提出して， 御教示を

仰ぎたいと思う。

まず， 本書が， おそらくは近代思想の洗礼をうけた日本の知識階級を， 読者に

迎えるという ことを考えた場合， できるならば原書に対する解説がほしかったと

思うのは， 私だけだろうか。 純粋な学術書としては， あるいは解説は不要である

と考えられるかもしれない。 しかし現在， 日本語で奇かれたトマス解説書が少な

く， あっても入手困難であったりする現状では， こうした願いも， あながら護沢

でとはいえないだろう。 ことに， このような大事業の遂行にたえる， 立派な研究

スタ ッフに こそ， それは充分に期待されうると思われるからである。

次に， 細かい点で恐縮であるが， 訳 文について若干の疑念を提出してみたい。

たとえば， Q. 4， a. 2， Resp. で“quidquid perfectio nis est i n  effectu， oportet i n. 

veniri i n  causa effectiva: vel secu ndum eandem ratio n巴m， si si t agens u nivocum， 

ut homo generat homi nem; vel......" とあると ころを， 1およそ 果において存在し

ているほどの如何なる完全性も， こうした果を産出する因においてすでに見出だ

されるのでなくてはならない。 その際， 困における このような完全性は， 時とし

ては， 栄におけると同係の完全性なのであって， これは， すなわち， 例えば人間

が人聞を生むというごとく， 能動者が果と『極的特質」を同じくする戸l義的なも

のたる場合にほかならない 。」と訳されている。(本訳書83頁〕 こ こで “secu ndum

ea ndem rationem" は， “agens u ni vocum" にかけて訳されているようであるが，

これはむしろその前の “perfectio" にかけて読む方が， 分かりよいと思、われる。

また， 同じ「問題Jの第3異論解答で“i psum esse sit perfectius quam v ita， et i psa 

vita quam ipsa sopientia si co nsiderentur secu ndum quod dis ti ng山口tur ra tio ne" と

あると ころの訳文は， 1純粋に概念的にそれだけを切り離して考えても， 存在そ

のものは生よりも完全度の高いものでありい， 生そのものは智そのよりも完全度

のifJJいものなのである 。J(本訳当初頁〉となっているが， “si co nsiderentur secun 

dum quod disti nguu ntur ratione"は， むしろ， 1概念的に区別されたものとして考

察した場合」というような意味ではないだろうか。 また， Q. 13， a. 1， Resp. で

“ ho c nomen homo exprimit 5凶significatione essentiam homi nis secu ndum quod 

est."は， IIT'人1m.!という名称がその表示のはたらきによって人間の本質をそのあ

るがままに表出している」と訳されてレ、る， \本訳書2 61頁)しかし， こ このSlg

ni f回 t10は， あえて「表示のはたらき」とせず， 単に「意味」でも， 充分に通じ
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るのではなかろうか。 また， 同じ「問題」の第9項主文で，“omn is for ma in Sup-

posit o sing ula ri e xisten s， per quod indiv iduat ur， c ommun is e st mult i s， ve l se c undum 

re m ve l se c undum rat ione m sa lte m " の訳文は， rすべて「個別的な主体におい

て在るところの， そしてこのことによって個別化されているごとき形相』は， こ

とがらの上で乃至はわずかに概念の上で多者に共通J (本訳書299頁) とある。

“sa lte m"はしかし， 1"わずかに」ではなく， 1"少くとも」ではなかろうか。

次に， 註について。 本文 18頁につけられた註44は， r本問題第9項主文ならび

に……」とあるが， これは第8項の誤植ではなかろうか。 同様のことが， 註 200

(本文84頁)， 註205 (本文86頁〕について疑われた。 すなわち， 前者が「前項主

交を参照」となっているのは， むしろ 「前項第3異論解答参照J， 後者が「第2

1 )'';[\第2問題第5項第3異論解答を参照」 とあるのは， r第2異論解答」とし

た方が， 私には分りよいように思われた。

最もむつかしい訳語の問題については， はじめにもふれたように， 実によく注

意が行きとどいていて， これ以上の完全性はほとんど期しえられないと思われる。

ただ， 初学者のためからいえば， 重要な術誌などの場合， 若干の説明を与えて下

されば， と思ったこともないではなかった。 たとえばc ompre hende r巴 を「把握す

るJ， a pprehende re を「捕捉する」 と訳しておられるのは， まことに適切と思う

が， この際， その意味の相異を一言， 注意していただけるとさらによかったと思

う。 また， 本文17頁の a r c h ite ct or は， 下級の工人から区別される意味で， こう

呼ばれているのであるから， ただ「建築家J と訳されただけで、は， 文章の前後の

意味が， þ��(i}r�の語源、を知らないかぎり， 明らかにならないのではないだろうか。

また， 同じところで judic are は「判断する」となっているが， これは「判定す

る」あるいは「裁定する」などとしたら， もっと意味がはっきりするように感じ

fこ。

以上， 気づいたまま， 勝手なことを吉いた。 訳者の方々の10数年にわたる御努

力を， ろくろく原�を参照もせず通読しただけで， まことにおこがましい限りで

はあるが， これも本訳書がいやが上にも完全なものとして完結されるようにとの，

微衷に出たものに他ならない。 もって誌とされんことを。


