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渡 部 菊 郎

著者は1938年9月7日アムステルダム生まれ. ケルン大学の哲学科教授で， トマ

ス研究所の所長を勤められている. 国際中世1:哲学会の副委員長であり， 中世関係の主

要雑誌の編集長や編集顧問なども勤められている. 現在中世哲学研究における世界的

に主導的な立場にあり， 昨年のエルフルトの国際中世哲学会でも， 主要パネラーの一

人であられた. 業績は， 拙宅に届いたF ax によると， トマス(以下， T. と略記)

およびその周辺を中心として85 にわたる著作， 論文， 事典項目執筆， 多数 の書評な

どがあり， 著者の研究領域の及ぶところ全ては紙数の関係からここでご紹介すること

はできない. 博土論文はNatura en Creatura De denkweg van Thomas van 

Aquino， Free U niver sity， 1982 であり， 後Nature and Creature Thomas Aqui. 

nas's Way 01 Thought として同じシリーズでBri ll から， 1988年に出版されてい

る(1中世哲学研究」第10号に浦英雄氏による書評がある).

木書において著者は， 中世における「哲学」は超越論的と呼ばれうる思考方法ーであ

った， というテーゼを立てる. それは， 中世において哲学とは何であるかという聞い

に対する答えとなっている. 序論では中世哲学は存在したかということをめぐり3 つ

の立場を検討する. i 1キリスト教哲学J (E. Gil son) íEx od os. 形而上学」において

神と存在(ギリシア青学の善に代わって) の一致が見られた. しかし， 中世において

偽ディオニュシウスの果たした役割は大きいし， またジルソンはT . の「哲学の固有

な秩序」を見落としていないか. ii í言語論的展開」論理学と意味論を中心とす る.

The Cambridge History 01 Later Medieval Philosoþhy等に代表される研究動向

である. しかし， 現代哲学の問題からの一面的なものが多い iii. アリストテレスの

エチカを中心に， 知性的な哲学的「生き方」の成立を見る立場. 代表者とも言えるア

ラン・ド・リベラ教授は 1277年の断罪を大きく見過ぎていないか. ま た， エッグ ハ
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ノレトは倫理的アリストテレス主義に向かっていたといえるのか. それゆえ， 中世的な

思考経験はもっと普遍的で原理的な方法から主題化されねばならない. 著者は中世の

哲学は超越論的思考とみなせると主張する. アルベルトゥスがすでに「第一哲学」は

pr ima t r ansc en dent ia を扱うとしてい る. そ し て， 超越論的思考として中世哲学を

理解してゆくと他のさまざまな問題が具体的に明らかになるという. しかし 超越論

的トミズムのようなカント的立場をとるのではないことは強調している.

木書の特徴は， T. を中心とした「超越概念」のテキスト(主要テキスト は， In 1 

Sententiarum 8 .  1. 3， 真理論1・1， 真理論 2 1. 1)に即し， T. の影響を受けた著

作やそのT. による解釈を広範聞にわたって， いわばT のなしたコメンタリーのよ

うにT. のテキストに即して詳細に展開してゆくところにある. 第一章は超越概念の

説の開始と題され， 初め て超越概念の 説 を 定式化した総長フィリップの Summa

de bono (善を中心として書かれた中世最初のスンマである)を取り上げ， 当時のマ

ニ教主義であるカタリ派の2 元論 に 対 し て c o mmuni ssima pr ima と し て の ens，

un um， ver um， bonu m を取り上げ検討する. 彼の意図は思考の根拠へ遡行すること

であり， 超越概念が全ての思考されうる実在を含むのである. 次にアレグサンダー ・

ハレンシスに帰されるSumma theologica を考察し， 超越概念の説が初めて神学的

総合にもたらされ， 神の属性の反省にとっての形而上学的な根拠を提供するようにな

ることを示す. また， 大アルベルトヲスにとって， 善の概念は「在るもの」の後の概

念である. 在るものが知性の最初の概念であり， 知性の還元が目指すものである. 神

学者の意図は全てのものの原因であると語られる限りでの在るものを扱うことである.

善は在るものにL、かなる実在性も与えない. それは真にもーにも当てはまり， mo du s  

signi自c an di の違いなのである. 以上中枇哲学における「超越概念」の体系的展開を

示す. 第二章ではT . の超越概念に関する一般的な叙述をし， T. の思想において超

越概念が基礎的なものであることを示す. T. によれば， 学知には根原と終局がある

が， その最初のものは還元によってはえられないのであり， 学知においても定義にお

いてもその第ーのものへの還元がある. これは， アヴィケンナの形而上学註解から影

響を受けている. アヴィケンナは第一の概念は「ものJ í在るものJ í必然的なもの」

であり， 後には， íものJ í在るものJ íー」とされる. しかしT . の解釈は「在るものJ

の優位性にあり， アヴィケシナは i mpressio， T. は c onc epti o と捉えるが， アヴィ

ケンナは第ーの概念は宇宙的な能動知性からの直接の流出であり T. の c onc epti o
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は， 第一の概念の形成における人間知性自身の活動性を表している. 在るものへの附

加は， 純粋に概念的なものであり， 様相的な解明である. カテゴリーが在るものの特

殊な様態の解明であるのに対し， 超越概念は在るものの一般的・普遍的な解明である.

全てのカテゴリーに伴うからカテゴリーを超えているという点が重要である. そこで，

mo d us s igni fican d iに注目し， co mm uniss im a の必然性を説いていることが先行者

と違うところであるとする. 彼の方法はわれわれの概念の最初の概念への還元である.

カントと違い， 超越概念は認識の秩序の prim aであり， 理性的知の基礎なのである.

「真J r善」を挙げるのは人間の認識・欲求能力における超越論的関性による. 第3章

では， 形而上学と超越概念の関係を分析し， 13世紀のアリストテレスとアラビアの哲

学によるその註解の受容の特徴を見る. アリストテレスは形而上学の対象を神学と呼

んだ. しかし『ボェティウスの三位一体論註解』によれば， キリスト教神学と区別さ

れた， 哲学的神学ないし， 形而上学， 第一哲学の対象は在るものとしての在るもので

ある. 形而上学註解の序文などの検討からこれが超越概念の説の基礎を成したという.

彼の第一哲学の理解は超越論的なのである. T. の方法論は還元による， 最初に知ら

れたものの反省的な理解とし、う構造を持っている. そして， 形而上学第4巻の註解の

重要性を示す. 形而上学の学的構造の分析が超越概念の説と関係し， 超越概念は， 形

而上学と内的な関連を持つ. 形而上学の主題についてのT . の理解では， 形而上学の

うちで神が原因として捉えられている. そして， 人間知性の還元的観点からの論証の

第一原理の超越論的な基礎づけという観点での形而上学と還元の方法の連関を提示す

る. 第4章以下ではまず， 第一の超越概念としての「在るもの ens Jが取り上げられ

る. 原因性における第一と共通性における第ーの区別をし 共通性における第ーのも

のは全てのものの認識において把捉される. この世では， ens co mm un eは知られる

が， 非被造的なものは知られない. T. の立場は最初の可知的なものは s imp li cit erに

最初なもの， つまり神的存在ではなく， rわれわれにとって」第一の， 超越論的在るも

のなのである. これは彼の形而上学理解とも関係する. 彼の超越概念の説は反プラト

ニズムであり， 在るものの優位性はそれが現実態性に基づいているから存在論的基礎

を持つ. そして在るものの知を扱うスコトヲスとの対比(明らかにHonn efeld er教授

を意識している) をする. 在るものとしての在るものの能動知性の光のもとにおける

把捉と， アヴェロエスから借用した， 能動知性の「器官」であるという第一の概念の

把握. これは， 超越論的トミスムの言うような思考の a p rio riな形式的条件などで
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はない. esse (第一の現実性)と ens (被造的現実性)の区別をし「在るもの」と

「もの」との関係のT. の論はアヴィケンナの批判にとって本質的なものであり， 認

識論的また存在論的なT. の超越論的思考方法は密接に連結しているとする. 在るも

のは現実態にある限りにおいて可知的である. アリストテレスの在るものとーとの置

換性に対しては， T. の置換性は分割の否定のみによることを示す. 第5章では超越

概念としての「ー」を扱う. 古典の伝統では， íー」は， 最初の数で は な く， 数の原

理であるとされていた. T. は アヴィケンナを批判して「ー」を， 超越論的なーと対

比して， それが述語されるものに対してレアルな何かを加える. 数学的なーは尺度の

存在を意味表示している. ーの概念は， í多数」の概念に依存してはいないが それに

先立っている. 欠如として理解されているのはーではなく， 多数であるという. 第6

章では超越概念としての「真」を扱う. 知の対象は真であり， 欲求の対象が善である.

T. はアリストテレスにしたがって， 真の場はものではなく， 魂の中にあるとした.

在るものと真との関係は在るものの二つの様相の区別に基づく. 真は第2の様相， 精

神の中のあるものに属する. これはアウグスティヌスの在るものは真という仕方とは

違い， 在るものを在るということが真であるとい う こ と で あ る. ( adae qua ti o は中

世全般においてではなく T . にとっての第一の主要な定義である. )知性のものへの

関係は知識は類同化の過程だから知性のはたらきによって完成される. 知る過程の目

的・終局が真なのであり， 知性のうちにあり， 知性によって実現される. T. の超越

概念の新しいところは anima と在るものの関係を導入したことである. 魂が超越論

的に開かれていることが在るものとしての在るものの学知である形而上学の可能性に

対する条件である. ens ver um b onum の関係は， a nima i ntelle ctus vo1u ntas に対

応する. T. は真と現実態の密接な関係を見ているので あり， 真は在るものに付随す

る， 第一の超越概念ではない. 在るものは存在の現実態に基づいて知られ得るものな

のである. ものの真理の尺度は実践的な知性で あ り， adae qua ti o の終局は神の知性

へのものの一致である. 真の「関係的」超越論性を示す. 補選として， G iamba ttis ta 

Vi co (1668-17 44)の ver um とfa ctum の置換性のテーゼの考究を挙げ， 真と偽の

議論を検討している. 第7 章で超越概念としての善が問題とされる. 在るものは在る

ものである限り善である点からプラトンの超・在るものとしての善に反論する. 善は

すべてのカテゴリーにおいて見出される. 13世紀におけるアリストテレスのアナロギ

アの議論の変更は明らかであり， 中世の善の超越性のテーゼは， アリストテレスによ
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るプラトンのイデア批判とアウグスティヌスのマ ニ教批判から着想を得ているのであ

る. それは神の創造の善性の表現でもある. 在るものは欲求されうる， 欲求の存在の

完成をもたらす限りにおいて善なのである. (人間のはたらき に おける実践的知性の

第一原理としての善の問題に対する目配りも忘れられ て は い ない). 第8章は， 美:

忘れられた超越概念?と題されている. 近年この観点を強調する研究があるが， 美は

善に認識力の関係を付け加えているだけであり， T. はディオ ニュシ ウスに従い善と

の関連で美を見ている. 美は第一の超越概念である在るものとの関係で規定されては

いない. それゆえ超越論的に特別な位置を見出す試みは失敗する. 真の善への広がり

がT. における美の位置を最もよく示す. これは中世において， 善に先立つ超越概念

である真の方向への展開を示すのである. 第9 章で超越概念と神との関係が問題とさ

れ， 神は在るもの， 一， 真， そして善性である maxi me c ommu nia と神の関係は

原図的な関係とみなされている. 神の名前としての在るもの， 一性， 真理， 善性が扱

われる. w神名 論』との関係で， 概念の複数性の必然性は人間知性が， ひとつの概念

で神の完全性を的確に捉えられないことによる. w三位一体論』についても超越概念

という観点から分析を加える. 第10 章が結論となっている. アリスト テレスに由来

するとしても超越概念の体系化は13 世紀のオリジナルなもの で あ る. 超越概念の説

の源泉として， アリストテレス， アヴィケンナ， ボェティウス， 偽ディオ ニュシウス

があることをもう一度確認し， 説の体系的なまとめをし， T. の思想にとっての重要

性を見る. こうして中世哲学が超越論的な思考方法であると解釈しうることを確認す

る.

主要部分はT. の「超越論的思考方法」のテキストに即した地道な研究であるが，

序文と結論を見ると， その地道な研究が現在の欧米における中世哲学研究の現状に対

する広い知見と批判にあることがはっきりする. T. の一部のテ キ ストからの一面的

な解釈や， 現代哲学的観点からの解釈などを快万乱麻のように切り捨てながら自説を

主張するところなど， 著者の テキスト研究に基づいた自信と意気込み(お立場から

か?) が感じられる.

これからは， これまでの研究をさらに， エックハルトにまで広げてゆく予定とのこ

とである.


