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現代フランスにおける中世哲学関係の
二大ルヴュー編集長へのインタヴュ一報告

宮
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Revue des Sciences Philosoρhiques et Théologiques R
( SPT)， revue tri m es .

tri ell e publi é e avec le concours du Centre Nati onal de laRecherche S ci entifique et
du Centre Nati onal du Livre ( PARIS ， Librai ri e Phi l os ophique 1- V rin).
今回パリでRSPTの編集長Gilles Bercevil le氏へ本雑誌とそれをめぐるプランス
の思想、状況に関してインタヴューを行った. 以下はその要約である.
本雑誌の歴史的誕生は19 07 年頃にさかのぼり， その頃は新スコラ主義(ルーヴェ
ン大学中心のトマス的思索の現代への復興運動)に継ぐ新トマス主義の隆盛期であり
様々なルウ、ユーが誕生したという. RSPTはパリ・ドミニコ会の神学校ソルシュワ
ールの雑誌で， M.-D.シュニュなどに指導されていた. その主要な編集方針は 一方で
は近代主義的傾向に対決しそれを克服しようという試みであり， 他方で卜マスの歴史
的哲学的研究に心血を注ごうとするものであった.
7 0年代に入りRSPTはドミニコ会の手を離れて現在は非ドミニコ会系の雑誌とな
っている.
その内容や性格について次にふれてみよう. 第一に2つの顕著な特徴が看取される.
その一つは「他の雑誌に対する簡単な書評J(recens i on des Revues )である. そこ
でとりあげられるルヴューは， 仏語圏のみならず， 英， 独， 伊などの諸言語圏のもの
が含まれ， 5 0冊位に及んでいる. そこでその中からいく冊かをざっと挙示してみよ
う.

Ange万cu仇 B万'DRAGEN， Etudes Philoso.戸hiques， ISTINA， Kerygma und

Dogma， Mediaeval Studies， Revue de Droit Canonique， Revue des Études Augus.
tiniennes， Revue Philosophiques de Louvain， Revue Thomisteなどである. そうする
とジャンル的にも書評は， 神学， 哲学， 宗教哲学， 中世学， 典礼学， 聖書学， 法学な
どの広い領域をカバーしていることが解る.
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2番目の特徴は「要 約 的 解 説J(Bullet in)で あ る. 試 み に2 001 年85巻 のJ
Greischの「宗教哲学の要約的解説J(529-65貰)をとり上げてみよう. 彼はP .リク
ールの哲学や宗教思想、を継承して次代を担う宗教哲学者としてすでに著作も多い. 彼
の要約の内容はここで詳細に紹介できないので， せめてそこにあがる人名だけを列挙
すると， 十字架のヨハネ， M.シェ ーラー， プルンナー， バルト， カント， K.ラーナ
ー， リクール， デュルタイ， Wジェイムス， ユング， Chテイラー， ハイデガー，
A .ラコック， など多数にわたる.
このRSPTの第二の性格および内容は「対決・挑戦のルヴュー」として示される.
それは中世哲学やキリスト教思想を現代哲学の問題状況において新しい哲学的ヴィジ
ョンを披こうとする試みであるといえる. 特にフランスでは現象学の影響が強いので，
そこからJ.- L .マリオンやレヴィナス， P リ
. クールなどの思想家が生まれたわけであ
る. しかし現代では結局哲学や神学の領域にあって支配的な学派もなく， トマス研究
自体も依然として歴史研究のレヴェルにとどまっている状態である. またフランスの
国立大学の哲学科はトミズムやキリスト教哲学に十分自己開放していない. そこで
RSPTとしては， 一方で神学と哲学を橋わたしして自ら媒介となって両領域を活性
化し止揚しようという意気込みに燃えており， 他方ではトミズムの学的思索(réflex
ion univer sitaire)の質を高めてゆこうという方位をとる.
フランスのトマス研究に関してここで付言させていただきたい. それはフランス革
命以降， 大学の哲学教育と教会の研究所(例えばイエズス会やドミニコ会の研究所 )
の聞には余り交流がないということである. 大学では所謂デカルト主義や構造主義，
ドイツの現象学あるいは精神科学などが教えられているのに対し， 教会の研究所では
キリスト教神学や哲学などの教育が主流となっているわけである. その中で中世哲学
研究は， E.ジルソンやアラン・ド・リベラの 例が示すように哲学史的歴史研究のレ
ヴェ ルでは大学に受容され教授されている. しかしトマス神学や哲学それ自体は「公
認」されてはいない. そうしたフランス思想界の状況にあってRSPTは， トマス研
究を現代の哲学的潮流に対決させつつ本格的哲学として立ち上がることを希望してい
るといえる. 2 001年第85巻の 374頁に， フランスにおける西田幾多郎研究の書物が，
Le je u de l'individ ue l et de I 'univer sel という副題を件って紹介されているのも， そ
の希望の反映とでもいうべきだろうか.
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Revue Thomiste， revu e doc t or inale de Th éologie et de Ph ilosoph ie 主
( cole de

Th 吾ologie Tou l ou s巴).
Revue Thomiste(以下RTと記す )の編集長S .-T. Bonino氏にインタヴューした

のはトウールーズのドミニコ会トマス研究所の一室においてであった. この研究所が
置かれている敷地にはかつてベルクソンの弟子でありかつ卜マス哲学の大家にして霊
性家のJ目マリタンが晩年を過ごした. 彼はしかしここで哲学者として研究に精進し
たわけではなく， シャルル・ド・フーコーの理想に学ぶ「小さき兄弟会」の 1 人の小
さき兄弟(Pet it Fr ère)としてナザレのイエスの祈りと貧しさに生きたことは周知
のことである. この道も他の哲学額域に見出せない 中世哲学の一つの可能性なのであ
る.
さてインタヴューはやはりRTの根本的性格づけに向けられた. Bonino氏による
とそれは， トマスとトマス主義の学説的視点によって性格づけられているという. そ
の研究活動を成す 二つの軸は次のようなものである.
第一の軸はトマスの学説的あるいは歴史的研究である. 第二の軸はトマス学説の基
本的原理と現代哲学との対話・議論である. この対話・議論のプロセスを通して相互
の思索が照らし照らされるという関係が生まれてくることが望ましい.
以上三つの軸に即してRTは書評を行うわけだから単なる著作の内容紹介には了
らない. ここで 200 2年の T. C II - N O 2のRTにおいてなされた Bonino氏の書評を
簡単にとり上げてみよう. 第 1 にテキスト批判・翻訳・注解がとりあげられる. 例え
ば， 2000年に刊行されたレオニーナ版Quaest io d ispu tata de spir itual ibu s c reaturis
に対する批判がなされる. 第 2項は論文の批評である. 第3 の形而上学の項では， 次
の書が批評されている.
J. F.Wippel， The Meω:Physical Thought 01 Thomas Aquiuω，From Fiηite Being
to Uncreated Being， {Monographs of the S oc iet y for Med ieval andRenaissance

Ph ilosoph y， l} ， The Cath ol ic Univer sity of A m er ica Press， 2000
第 4は， 人間学の項で次の著作が書評をうけている. ].ObiOgu ejiofor， The Phil
osoρhical Sigηificance 01 Immortality in Thomαs Aquinas， Lanham - New Yor k

Ox ford， Univer sit y Press of Amer ica， 2001.
第 5項は神学に関係し， 今回は次の著作の批評がなされている. C. Leget，

Living

with God， Thomas Aqu inas on the Relat ion bet ween L ife on Earth and { L ife}
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{Publi c at io ns o f the Th o mas I ns ti tuu t e
t Utre c ht ， NS 5} ， Le uve n，

P巴e e
t rs ， 1997.
以上から推察されるように. RTはトマスの思索が含むテキスト， 神学， 形而上学，
哲学的人間論， エチカなどの多彩な次元を現代的文脈の中で展開してみせている.
RTの根本的性格の次にはその企画に関して質問が向けられた. Bo nin o 氏による
とRTはやはりトマスをめぐって2年毎にコロキウム(シンポジウムや 国際会議 )
を開催する.

例えば. H. de Lub ac のトマス解釈に対して「超自然Jをテーマにした

り， 神学的テーマ「祭司jをとりあげたり， あるいは「真理概念jについて討論する
のである. 特に「真理概念」は新プラント主義的な神的イデアとの連関で考察される.
というのも， トマスにおけるesse とesse ntiaの区別に基づいて. e sse ntiaが可知性
さらにイデア性に連関してゆくからである. そうするとギリシア教父研究にも深く踏
み込まざるをえないという.
最後に話題となったことは， 現代のような多元主義的で異文化交流が盛んな時代に
おいてどのような視点で時代と向きあうかというテーマであった. RTは基本的に形
而上学的な戦略・問題設定を通して異文化と対話する.

例えばマッキンタィアーがな

したように， 人間存在を土台にして幸福や徳をテーマ 化し深める基本的人間論(La
m o rale fo ndame ntale )の洞察と研究が対話的視点となりうる. そこには多元的文 化
において真理はーっというトマス的姿勢が読みとれるのである.
さて先述したようにフランスでは大学における 中世研究と神学哲学研究所の研究は
異なっている. 前者では 中世学， 中世史学， 中世哲学史が研究されている. そこで
Bo nino 氏がRTを編集しながらトマス学を講ずる研究所の性格が問われる. その問
いに対して， トウールーズのトマス研究所ではトマスを根源的に神学者として遇する
のだという. その態度はルーヴァン学派におけるネオ・トミズム的トマス・アプロー
チとも異なるといえる. それが一方でプロテスタント神学や正教神学とどのような対
話の空間を披きうるのか， 他方で人類の宗教的伝承(ヒンドゥー教， イスラム教， 仏
教など)の神く論〉とどのような共通の場を見出せるのか， 地球化的レヴ、エルで考え
ると大変な課題がつきつけられてくるように思われる. Bo nino 氏との会見を終りか
つて J.マリタンが滞在したという静寂な林の空間を再び目にしながら， 彼はなるほ
どフランスの大学の研究現場には受け容れられなかったが， トロントやプリンストン
という北米の新開拓地で神秘主義的形而上学， 芸術論， 政治社会論などのレヴェルで
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トマス学を展開したことを想起したのである. それは20世紀の欧米キリスト教文化
世界における出来事であった. われわれは21世紀の文明の衝突と和解が複雑に交錯
し流動化する時代にあってどのようにトマスと共に自らを展開するのだろうか.

