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＜梗概＞宗教改革の前の時代，すなわちヨーロッパ中世の哲学を考えてみると，ヨーロッパ

史の中でも世俗の現実を超えた存在をまがりなりにも実在として受け止めていた時代であ

った。中世はどの時代よりも哲学と知的世界が信仰によって守られ，堅持されていた時代で

あったが，それが後期に至り崩壊する中で，宗教改革や近代思想が生まれてきた。中世から

近現代に時代が移行する中で，どのような思想的変化があったのかについて中世哲学の特

徴と対比させながら考察する。 

 

はじめに 

 ルターの宗教改革の意義について考えるためには，その前の時代であったヨーロッパ中

世についてみておく必要がある。それはヨーロッパが精神的につくられたのは中世であっ

て，古代や近代ではないからである。古代から伝えられた哲学とキリスト教が，アルプスの

北側でつくった世界こそ，今日につながるヨーロッパなのである。 

 ゆえにヨーロッパ中世を知らずして，真のヨーロッパを知ることはできないし，いやむし

ろ，中世の哲学をよく知っていれば，近代哲学はいらないとさえいえるだろう。中世哲学の

発展のなかに近代哲学の本質が現れている。実際，現代ヨーロッパの哲学は，中世哲学を参

考にするだけでも案外理解できるのである。 

  

１．ヨーロッパ中世の思想 

（１）中世スコラ哲学の形成 

 ヨーロッパの中世をイメージするとき，まず地理的なアルプスの北側という領域を考え

なければならない。中世以前のヨーロッパの文明といえば，ギリシア・ローマ文明だが，そ

れは地中海沿岸を中心とした地域に限られ，アフリカの沙漠やアルプス山脈を越えて広が

ることはなかった。 

 古代ローマが滅びたあと，アルプスの北側に広がる大地への最初の開拓は，キリスト教会

による布教活動によって進められた。布教活動の進展に伴って各地に修道院がつくられ，修



道士という祈りの集団が各地に根付きながら浸透していった。 

 ヨーロッパ中世に知的世界を生み出すにあたって，もっとも重要な思索を残したのはア

ウグスチヌス（Aurelius Augustinus，354-430年）であった。彼は北アフリカの出身で，

古代最後に位置する哲学者である。当初は，プラトン主義の哲学徒であり，理念的な作品を

残しているが，その後，キリスト教徒となり，民族移動期の帝国の混乱の中で当時ローマ帝

国の国教となっていたキリスト教を堅持するための哲学を精力的に展開した。教父の一人

とされ，『神の国』を著してキリスト教哲学の基軸をつくり，非キリスト教徒にも共感でき

る哲学を展開した。 

 アウグスチヌスの死後，ヨーロッパはわれわれが「中世」と呼ぶ時代を迎えるが，それで

もアウグスチヌスの「今はこの世の終末間近」という歴史観は時代遅れのものとして廃棄さ

れず，むしろそのまま中世の人々の間で一般化したのである。  

 アウグスチヌスは，キリスト教徒になるまえにギリシア哲学を深く考究し，その土台の上

にキリスト教神学を組み立て，それが中世の基礎を作った。つまり哲学を土台としてその上

に立てられたキリスト教信仰が中世キリスト教世界の基本となったのである。逆に言えば，

中世哲学はキリスト教信仰が濃厚にかかわった時代の，まさしくヨーロッパの哲学であっ

た。 

 ヨーロッパ中世における哲学は，大学が権威と認めたアリストテレスや彼の著作を註解

したアラビアの哲学者と，教会が学問的権威を認めて教父と呼んだアウグスチヌスをはじ

めとする哲学者，言い換えれば，キリスト教会の外部と内部という二つの異なる知識の伝統

の中から，哲学的な主張や命題を拾い出し，それに註釈をつけるというやり方で形作られて

いった。このことによって，アリストテレスが論じた自然世界と，キリスト教会の教義の哲

学用語での解釈，双方を吟味して，明白な言葉で総合的に説明する神学が生み出された。こ

のような哲学の営みが「中世スコラ哲学」であった。 

 

（２）中世哲学の特徴 

 ヨーロッパ中世は，8 世紀を中心にした文化的な闇と，14 世紀から始まる文化的な減退

の間に存在している。そのうち伝統的な中世哲学の期間は，11 世紀のカンタベリーのアン

セルムス（Anselmus Cantuariensis，1033-1109年）に始まり，13世紀末のドゥンス・ス

コトゥス（Johannes Duns Scotus，1266？-1308年）か，14世紀前半のウィリアム・オッ

カム（William of Ockham，1285-1347年）で終わる。 

 中世の人々は，自分の母国語ではないラテン語を学ばなければ文化的教養を得ることが

できなかった。哲学もラテン語をあやつることができる人たちにのみ許された活動であっ

た。このような境遇は，ヨーロッパにおいても中世だけであった。肝心の聖書ですらラテン

語の中に閉じ込められていた。 

 しかし中世の哲学者たちは，そのような境遇の中で，少なくとも学問的には一流の哲学的

吟味を成し遂げていた。それぞれの境遇の中で，外国語であるラテン語を用いて哲学した。



そのうえキリスト教信仰が天上から降り注いでいて，それを受け止める努力も同時に要求

されていた。 

 ヨーロッパ中世は，聖性を尊ぶケルトの文化を残していたために，哲学があるからといっ

て安直にキリスト教信仰を捨てることはできなかった。神の教えと哲学のうちで片方を選

ぶのではなく，両方を必要なはたらきと認めて，しかも神の教えを価値としては高く置きつ

つ，哲学の本質としての批判的吟味を怠りなく施して，それを証明しようと努力した。 

 また，ラテン語という共通言語を通じて，各国語を超えた地平で哲学が形成された中世は，

ヨーロッパにとっても世界にとっても特別な時代であった。ギリシア・ローマの哲学が真に

グローバルな哲学となり得たのは中世を通じてのことだったのかもしれない。 

 中世の人々にとってアリストテレスの哲学は，具体的に目に見える世界のすべてを説得

力のある記述で説明していた。それさえあれば世界が説明可能なら，信仰などいらないかも

しれない。信仰の必要性を示すためには，アリストテレスが説明できない何かを信仰が示し

ていると，アリストテレスの哲学を包含する仕方で明らかにしなければならない。神学者は

そのために努力した。その高い頂を形成したのが，トマス・アクィナス（Thomas Aquinas，

1225頃-1274年）とドゥンス・スコトゥスの神学であった。 

 しかし，13 世紀半ば頃までのヨーロッパの哲学事情は，じつのところ古代ギリシア哲学

の学びの時代だった。その頃までの神学であれば，その内容はギリシア哲学を学んでおけば

十分理解できるものであった。つまり古代ギリシア哲学において議論された内容が，中世キ

リスト教神学においてもパラレルに議論されていたのである。例えば，普遍論争にしても，

同様のことがギリシア哲学で議論されていたのであり，それがもう一度ヨーロッパのキリ

スト教の土台で議論されたということである。あるいはアリストテレスの哲学的概念を使

って，三位一体を論理的に説明するということである。ただしこれに関しては，あとで述べ

るように，アリストテレス哲学の研究の延長線上にあって，その方法論によってキリスト教

信仰の「秘儀」を考え，それによってアリストテレス哲学も，さらに研ぎ澄まされた。 

 聖書の文言自体は変わらないし，宗教の本質は永遠なものであり，その理解は哲学の発展

とは関係がない。したがって，哲学がキリスト教を変えたのではない。むしろ普遍のみを論

究したアリストテレスやプラトンなどのギリシア哲学をまねて，キリスト教の教義の分析

を進めることで，神のペルソナを典型とした「個物」についての論究にまで進んだのが中世

であった。 

 

（３）中世と古代・近代との違い 

 ところが 14世紀も後半を迎え，中世哲学の時代が終わると，神学の伝統から，その哲学

の部分がすっぽりなくなってしまった。それゆえ現代の神学は，カトリックであれプロテス

タントであれ，ギリシア哲学の継承がない。中世が終わったことに，どのような意味がある

かというと，それ以後，キリスト教神学を研究する者たちがギリシア哲学をまったく考察の

土台にしなくなった，ということである。 



 アウグスチヌス以前には，ギリシア哲学を学んだ土台の上にキリスト教信仰を持った人

はあまりいない。例えば，古代キリスト教の神学者オリゲネス（Origenes Adamantius，185

頃～254年頃）は，ギリシア哲学を学んでいたものの，それはキリスト教神学研究のための

手段として利用したに過ぎなかった。ところがアウグスチヌスは，信仰を持つ以前からギリ

シア哲学をしっかり身につけており，そのうえでキリスト教神学を研究した。 

 あらかじめ信仰を持ってから哲学を学ぶと，哲学を軽視しがちになる。ソクラテスが実践

したように，誰もが受け入れられるようなことがらを（信仰を抜きにして）「問答」によっ

て確かめていく作業ができなくなる。しかも哲学することが信仰と矛盾するのではないか

と心配することになる。 

 中世スコラ神学は，アウグスチヌスの学問の姿勢を引き継いでいた。その姿勢は，古代に

も近現代にも見られないものである。古代や近現代は，アウグスチヌスと異なり，キリスト

教の世界観を土台にして哲学している。アウグスチヌスのように哲学を土台にしてキリス

ト教の世界観をつくっているのではない。信仰を土台としてそこから外れない範疇の中で

哲学するという方法である。それは使用している「ことば」からは哲学に見えるのであるが，

ギリシア哲学から引き継がれる本来の哲学の歴史の伝統から外れるものであった。 

 中世哲学が終わることで，このようなアウグスチヌスの伝統も終わりを告げた。中世と近

代の間にいたルターの神学もその影響を免れなかった。つまりヨーロッパ哲学の歴史記述

に載る神学は，中世キリスト教神学までで，その最後がオッカムであった。その後の近現代

のキリスト教神学はヨーロッパ哲学史の一角を占めることはない。じっさいカールバルト

の神学はヨーロッパの哲学史の記述には入らない。そしてヨーロッパ哲学の歴史のほうは，

中世の後，まさに近世に入ってから，デカルト等によって改めて信仰抜きに（神学の歴史か

ら離れて），再開したのである。 

 

２．中世の終わりとルターの登場 

（１）アリストテレス哲学の限界 

 中世の神学は，アリストテレスの自然学を土台としてキリスト教の教義を説明し，キリス

ト教会が教える内容が科学的真理であることを証明する。トマス・アクィナスはその役割を

果たすことを使命として，忠実に仕事をした。どこかに説明できないところがあれば，説明

の前提に誤りか不足があると推察される。つまり説明に矛盾があると，学問の信頼性・権威

性が揺らいでしまう。その神学の揺らぎは教会の権威にも直結する。 

 中世の時代にアリストテレスの哲学だけで考えることの限界の一つが，三位一体と聖餐

に関する解釈であった。ここにルターとのかかわりが出てくる。 

 カトリック教会における三位一体についての伝統的な解釈は，イエス・キリストは受肉す

ることによって＜人＞であると同時に＜神＞であるという解釈である。つまり，二つの本性

（人間と神）が，イエス・キリストに同時に存在するというのである。 

 もうひとつは，キリスト教会が伝統的に制度化していた 7 つの秘跡のうち，聖餐の解釈



についてである。 

 カトリックでは伝統的に，ミサにおいて司祭がパンとブドウ酒を聖別するとき，パンはキ

リストの肉（体）に，ブドウ酒はキリストの血にそれぞれ実体変化するとされる（聖変化）。

ところで，一般に，事物は＜実体＞と＜偶性（大きさ，色，かたち）＞からなる。＜実体＞

は本質の見えない基体であり，視覚や味覚に現れる＜偶性＞をまとって存在する。ゆえに聖

変化したものについていえば，聖餐のパンとブドウ酒は，＜偶性＞は変わらないが，＜実体

＞はキリストの肉と血に変化したと解釈するのである。 

 ところが，ルターはこの聖餐の解釈について，パンとブドウ酒の＜実体＞がキリストの肉

と血に変わるのではなく，ちょうど，受肉したキリストにおいて，人間と神の本性が二つな

がらに共存するように，聖餐式のパンには，パンの本性とキリストの肉の本性が，ブドウ酒

には，ブドウ酒の本性とキリストの血の本性が，二つながらに共存していると主張する。つ

まり，キリストの受肉の解釈と同じ論理で聖餐についても考えたのである。この点でルター

は，カトリック教会が伝統的にもっていた解釈と妥協できず，カトリックからルター派の教

会を分離する道を開いたのである。 

 ルターの宗教改革は一般に，1517 年 10 月 31 日，教皇レオ 10 世がサン・ピエトロ大聖

堂の修復のために売り出した贖宥状の問題で討論を呼びかけるために，ルターが「95 カ条

の提題」をウィッテンベルク城の教会の壁に張り出したできごとから始まるとされる。しか

しその 1 カ月ほど前にルターは，聖餐の神学的解釈に関して教会に異議を唱えていたので

あった。 

 贖宥状の問題は，実利的に関係者が多いこともあってたちまち拡大して，今日知られる宗

教改革運動へと発展していった。しかし神学的な意味からすると，その前に提起した内容の

方がより重要であった。 

組織は一時の「感覚（感情）」ではなく，「理屈」や「正統性を示す論理性」をもって動く

ものである。歴史的に見ると，ルターの宗教改革が最終的にはカトリックの教会組織に対し

て別の組織を作り出したわけだが，果たしてその根本的要因は贖宥状の問題，すなわち，実

利的問題であったのかということである。ミサにおける聖餐の理論的解釈の違いは教会組

織を分ける。じっさい，聖餐式はキリスト教会の柱の一つとなる儀礼である。その理解はキ

リスト教会における「憲法」のようなものであるから，その解釈の相違は組織としては見過

ごすことのできない重大なものである。 

その後のプロテスタント諸派において，例えば，カルバン派はパンとブドウ酒をたんなる

キリストの血と肉のシンボルと解釈して，さらに異なる教会を立てた。しかし，二十世紀に

入って第二次世界大戦後，キリスト教界全体としては，教会一致運動によって（解釈の違い

は棚上げにして）洗礼や聖餐といった一致点に注目して連帯するようになった。 

 

（２）中世の終わりの意味 

スコラ哲学を土台にしたキリスト教神学をもったヨーロッパの時代はオッカムのころま



でで，それから 100 年ほどしてルターが現れた。この中世から近世までの期間をどう見る

べきか。私は哲学が衰退した時期ではないかと考えている。 

ヨーロッパ中世の文明は，10 世紀，11 世紀から成長し始めて数百年後の 13 世紀に至り

成熟期を迎えた。しかし 14 世紀になるとヨーロッパは，外的にも「暗黒時代」を迎えた。

例えば，病気（ペスト）の蔓延，飢饉，気候変動などである。それに伴って人口が激減し，

争いも多く，学者の間でも知的なレベルは下がってしまったに違いない。そのような環境の

大きな変化の中で，知的レベルを維持することは難しかったと考えられる。実際，それまで

の知的成熟を継承する能力は失われた。 

これはルターがスコラ哲学を嫌うようになった理由の一つであっただろう。なぜなら，誰

でも，教師から教えられるものが訳の分からないものであったなら，そこに価値を見出すこ

とはできないだろうからである。ルターは，ただ，当時の知的レベルの低下した思弁を嫌い

（スコラ哲学を嫌って），「原始キリスト教，聖書に戻れ」と主張したのであろう。 

ルターは修道士として相当神学を勉強していたはずである。たが，おそらくスコラ哲学は

十分理解できなかったのではないか。彼自身の能力の問題というよりも，スコラ哲学を教授

する側の教授能力が低下して，無味乾燥な教授法のために関心が持てなかったのだろう。後

世のデカルトをはじめとする近代の哲学者も，同様に「（中世スコラ哲学は）無意味だ」と

批判して離れていった。 

すなわち，中世キリスト教神学・スコラ哲学を継承し発展させていく力が低下することに

よって，自然にそれに対する批判や嫌う思いがヨーロッパに生まれた。ルネ・デカルト

（1596-1650年）にしても，それまでのスコラ哲学の中で取り入れるべきものは取り入れよ

うとしたが，まずは全てを疑い一旦ゼロ（御破算）にした。『方法序説』でデカルトは，cogito 

ergo sumと述べて，全ての疑いをゼロにして考え直そう，あるいは中世の伝統や権威性を

一旦全否定した上で，自分が納得できる部分は取り入れながら思惟しようとしたのである。

ルターから約 100 年後のこのデカルトのスコラ哲学に対する態度は，ルターの信仰におけ

るスコラ哲学に対する考えと類似のものである。 

14 世紀に入り，キリスト教会の伝統は，オッカムが異端の疑いをかけられたように，哲

学の働きを押さえ込むようになった。それまでは哲学の働きにもとづく高尚な理論によっ

てカトリックの教会は自らの権威を高めていた。哲学が発達していたときは，理論武装が十

分できた。その能力が低下し，一方王権が伸張する中で，デカルトのような一般人からすれ

ば，精神的に無力化していく教会から離れていかざるを得なくなった。その上で純粋な哲学

の研究を再開したのが，近代哲学の始まりである。 

このように 14世紀になって文化や哲学の力が大きく弱まったことが，中世の思想的遺産

を引き継げなくなった大きな原因だった。ルターもその流れの中で，聖書に帰れと主張し，

最終的にはカトリックの教会組織までも否定するようになったのである。 

 

３．ローマ帝国を引き継いだカトリック教会 



カトリック教会は，ローマ帝国の時代の末期に「国家宗教」となった。その後，西ローマ

帝国は崩壊したが，それに代わって（ローマ帝国の理念を）引き継いだと考えるのがカトリ

ック教会の伝統であった。ゆえにカトリック教会は，（領土を持たない）第二のローマ帝国

であった。 

他方，正教会は東ローマ帝国を受け継いだわけではなかった。東ローマは 15世紀にイス

ラームをもつオスマン・トルコに滅ぼされたからである。しかし東ローマが健在であるとき

にも，正教会はカトリックほど支配的権威を国家に対してもたなかった。その理由の一つが，

聖三位一体の教義についての理論（解釈）だと見られている。カトリックは，三位一体の聖

霊について，イエスが昇天するときに天なる父が自分の代わりに聖霊を送ると約束した聖

句（ヨハネ 14：16など）を根拠に「父と子より出づる」という。教会とは，そもそも聖霊

の体だから，父と子の二つのペルソナから出てくるとすることで国家の上に立つ権威を持

つことになった。一方，正教会は「父のみより出づる」と解釈したために，大きな支配的権

威となることができずに，ロシアに広がっても，国家の上に立つ教会とはならなかった。 

帝国制度とは，その下にある国家を自治州のようにまとめている政治体制で，今日でいえ

ば，米国の連邦政府と州の関係に近い。モンゴル帝国もそうで，広い領土となるとそれぞれ

の地域の風習を活かしておいた方が統治しやすい。一つのやり方を押し付けて強力な中央

集権的な統治をすると，反乱を招きやすい。 

カトリックはローマ帝国の政治制度を見習って教会組織をつくった。それゆえローマ帝

国が滅びた後，カトリック教会は自らを「神聖ローマ帝国」と観念した。実体となった神聖

ローマ帝国の王に王冠を授けたが，その持ち主はあくまでもカトリック教会（教皇）であり，

まとめる力を持った国王に王冠というシンボルを授けただけだった。このようにしてカト

リック教会は，永遠に続く組織としての智恵を，ローマ帝国から学んだのだった。 

 ところがルターは，そういう教会組織の利点がわからなかったようである。聖書に戻って

イエス・キリストの教えをしっかり教えていくという（宗教的）使命だけを果たしていこう

とした。その純粋な情熱だけで改革を進めたので，教会の数が増大するにしても，理論によ

る永続性をもつ組織としては限界があった。 

 組織を維持する上で，哲学的な理論武装の力は非常に大きなものがある。大きな組織の維

持は理論を理解する優秀な人が担うほかない。カトリック教会はそのために大学に神学部

をつくり将来の人材を育てた。他方，そのような優秀な人を惹きつける魅力はすぐれた理論

によってはじめて生まれる。それは哲学の発展と軌を一にするのである。 

 

４．近現代における哲学・宗教の変化 

（１）啓蒙哲学としての近代哲学 

 近代以降のヨーロッパは，中世において蓄えてきた知的遺産を必要に応じて使ってきた

だけで，カトリック教会も含めて哲学的基礎を発展させる力はなくなった。つまりヨーロッ

パにおいても哲学が貧困化したのである。 



 一方，教会権力が弱体化し，王権にも陰りが生まれ，経済の発展によって庶民の力が強く

なったことで，民主主義が発展する中で，近代以降は「啓蒙哲学」がヨーロッパの哲学とな

った。それはそれまで蓄えられてきた哲学の遺産をもとに哲学を民衆に教えていくものと

なった。哲学自身が発展する時代は中世で終わり，（近代以降）は哲学の教化によって民衆

を発展させていく時代に変わった。民主主義と科学技術の発展を支える人を育てる＜教育

（啓蒙）の哲学＞である。 

 じっさい（古代のギリシア哲学を含んだ）中世のスコラ哲学以上に発展した哲学が，現代

にあるのだろうか。 

 例えば，実存主義についてみてみよう。実存主義では「個人は交換不可能な存在だ」とい

うが，それと同じ考えは，中世スコラ哲学の中にあった。 

神はその本質として三つのペルソナに共通する本質を有する。そしてペルソナ（父・子・

聖霊）について言えば，個々のペルソナは＜交換不可能＞である。父は子ではないからであ

る。他方，神であるという本質の部分は＜交換可能＞だ。父の持つ神の本質と，子が持つ神

の本質は同じということである。実存主義のなかの＜本質にもとづく交換可能性＞という

考えは，そのようなスコラ哲学の思弁の中に既に存在していた。 

またハイデガーの「世界内存在」という考え方にしても，ソクラテスの時代から同様の考

えがあった。すなわち，ギリシア時代においても，ハイデガーの「世界内存在」と同じよう

に，人は何か（魂）に配慮して生きることが大切だといわれていた。そしてそれは，人が周

囲のことがらに気遣いをもって生きることであった。 

 現代哲学は，何か新しい概念を提示しているかのようにみえるが，本質的に言えば，その

哲学的思索をする理論的根拠の多くは，その原型がすでに古代・中世の時代にほとんどあっ

たのである。 

 

（２）宗教ルネサンス 

 中世時代末期の文化が衰退した時代において宗教改革運動が起きたが，宗教改革運動を

「もう一度聖書に返って復興させよう」という運動と理解すれば，それは「再生運動」，つ

まり「宗教のルネサンス」である。 

 日本の宗教史でいうと，ちょうど鎌倉新仏教の時代が想起される。例えば，日蓮である。

日蓮は法華経重視を説いた不動明王のように見える。日蓮の生き方は，法華経に基づくとい

うよりも，法華経全体を欠けることなく大事にする運動，言い換えれば，「法華経に戻れ」

を展開したとみることができる。これも一種の宗教ルネサンスだ。 

 日本古代にもたらされた天台宗などの伝統仏教は，多くの経典をもって仏教の発展をも

たらしたが，時間の経過とともに腐敗や堕落が起きてきた。世の中が大きく変化する中で不

安を抱える一般民衆への啓蒙が，宗教の新たな使命として浮上し，それを担ったのが鎌倉新

仏教であった。これはルターのおかれた時代状況と似ている。知的レベルが低下したときに，

それまで貴族中心の仏教から民衆へとシフトしていった。 



 ルターは，教化を通じて民衆を支配するキリスト教から，一般民衆のためのキリスト教へ

と向っていった。すなわちラテン語による聖書をドイツ語に翻訳することで民衆に向った

のである。これはイエスが求めていたキリスト教の精神に本来的に通じるものであった。 

 一方，カトリック教会としても，ルターが本来的な福音の民衆への伝道を行ったことに対

抗して，自分たちの側からも改革運動を起こした（反宗教改革）。これまた一般民衆に対す

る信仰のルネサンスであった。 

 

５．現代における哲学の意味 

 日本の哲学状況に目を移せば，戦前までは高等教育に進むのは社会の一部の人たちだけ

だった。そういう人たちは哲学にも夢中になった。ところが戦後，高等教育の大衆化が進み

さらに哲学を広く教えるべき時代になったにもかかわらず，その教授方法についての研究

がなされてこなかった。 

 一方で，政治の分野では冷戦時代を経て民族紛争など多極化する世界の中で，政治思想的

な哲学の動きはそれなりにみられるものの，純粋な哲学の発展は余り見られない。日本国内

の哲学教育も観念論的議論が多く，しかも大学の研究者も蛸壺化している。そのため世の中

では何の役にも立たないのが哲学だという見方が大勢を占めている。 

 哲学が答えを出せるかどうかは別にして，一般の人が受け取れるような哲学の教授方法

についてもっと考えるべきだろう。現代の哲学の多くはヨーロッパ発のもので，それらはヨ

ーロッパの文化圏に住む人々には適合していても，われわれ日本人とは土壌や文化が違う

ので合わないところも少なくない。 

 例えば，敵対する関係における愛の問題だ。日本人は，相手が自分と違う価値観を持つと

き，それをわざわざ口に出して言うことは少ない。アリストテレスの世界は，その違いを口

に出して主張する文化だ。敵対したからといって，すぐに手を上げてはいけないが，口では

主張し議論する。そういうことが常識である中から発展してきた哲学だった。一方，われわ

れ日本人は，口に出して議論することを避ける。そういう風土の中で同じ理論を聞いても，

日本人は本当のところよく理解できないだろう。自分の文化を変えることができないのな

ら，われわれに合った哲学を生み出す努力が必要ではないだろうか。じっさい理論をもつ相

手には，理論をもたなければ渡り合えない。 

 現代の日本人に必要なものは，哲学の教育であり，そして日本人に合った哲学の教育のた

めには，哲学理論の独自な考究が必要である。つまりヨーロッパの近世に哲学の啓蒙と考究

が必要とされたように，あるいは，信仰のルネサンスが必要になったように，今の日本には，

精神文化の東西の壁を越えた幅広い改革と啓蒙が必要になっているのだと思われる。 
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