
 

 

哲学：自由になるための学び 
 

川添 信介 

はじめに 

哲学者で生涯学習の先駆者とも言われる井上円了が創設したこの東洋大学において、生涯学習を
研究対象としたこともない西洋スコラ哲学の研究者であるにすぎない私が「哲学を生涯学習として
学ぶ意義」について語ることは、何か大それたことだと感じざるを得ない。だが、教育基本法第 3
条には「生涯学習の理念」として、次のように書かれている。 

 
国民一人一人が，自己の人格を磨き，豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたっ
て、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすこ
とのできる社会の実現が図られなければならない。 

 
ここにある生涯学習が目的とする 2つのこと、つまり「自己の人格を磨くこと」と「豊かな人生を
送ること」のうち、前者については私の手には負えないこととして省くとしても、後者については
哲学に関わる者の一人としては何ごとかを語らざるを得ないのかもしれないと覚悟し、私の個人的
な経験からはじめて、それを敷衍しながら多少のことを述べてみたい。 
しかし「豊かな人生を送る」あるいは「幸福な人生を送る」ことが何を意味するのかは、洋の東

西を問わず、哲学的思考の中核をなす問いであったし、それに対する答えも千差万別である。した
がって、豊かで幸福な人生とは何かという問いには様々なアプローチが可能である。しかし、ここ
では自由ということが人の人生の豊かさ・幸福の重要な要素であるということを前提にして、「哲学
は自由になるための学び」だという観点から考えてみることにしたい。 

１．2 つの原体験 

大学で哲学を専攻するようになってからの「後づけ」の説明だという面はあるにしても、私が哲
学という学問に触れることになった原体験とも呼ぶべき２つの経験がある。その最初は、５～６歳
ぐらいの時の次のような経験である。九州の小都市の２階の自宅にいるとき、道をはさんだ向かい
の家にいた知り合いの小母さんと何となく眼が合って、小母さんは私に微笑んで手を振ってくれた
のだが、その時突然に、私は自分とその小母さんとは「別の人間なのだ」ということがはっきりと
分かったのである。こんなことはいくら５歳の子供でもとうの昔にわきまえていたはずのことだと
も言えるかもしれないが、この時の経験はそのようにありふれたことに気づいたということとは違
っていた（と思う）。その時感じた「別の人間だ」ということは、単に２人の独立した人格として別
だというあたりまえのことではなく、「あの小母さんは僕の中に存在しているだけなのかもしれない」
という想念が立ち現れたのである。また逆に、「僕の方があの小母さんの中に存在しているだけなの
かもしれない」とも感じられた。しかし、私は自分自身と小母さんとを第三者的に眺めることはで
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きないので、「あの小母さんは僕の中に存在しているだけかもしれない」の方だけが残る、とも思わ
れた。 
このような見方は後に哲学を学んでから「唯我論」と呼ばれる立場であることを知ることになっ

たが、５歳の子供にはもちろんきちんと整理された形で理解されていたわけではないが、とても「嫌
な感じ」で「ゾットするような」恐ろしい感覚として受けとめられた。小母さんに当てはまること
は、私が見ている両親にも向かいの銭湯の建物という物にも当てはまるはずだから、「世界」全体は
私の中にだけ存在することになる。このことが正しい洞察だという自信があったわけではないが、
そう考えてみることができるというだけで、何か恐ろしいことだという感触だけが残った。 
このときの感触をその後もずっと鮮明にいつも持ち続けたというわけではない。しかし、この時

の１回限りの何とも言えずゾットした感触の記憶は残り続けていたように思う。 
 
二番目の原体験は、一番目ほど鮮明で強烈な、いわば身体的な経験というわけではなく、書物を

介した高校生の時の経験である。ただし、特定の一つの書物の読書が決定的だったというわけでは
なく（加藤周一『雑種文化』はそれに近いインパクトを持っていたにしても）、今から思うと内容も
レベルも実に多様な書物の乱読の経験である。そこから得られたのは、一般的に言うならば「文化
的相対性」の認識であるが、主として強い関心を持っていたのは日本の文化の特異性であった。私
の高校生時代は 1970年代初めということになるが、両親をはじめとして日中戦争や太平洋戦争の経
験者がまわりにいたし、戦前との連続と不連続の両方がまだどこかで感じられていた時代である。
そのような中での上記のような乱読によって、私は昭和 10年代から敗戦にかけての戦時期の日本社
会が、精神主義的で非合理的な誇大妄想によって支配されており、その結果として多数の戦死者を
はじめとして、あれほどの悲惨に満ちた敗戦を迎えたことに、つまり、自分の理解を越えた事態が
実際に起こったのだということに大きなショックを受けたのである。 
一方、私自身が高校までの中等教育で受けていた教育は戦後民主主義によるものだったし、教え

られていた内容は筋の通った合理的に理解できる（はずの）ことばかりであった。学校での教育と
校外での読書によって知り得たことの間には大きなギャップがあった。わずか数十年前の日本人と
現在の自分との間をどのように繋げることができるのか。高校で習う理科系の教科は合理的に理解
可能で世界中どこでも通用する内容だと思われた。だが他方で、自分が生きている社会にはその社
会独自の文化や思考のくせのようなものによって動かされ、その結果大きな不幸を生み出してしま
うのかもしれない。そして、日本について言えることは他の文化圏についても言えるであろうから、
世界全体をほんとうの意味で動かしている原理のようなものがあるとすれば、それはすべての人に
共有され一般化できるものなのか、それともそれぞれの文化圏固有のものなのだろうか。もし後者
だとしたら、文化圏によって異なる原理相互の関係や調停というものは可能なのだろうか。 

 
高校生の時には、このような文化的相対性をめぐる（思考とも言えない）想念が頭のなかでぐる

ぐる回っていたような気がする。また、この第２の原体験が第１のものとどのように関係している
のかを考える力もなく、混乱したままで大学に入ることになった。入学した京都大学の文学部では
すぐに専門分野を決める必要がなかったので、右往左往しながら大学の前半を過ごすことになった
のだが、ほとんど偶然と言ってよいと思うが、哲学を専攻しデカルトの哲学と出会うことになるの
である。 

２．自分に明晰判明であることだけで：デカルト 

17世紀フランスの哲学者ルネ・デカルト（René Descartes, 1596-1650）については、あらためて説
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明の必要はないであろうが、革新的な数学者でありつつ近代科学の父とも呼ばれ、同時に西洋近世
哲学の出発点に位置づけられる哲学者でもあった。私が大学の学部時代に本当の意味で熟読したと
いえるのは、このデカルトの主著『方法序説』や『省察』だけだった。デカルトの哲学の内容を簡
単に要約することは不可能であるが、私の幼い時の原体験と関係づけながら、その哲学の基本的特
徴だけを、知的な自伝とも言える『方法序説』によりながら、描いておきたい。 

2-1. 自分は何を本当に知っていると言えるか：コギト 
デカルトの哲学は「確信をもってこの世の生を歩むために、真なるものを偽なるものから分かつ

すべを学びたい」という欲求に導かれていた。これはどんな哲学にも共通する目標であるかもしれ
ないが、彼の哲学の特徴はその先にある。それは「すべてを自分一人で最初から作り直す」ことに
よって確実性を得るという決意である。デカルトも最初は当時の最高の学校と言われた場所で「書
物の学問」を学んだのだが、そこには何も確実なことを見いだせなかった。そこで今度は「世間と
いう書物」から確実なことを得ようとしたが、そこにも満足させるものを見出すことができなかっ
た。 
そこでデカルトは、書物や世間という自分の外にある知識とされているものではなく、自分自身

の中に確実なものを見出そうとして、次のように述べる。 
 
私がいままで自分の信念のうちに受け入れたすべての意見に関しては、（中略）一度きっぱりと、
それらをとり除いてしまおうと企てること、そしてそうしたうえでふたたび、ほかのいっそう
よい意見をとり容れるなりあるいは前と同じ意見でも一度理性の基準によって正しくととのえ
たうえでとり入れるなりするのが、最上の方法なのである。 

 
この企てのための準備として、デカルトがそれまで知っていた学問の中でもっとも確実であると

思われた数学に範をとりながら、４つの方法・規則をまず提示する。その最初が「明晰判明の規則」
と呼ばれる、次のようなものである。 

 
第一は、私が明証的に真であると認めたうえでなくてはいかなるものをも真として受け入れな
いこと。いいかえれば、注意深く速断と偏見とを避けること。そして、私がそれを疑ういかな
る理由ももたないほど、明晰にかつ判明に、私の精神に現れるもの以外の何ものをも、私の判
断のうちにとり入れないこと。 

 
この規則は当たり前のことだけを述べているようにも思われるであろうが、その「私の精神」に明
晰判明である内容だけしか受け入れないという態度あるいは覚悟を徹底して守ったことによって、
デカルトの哲学は作られたのである。 
「書物の学問」と「世間という書物」で真だと認められていることではなく、自分の精神に明晰

判明な内容だけを真として受け入れようと覚悟したデカルトは、いわゆる「方法的懐疑」を徹底し
て遂行する。少しでも偽である可能性のある内容は、真理の資格を持っていないと見なすのである。
その懐疑の作業は、哲学上の主著『省察』によれば、おおよそ 3つの段階を経る。第一に、外的な
感覚知覚には信を置くに値しない。私たちの目や耳は時として錯覚を起こし、世界についての間違
った内容を教えることがあるために、感覚の教えることは真として受け入れられない。第二には、
それでも自分が今パソコンのキーボードを打っていることや、頭痛を感じていることなどの身体感
覚は疑えないのではないかと考えられるが、デカルトはこれらも「すべてが夢である可能性」が排
除できないし、覚醒と睡眠とを区別するための確かな基準は存在しない以上、真として受け入れる
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ことはできないとみなす。ここまでの懐疑は、多少極端に思われるにしても、理解可能だと感じる
方も多いかもしれない。しかし、デカルトの懐疑はここにとどまらず、さらに第三段階に進む。そ
れは、現実の世界でも夢の中でも、たとえば「２＋２＝４」のような数学的な知識や論理学的な規
則などは必ず真であると通常は見なされているが、これにも信を置くことはできない。なぜなら、
「欺く神」あるいは「邪悪な霊」がいて、それが私が「２＋２」という計算を行うたびごとに、私
を誤るように仕組んでいるかもしれないと考えることができるからである。 
そして、このような徹底した方法的懐疑の遂行にもかかわらず、というよりも、その懐疑の遂行

のただ中で現れてくる確実性が「コギト・エルゴ・スム」すなわち「私は考える、ゆえに私は存在
する」という確実な認識なのである。たしかに、懐疑のプロセスにおいて私がそれについて考えて
いる内容の方には信を置くことができない。しかし、何についてであれ、その内容について疑って
いる私が疑っている間に存在することは必然的で確実だとデカルトは言うのである。その「疑う」
ということは「考える」ことの一つの形態だから、一般的に「私は考える、ゆえに私は存在する」
と言ってよいのである。これがあらゆる疑いを越えた確実な知識として、デカルト哲学の出発点、
第一原理となる。 
ここまでのデカルトの思考は、私自身の 5歳のときの向かいの小母さんをめぐる経験とよく符合

していると言えよう。私の眼に現れているあの小母さんは存在しないかもしれないと疑うことがで
きる。また、「あの小母さんも私が存在しないかもしれないと疑うことができる」かもしれないが、
そのような可能性を「考えている」のはやはり私であって、ここには対称性はない。つまり、私に
現れているものは私の中に存在するだけかもしれないが、そのようなことを「考えている」私が存
在することは確かであろう。 

5 歳の時の私はこのように考えることができるという地点にとどまりつつ、そのことに恐怖を覚
えていた。しかし、デカルトは徹底した方法的懐疑の段階にとどまってはいなかった。確実で必然
的な出発点は確かにコギトであるが、コギトの内容のうちに明晰判明なことがさらにもっとないの
かを吟味し、私の中にある神の観念を梃子にして、「私が存在する」こと以外の確実な知識を獲得し
てゆくのである。数学的知識や精神と物体の二元論、さらには心身の合一といった知識、そして自
然についての知識を経て医学・機械学・最終的な道徳という「哲学の樹」の 3つの果実が、デカル
ト哲学内部でどのようなプロセスを経て獲得されていくのかについては、ここでは詳説する余裕は
ない。しかし、5 歳の時の私のゾットする原体験は、デカルト哲学に触れることによって、ある意
味で解消されたと言えるように思う。デカルトは「方法的」に自覚しながらであり、幼い私の方は
ある種の身体感覚として受身的にでしかなかったという相違はあるにしても、「私しか存在しないの
かもしれない」という出発点は共通していた。そして、デカルト哲学はその出発点が出発点に過ぎ
ず、その先があること（あるいはあり得ること）を教えてくれたのである。これは一種の解放だっ
たと言えるであろう。 

2-2. 分からないことについては語らない哲学 
17世紀フランスの哲学者であるデカルトはもちろんキリスト教徒である。そして、17世紀はカト

リックとプロテスタントの間の対立、それも政治的対立をも巻き込んだ複雑な宗教上の対立の時代
である。その時代の中でデカルトは哲学者としてはキリスト教に対してどのような態度をとったの
かを、次の『方法序説』の一節はよく示している。 

 
私はわれわれの神学を尊敬していた。そして他のだれにも劣らず天国に至りたいと望んでいた。
しかしながら、天国への道が、最も無知な人々にも、最も学識ある人々にと同様に、開かれて
いるということを学び、かつわれわれを天国に導くところの、啓示された真理というものが、
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われわれの理解をこえたものであることを学んだのちは、それらの真理を私の弱い推理力によ
って支配しようとは、考えなくなった。それらの真理の吟味を企てて功を収めるには、神から
与えられる異常な助力を必要とし、人間以上のものにならねばならないのだ、と考えた。 

 
このいわば「敬して遠ざける」といった態度は、前述の明晰判明の規則の当然の帰結であろう。

「自然の光」とも呼ばれる人間が生まれながらにして有している理性的能力に対して透明に現れて
くることが明晰判明ということである以上、神の特別な恩恵として与えられる超自然的な啓示によ
るキリスト教信仰の内容は人間の理性的能力によっては明晰判明には捉えられないものである。た
とえば、キリスト教信仰の中核をなす「イエス・キリストは完全な意味で神であり、かつ、完全な
意味で人間である」や「イエスは処女マリアから生まれた」という「真理」は、それが真理である
ことが信仰によって承認されているにしても、人間が自然本性的に有している理性にとっては明晰
判明に認識できる内容ではないのである。 
この「理性と信仰」あるいは「哲学と神学」の関係という問題は、キリスト教の歴史とともにあ

る古い課題なのであるが、デカルトは「人間以上のもの」に属する信仰の真理を自分の哲学の埒外
にあり、信仰によってだけ真理として受け入れられるとする（ただし、神の存在や魂の不滅などは
哲学の側に属しており、『省察』の主題はこれであるとさえ述べる）。 
このデカルトの立場は、後にトマス・アクィナスらの中世哲学を知るようになってからは、必ず

しもすべてのキリスト教徒である哲学者や神学者が承認するわけではないことを知ることになるが、
私の高校時代の文化的相対性に関わる原体験にとっては、明快な解答を与えられたように思われた。
キリスト教信仰も文化的・社会的多様性を構成する一部であるとするならば、哲学の枠内にある明
晰判明で確実な知識は文化的・社会的相違を越えた普遍性を持っているのに対して、哲学の外にあ
るものはすべての人間に共有される普遍性・一般性を持ち得ないのだ、とデカルトは主張している
と思われたのである。デカルトを学びながら、このデカルトの主張が本当に正しいという確信が得
られたわけではないにしても、私には筋の通った、可能な立場であるとは思われた。 

 
＜インテルメッツォ：中世哲学への転向＞ 
私はデカルトについて卒業論文と修士論文を書いた後、研究対象を西洋中世のスコラ哲学に変更

したのだが、今から思えば実に大それたことだった。デカルトの哲学はその根本のところではもう
分かった気になったのである。何か別の哲学を学んでみたくなったのだが、デカルト以降の近世哲
学は「どうせデカルトの枠内のこと」と早とちりをした上で、山田晶先生の中世哲学がとても魅力
的に思えたこともあり、デカルト以前のデカルトとまったく異なる種類のトマス・アクィナスを学
ぶことにした。当時の大学院博士後期課程では、現在と違って、まだこのような「転向」が制度上
容易だったせいでもある。 
しかし、この「転向」は、根本的なところでは、デカルトにどこかで不満を覚えていたためであ

る（これも多少は後づけの理由だが）。その哲学は魅力的であり、２つの原体験がもたらしていた不
安といったものをある程度は払拭してくれた。しかし、「私の理性にとって明晰判明」なものを「絶
対的に確実な」出発点とし、そこから世界について知識だけを求めるデカルトの哲学は、5 歳のと
きのあの小母さんの存在を捉えきれていないのではないか、私が小母さんと「同じ世界に生きてい
る」ことの把握にやはり届いていないのではないか、という不満を覚えざるを得なかったのである。
また、私とあの小母さんがともに生きているこの世界はやはり文化的多様性あるいは相対性を含み
こんでいる世界であると思われたし、キリスト教の信仰を哲学の埒外におくデカルトは世界の中の
重要な一面を取り逃しているのではないかという不満を持っていたのである。 
しかし、中世のスコラ哲学が、とりわけトマス・アクィナスの哲学が私のこの不満に応えてくれ
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るものであるのかどうか、最初から分かっていたわけではもちろんない。すでに修士課程のときに
多少はトマスのテキストに触れてはいたので、ある種の直感のようなものはあったのかもしれない。
実際のところ、トマス・アクィナスの哲学とはどのようなものなのか。 

３．懐疑を経ない哲学：トマス・アクィナス 

キリスト教の神学者としても、また哲学者としても中世を代表すると言われることの多いトマ
ス・アクィナス（Thomas Aquinas, 1224/25-1274）は、大学という高等教育組織が誕生したばかりの
時期に、パリやイタリア諸都市で教えたスコラ神学者である。同時に、その哲学の全体像がようや
く知られ教えられるようになっていたキリスト教徒ではない古代ギリシアのアリストテレスの哲学
を深く研究してそれをキリスト教の理解に取り入れた、当時としては革新的な神学者でもあった。
主著は『神学大全』とされ、そこで神だけではなく、神の被造物とりわけ人間について、キリスト
教の信仰の内容を包括的に提示したものである。 
そのトマスの神学・哲学の全体像をここで述べることはとてもできないので、デカルトとの対比

として、２つの特徴だけを取り上げてみることにしたい。 

3-1. 分からないことについても語る哲学 
最初に、キリスト教神学者として信仰という「理解不可能なこと」、デカルト的に言うならば「明

晰判明でないこと」へのトマスの構え方を次のテキストにおいて見てみる。 
 
次に、より明白なことからより明白でないことへと進めるべく、理性を超え出た真理を明白に
することへと進む。それは対立者たちの論拠を解消することによって、また、神が許される限
りにおいて、蓋然的な論拠と権威とによって信仰の真理を明らかとすることによってである。
（トマス・アクィナス『対異教徒大全』第 1巻 9章） 

 
この箇所は『対異教徒大全』という著作の構成について自ら述べた部分である。この著作は全 4

巻からなるが、最初の 3巻では「より明白」であり人間の「理性を超え出」てはいない真理が扱わ
れ、最後の 4巻で「理性を超え出た」「より明白ではない」真理が論じられることが予告されている。
この二種類の真理がともに、『神学大全』とともに自らの神学・哲学を体系的に提示した書物である
『対異教徒大全』のなかに含まれるのである。 
「理性を超え出た真理」とは、「イエス・キリストは神であり、かつ、人間である」というキリス

ト教信仰の核心的命題や、三位一体論、秘跡（神の特別な恩寵が現れる儀式）といった内容が含ま
れる。先述のように、デカルトはこの種類の信仰の真理を考察の埒外におくことによって、「より明
白なこと」だけを哲学の内部で語ろうとした。トマスはそうではなく、キリスト教神学者としては
当然のこととはいえ、「より明白ではない」信仰の真理を弁証するとともに、可能な限りにおいて「明
らかにする」ことを自らのなすべきことと見なしているのである。 
そして、ここで注意しなければならないのは、信仰の真理は人間の「理性を超え出ている」とい

うこと、つまり、それが「最終的には分からないままにとどまる」ということを、トマス自身が了
解した上で明らかにしようと試みていることである。私たち一人ひとりにとっては「分かっていな
い」たくさんのことがあるが、同じことが他の人には分かっているということもある。あるいは、
能力や勉強不足のために今の私には分かっていないが、将来には分かるようになる事柄もある。そ
れに対して信仰の教える真理は、キリスト教の正統的な考えでは、この世にあるどんな人間にはど
こまでいっても「分からないこと」なのである。いつか分かってしまうことになるような真理は「信

28　　�シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」報告



 

 

仰の」真理ではなく、デカルト的な意味での哲学の圏内の真理である。だから、トマスが上記のテ
キストで言う「理性を超え出た真理を明らかにする」こととは、「自分がどこまでいっても分からな
い事柄なのだということを分かりながら、それを分かろうとする」という、ある意味自己矛盾的な
ことなのである。 
この点は「そもそも哲学とはどのような種類の営みなのか」という根本的な問いと関連している。

人間の理性にとって明晰判明な真理のみを対象とするのが哲学だ、というのがデカルトの答えであ
った。トマスの神学を含めた思想全体を「哲学」と呼ぶとすると、トマスの解答はデカルトとは異
なっていることは明らかであるように思われる。この点を次に考えてみたい。 

3-2. 「神は存在するのか」という問いからはじまる『神学大全』 
『神学大全』は、今述べたような信仰の真理の解明にあたる内容を持っているが、他方で「理性

を超え出ていない」事柄も扱っている。それでも『神学大全』はある意味驚くべき問いから始まっ
ている。この書物の実質的な冒頭を飾る問いは「神は存在するのか」なのである。このことから『神
学大全』あるいはトマスの「哲学」全体の特徴を見いだすことができると思われるのである。 
「神は存在するのか」を問う『神学大全』第 1部第 2問は、「神が存在するということは自明であ

るのか」（第 1項）と「神が存在することは論証され得るのか」（第 2項）を探求し、神の存在は自
明ではないが論証され得るという結論を得て、第 3項で神の存在を実際に論証している。この神の
存在証明は「五つの道」と通称されているが、五つの証明のうち「より明白」な第一の道はおおよ
その論証構造は次のようなものである。 

 
・ （事実の承認）何らかのものがこの世界の中で動いていることは確かであり、感覚によっ

て確証される。 
・ （前提１）動いているものはすべてそれとは別のものによって動かされている。（証明省略） 
・ （前提２）この［動かされるものと動かすものとの］系列を無限に遡ることは不可能であ

る（証明省略）。 
・ （結論）したがって、何ものによっても動かされていない何か第一の動かすものに至るこ

とが必然である。（証明省略） 
・ そして、このものをすべての人が神だと理解している。 

 
この神の存在証明は後のカントが「宇宙論的証明」と呼んだものの典型であり、アリストテレス

にその原型を持つ証明である。この証明についてはもちろん、中世の時代においても現代において
も様々な角度からの批判があるが、その内容にここで立ち入ることはできない。しかし、トマス自
身はこの証明は人間の自然の光である理性によってなされたものであり、特別に信仰の光を前提せ
ずに果たされていると見なしている。だが、ここで考えておきたいのは、トマスがキリスト教徒と
しては言うまでもなく、神が存在することを、この証明を行う以前にあらかじめ承認していたにも
かかわらず、その真理をあらためて最初から根本に立ち返って吟味しているという事実なのである。 
しかし、トマスはなぜこのように無駄とも思えることを行っているのだろうか。『神学大全』とい

う作品は神とその被造物としての世界の両方を論じているのだが、そこで示される真なる認識は神
が存在しなければすべて虚しくなるのであるから、まず神の存在が確認されるべきであるのは当然
だと言えるかもしれない。しかし、神の存在の認識は、デカルトのコギトのような位置づけを持っ
ているのではない。つまり、神の存在以外の他の真理はまだ発見されておらず、神の存在を出発点
にして他の真理が「発見されてゆく」のではない。そうではなく、この神の存在証明によって得ら
れたのは「何か第一の動かすものが存在すること」であり、また上記の証明の最後に「このものを
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すべての人が神だと理解している」と述べられているように、すべての（キリスト教徒である）人
がその存在を承認している神についての理解内容が、この存在証明のプロセスの中で得られた認識
によって、「発見される」のではなく「解明される」のである。つまり、すべての人がすでに知って
いる神についてのさまざまな理解内容が、「第一の動かすものである何か」として厳密に捉え直すこ
とを通じて、一層明らかにされてゆく過程が、『神学大全』の神の存在証明以降の残り全体をなして
いると考えることができる。 
このように考えることができるとすると、トマスの哲学は「真理を理解するための哲学」である

と見なし得る。懐疑を出発点としたデカルトの哲学は懐疑を乗り越えて「真理を発見するための哲
学」であったが、トマスの哲学はすでに承認している真理への懐疑からではなく、受け入れている
諸真理を相互に関係づけ、それぞれを大きな網の目の中に位置づけることによって、承認していた
個々の真理とそれらの真理の網の目全体のより深い理解を目指すものなのである。 
そして重要なことは、すでに承認し受け入れていた諸真理の中には、理性の光にとって明晰判明

となる真理だけではなく、理性の光によっては「最終的には分からない」信仰の真理もまた含まれ
ていることである。神の三位一体やイエス・キリストについて、この世の人間の理性は完全に理解
することはできないが、完全に理解することの可能な他の知識の網の目のなかに置くことによって、
なんらかの意味での「より深い理解」に至ることができるとトマスは考えているように思われる。 
私たちの理性によって明晰判明に理解される事柄だけではなく、明晰判明に理解され得ないこと

自体を了承しながらその理解を求めてゆくトマスの営みは、哲学の営みだと呼ぶに値すると私は考
えている。 

４．吟味と自由 

以上、私の２つの原体験と２つの哲学についての私の理解を述べてきた。２つの原体験は異なっ
た種類の経験であったし、上述のようにデカルトの哲学とトマスの哲学は相当に異なった種類の哲
学であった。それでは、生涯教育としての哲学、それも「自由になるための学び」としての哲学と
いう角度から、どのようなことが言えるのであろうか。 

4-1. 徹底した吟味としての哲学 
デカルトの哲学とトマスの哲学とが、西洋の哲学史のなかで一級の哲学であることを疑う人はい

ない。根本的な立場や方法の違いにもかかわらず、この２人を哲学者にしているものとは、何だろ
うか。それは「徹底した吟味」であるように思われる。あるいは、哲学以外の人間のどのような学
問的、知的な営みであっても吟味することを欠くわけにはいかないとすれば、哲学を哲学にしてい
るのは吟味の「徹底性」であるということになろう。 
デカルトの哲学が徹底した吟味の営みであることは分かりやすいであろう。世の中で真理だと認

められている学問や、自分が幼いときから真理だと考えてきた事柄を、哲学者デカルトは一度全部
根本的に疑った。それでも疑えないのがコギトであり、そこから出発して確実だということが発見
される内容だけを真なる知識として認めたのである。トマスの哲学については、それも徹底した吟
味の営みだということは分かりにくいかもしれない。少なくともトマスにはデカルトのような自覚
的で方法的な懐疑は見出されないし、何か新しい真理を発見しようとして吟味をしているのではな
い。むしろ、「すでにそこにある真理」をより深く、より明確に理解するための吟味だったと言える
であろう。しかし、トマスの吟味の営みは、一番根本的で自らはまったく疑ってもいない神の存在
そのものにまで立ち返って、そこからすべてを吟味し直そうとするほどの徹底性を持っていたので
ある。 
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そして、私の個人的な原体験に照らしても、２人の哲学者の吟味の徹底性が私を自由にしてくれ
たと言えるように思われる。 

4-2. 先入見・偏見からの自由 
「自由」ということは、様々な視点から眺めることができる。たとえば、哲学を学ぶことによっ

て金銭的不自由から解き放たれるといったことはない。仮にそのような場合があったとしても、こ
の 2つには本質的な関連はない。また、「自由」はいわば「形而上学的」な次元での決定論との関係
で議論されることがある。私たちは日常的な生活の中で行動する時に自分は「自分の自由意志で行
動している」と信じているけれども、本当は神様に操られているとか、人間の脳も自然法則の支配
の元にある以上その法則によって決定されているとか考えることもできる。このような形而上学的
決定論が正しいのか、本質的な自由が認められるべきなのかどうかは、それ自体が哲学的に重要な
問いではある。 
しかし、ここで哲学が自由になるための学びであるというときには、このような意味での自由を

問題にしているわけではない。そうではなく、私たちの思考と行為をそれと知らぬ間に拘束してい
る「先入見や偏見からの自由」と哲学という吟味の営みとの関係が問題なのである。 
私が５歳のときの向かいの小母さんについての唯我論的な経験（経験と呼ぶのは憚られるほどの

ものであるが）を「先入見や偏見」とすることには抵抗があるかもしれない。しかし、デカルトの
哲学を学ぶまで、私は何らかの仕方でこの経験によって視野を狭められ、その想念に囚われ不自由
であったと言ってもよいのである。デカルトの哲学は私の個人的で狭い経験による苦しみから私を
解放してくれた。唯我論からはじめながらも、そこに留まることなく小母さんの存在を正当に承認
し、私と小母さんの共有された世界の可能性を示してくれたのである。 
また、高校生の時の文化的相対性をめぐる原体験については、トマス・アクィナスの哲学を知る

ことが私に自由を与えてくれたように思う。キリスト教の信仰という共有化されていない事柄、し
かも完全に合理的に理解することが不可能である事柄について、トマスはそれを自分の知的な営み
の圏外にあるものと見なしそれについて思考することを放棄しなくてもよい、というよりも、それ
について積極的に思考し吟味せよ言っているからである。不合理なものを含みこんでいると思われ
た文化的相対性についての高校生だった私の未熟で早計な先入見・偏見から、トマスの哲学は私を
解放してくれたのである。 
そして、最も不自由なのは自分が不自由だと気づいていない状態である。身体的拘束のような不

自由は、その状態に置かれたならすぐに自分が不自由であることに気がつく。しかし、自分自身の
中にあって、それと知らない間に自分の考え方を制約している先入見や偏見というものは気づきに
くく、自分が不自由だという自覚を持つことが難しい。デカルトやトマスの哲学はそもそも、私の
二つの原体験による思いが先入見・偏見であるということ自体に気づかせてくれた。先に書いたよ
うに、私はデカルトの哲学に不満を覚えてトマスの研究に「転向」したのであるから、少なくとも
私にとってデカルト哲学は満足すべき哲学ではなく、私の先入見・偏見を完全に払拭してくれたわ
けではない。しかし、そうであるとしても、デカルトは私の原体験による思いが先入見・偏見なの
だという自覚を与えてくれた。トマスについても同様である。トマスの哲学も文化的相対性をめぐ
る問題について最終的な答えを与えてくれているわけではなく、その意味で私にとってはやはり不
満の残る哲学にとどまる。しかしながら、トマスは私の文化的相対性をめぐる思考が硬直した先入
見・偏見であることを気づかせてくれたことは間違いないのである。 

 
以上のように、哲学という営みの特徴である吟味の徹底性は、私たちの中にあり、それと気づか

ない先入見・偏見を打ち破る。哲学はこの意味で私たちを自由にしてくれるものなのである。 
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おわりに － 自由になることと「豊かな人生」 

冒頭に掲げた教育基本法第３条では、生涯学習は「豊かな人生」のためにあるとされていた。こ
こで問題となる人生の「豊かさ」は、職業と結びつくような経済的豊かさではなく、漠然と「心の
豊かさ」と言われることのあるものであろう。そして、哲学が私たちの気づかないで抱え込んでい
る先入見・偏見から自由にしてくれるものであるとするなら、哲学が「心の豊かさ」をもたらして
くれると言ってよいであろう。狭く、固く、閉じこもっていた心は開放され、以前より豊かな広が
りのもとで世界を眺めることができるようになるからである。 

日本の学校教育体制のなかでは、哲学は明確な位置を今でも持っていない。しかし、人は特定の
文化的・社会的環境の中でしか生きられない存在である以上、その環境が与える何らかの先入見・
偏見を抱え込みながらしか生きていけない。そして、それは時として人に苦しみを与える。そうだ
とすれば、人生のどの段階であっても、過去や現在の哲学に触れて自ら学ぶことは、自らの人生を
豊かにすることになるはずなのである。 
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