自然の光と思寵の光
山
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(1)
アウグスチヌスのいわゆる照明設は， 古来種々の黙で論争の中心になっ
て府る。 どのような黙に問題が存するかについて考察する前に， そもそも
プウグスチヌスの照明説とはいかなるものであるかについて， 簡輩に説明
して置きたい。
それ;工ーすにしていえば， 人聞の魂は紳の光によらなければ買理を認識
することができない， という設である。 この設は彼のごく初期の著作のう
ちに既;こみとめられ， 多少の愛容 をへて最後の著作にまでイ呆たれて居る彼
の認識論の根本命題である。 かLる思想が最初に見出されるのはソリロキ
ア第1巻;こ於てであって， そこで彼は紳を精神の太陽にたとえて居る (c.
8， n .

15)。 けれどもこLではまだこの思想、は， 蓋然的な思いつきとして提

起され て居る に すぎない。 ところが教師論に於ては， それは単なる思いつ
きとしてではなく， もっと確定的な主張として述べられて間る。 すなわち
そこでは， 内なる人， つまり人間の精神は， rあの内なる異理の光に於て」
(in illa interiore luce veritatis)諸々の虞理を認識する， といわれる (c. 12，
n. 40)。 同じ思想は， この書のつぎに書かれた 自由意志論第2巻に於て特
にいちぢるしい。 そこでは 「内なる光に於て認識されるのでな け れ ば」
(nisi in luce interiore conspicitur)敷 の確賓な虞理を 認識することはでき
ぬ， などといわれて居る (c.

8，

n. 23)

パウロの有名な神直観に闘設して，

更にまた創世記註解第12 巻には，

r紳は我々がそのうちに於て 寓物を見

るところの， 我々の魂の光である」といわれる (c. 31， n.59)つまた三位一
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瞳論， 神園論， ヨハネ幅音書註解， 其他の諸著作のうちにも， 同様の表現
は到るところに見出されZ 。 要するにアウグスチヌスによれば， 我々の知
性は不幾不動の亘理を， 可幾的世界にかLわる感'葺を通して認識すること
はできない， すべての真理は魂が感覚から待化されて自己の内奥に立ちか
えり， そこで神の内なる光lこ照らされることによって， あたかも眼が陽光
のうちにもののかたちを見るように見られる， 紳の光なしには我々はいか
なる冥理もみとめることはできない， というのである。
(2)
さて以上の如きアウグスチヌスの照明設なるものは， 決して彼の濁創で
はなく， 直接には彼が新プラトン哲皐から縫承したものであり， 更にその
根源をさぐればフ。ラトンのうちに見出されるものであることは周知の如く
である。 彼の渇創といえば， 照明説それ自轄にあるのではなしむしろこ
の設をもってキ リスト教の数説に適用した黙に存する。 市して彼の照明設
にまつわる種々の問題は， まさしくとの照明設のキ リスト教思想への適用
の可能性に闘しておこったのである: さしあたり問題は二つあると思われ
る。
第1 に， アウグスチヌスによれば， 人間の魂は虞理の認識に関しては全
く受動的であって， 神の光なしにはいかなる買理も認識するととはできな
い， という。 この考えを徹底すれば， 人間の魂は認識に闘する限りそれ自
(1) De civ. Dei. X. c. 2; De trin. XII， c. 15; In Ioan. tract. 23. アウグス
チヌスの照明設とそれについての古来の諸論に関しては， E. GILSON， Intro.
duction a l'étude de St.Augustin) 2éd. Paris， 1943，pp.l03-130.
(1)たとえぽ， プラトン ・ ポリテイア第7巻 (517b)に於ける， 可知的太陽の害
時誌の如きは， 光の設のギリシヤ的源泉である。 他方イスラエルの停統のうちに
も， 市申による智慧を光になぞらえる表現はしばしば見出される。 ことに詩篇の
うちに。 新約ではことにヨハネ謡音書のうちに。 故に厳密にいえば， 彼の照明
設にまつわる種々の問題は， 1""照明設のキリスト教への適用の可能性に関して
おこった」というよりはむしろ， 1""この二つの系統をことにする 光の読の調和
ないし綜合の可能性に関しておこ司った」というべきであろう。
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穏としては全く無力であり， 虞理認識は人間知性よりむしろ人聞の魂のう
ちにはたらく紳の知性によるのであり， しかも虞理は寓人に於てーである
から， 高人は虞理認識に闘しては一つの知性によってはたらかされて居り，
従って各人のうちに個々の知性があるのではなく， 高人に於て匝別される
ものは個々の肉瞳ないし質料であり， その知性に闘してはーであると結論
されることになりはしないか。 この考えを更に一歩徹底すれば， 汎神論的
知性観に到達するのではないか， という疑問である。 事賓アウグスチヌス
がそこから照明設をうけついだプロチノスの知性は， 汎紳論的解韓を受け
る告余地が十分 にあるのである。
ところでかLる疑問を誘致する言葉は， アウグスチヌスのうちにあると
いえないこともない。 なぜならばアウグスチヌスがしばしばいうように，
人間の魂は紳の前には無にひとしく， 罪の暗閣のなかで無知と疑いとにと
ざされ， 榊の光なくしては何ものをも見ることができないからである。 け
れどもそれだからといって， 故に人間の魂は無である， という結論は，アウ
グスチヌスの思想からは出て となかった。 否， 却って罪の主瞳として無 に
もひとしい人間の魂は， まさにそれ故にこそ完全そのものなる紳とは絶封
に匿別されねばならぬ。 「無にもひとしい」ということと， r無であるJと
いうこととは全然異るのである。 故にアウグスチヌスの照明説から汎紳論
的結論がひき出されるというようなことは， アウグスチヌス自身全く思い
もよらぬことであったろう。 従ってこの第1 の疑問に闘しては， 我々はこ
れ以上追求する必要はないと思われる。
第2の問題は衣の如きものである。 アウグスチヌスは， すべての真理は
神の光 によってのみ認識される， という。 この場合の「すべての虞理Jが
(2)かかるアウグスチヌス解揮は， 十三世紀の西欧に流行したアヴイケンナ的ア
ウグスチェスムのとるものである。 E. GILSON， La philosophie au moyen
âge， 3品d. Paris， 1947， p.413ff . 及び同著者の， Les sources gréco・arabes
de l'augustinisme avicennisant. (Arch. d'hist. doct. et litt. du moyeロ
âge， IV， 1930， pp.115-126).
(3)次頁(3)参照。

切

何を意味するかが問題である。 周知の如くマルプランシュは， とのアウグ
スチヌス設から有名な彼の命題をひき出した。 それは， r我々はすべての
ものを神に於て見るJ (Nous voyons toutes choses enDieu. )というのであ
る。 ところでこのマルプランシュの主張は， 彼自身それをアウグスチヌス
から縫承したものと信じたにもかLわらず， それは正統キ リスト教的な思
想、ではないし， またアウグスチヌスの買意をつぐものでもないと判定され
た。 それは何故であるか。 この命題のどこにキリスト教的ならざるものは
かくれて居るのであるか。 それはけだしさ欠の黙に存すると思われる。 すな
わちマルプランシュ は， 我々はすべてのものを神に於て見るというが， こ
の「すべてのもの」は何を指すのであるかじ キリスト教によれば虞理に 2
種類ある。 すなわち， 自然的冥理と超自然的真理ないし信仰の貫理とであ
る。 自然的虞理とは， 人聞が紳の特別の思寵なしに知性によって知り得る
すべての虞なることがらである。 これに針して超自然的貫理とは， 紳の特
別の恩寵によって， 特にえらばれた人々が神から受ける買理であって， 信
者はこれを信仰によって受け容れるのである

自然的虞理と超自然的真理

という用語それ白樫はスコラ哲皐以後のものであるが， この二つの知識の
原理的直別はすでに聖書のなかにみとめられる。 ところで「すべてのもの
を紳のうちに見る」 という マルプランシュの命題は， この「すべてのも
のjを自然的虞理の意味にとるにしても， 超自然的虞理の意味lことるにし
(3)アウグスチヌスに濁自な「魂を通して紳ヘl のj白l土， 魂がその内田l化の極に
於て神そのものと合住するという汎紳論的刊格のものではなくて， 却って魂が
自己の有限性を自売しながら， その有限な魂が絶到に不聖書の員理をLよるとい「
ことの確認から， 真理それ自慢の超越的存在をみとめるというのであって， そ
こに見出される紳は超越紳的性格をもつのである。 このことは白出窓4Li論第2
巻に於ける紳存在論謹の方法のうちにもよくあらわれて居る。 De lib. arb.
II. c. II， n. 31. Sed cumcoeperimus tanquam sursum versus recurrere，
invenimus回s etiam nostrasmentes transcendere， atque incommutabiles
in ipsa manere. rしかし我々がいわば上方に向い始めると， 我々はそれらの
もの〔数〕が我々の精神をも超越し， 員理そのもののうちに不著書不動にとどま
るのをみとめる」。
(4) MALEBRANCHE， De la recherche de la vérité ( III， c. 6， éd. LEWIS，
Tom巴1， Paris， 1945， p.245.
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ても， キリスト教に固有な買理の秩序を破壊することになると忠われる。
なぜならば， もしこの「すべてのもの」 をば 自然的虞理の意味にとるとす
れば， 彼は超 自然的真理をも 自然的真理のもとに包含せしめることになり，
従って車に 自然的虞理 を認識する矯のみならず超自然的畏理 を認識する震
にも， 神の光としての 自然の光だけで十分であることになり， 従って信仰
による知の濁 自性は失われるからである。 逆にこれを超 自然的冥珂の意味
;ことるとすれば， 彼はすべての真理を超 自然的貿理のもとに包含せしめ，
かくて結果的には前と同じ結論となる。 たX前の結論に於て一括して自然
的員理と名づけられたものに趨 自然的虞理という名 をつけかえたにすぎぬ
のであって， 結果的には二つの虞理の秩序は破棄されたことになるc一一一
要するにマルプランシュの命題は， この真理の意味 を どのkうにとるにせ
よ， 自然的真理と超 自然的買J_Ffj， ないしは 自然認識にもとづく虞理と恩寵
にもとづく買理との匿別 を廃棄する結果となる

これマルプランシュの以

上の命題が， そのアウグスチヌス的系譜にもかLわらず， 正統キリスト教
の立場から承認されなかった所以であろう。
(3)
それではアウグスチヌス 自身の言葉のうちに， かLるマルプランシュ的
解揮 を招来する要素はないかどうか を調べて見ると， それは大いにあると
(5)もっともマノレプランシュのいわゆるオントロジスムが， キリスト教の立場か
ら斥け られる直接の理由は，以上にのべたような， 自然認識と趨自然認識との混
同にあるよりはむしろ次の貼にある。 すなわち彼によれば， 事物はすべて神に
於げるイデアを遜して直接に知られるのであって ， 人間に固有な!G�)必認識の役
割が否定される。 けれどもこれは，人間が車なる精 紳的存在ではなくて， 精神と
内陸とから成る感i史的存在である という最も具慢的現質的事貨をど無視するもの
であり， その人間把握の根本に於て既にキリスト教的人間観と相容れないもの
をもつからである。 而してマノレプランシュのかLる人間把濯が， デカノレトのレ
ス ・ コギタンスとしての人間観にもとづくものであることはいうまでもない。
一一けれどもこのことからしていわば必然的に， 自然と超自然との無差別とい
うことも帰結してくる。 なぜなら具鐙的現賓的な自然観に立腕iしてのみ， それ
をおぎなうものとしての超自然も考えられるのであって ， レス ・ コギタンスの
如きJ由象的自然観にはそれをおぎなうべき恩寵や超自然は必安とされないから
である。
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いわねばならない。 一種アウグスチヌスは上記の如く， 我々は「内なる光」
ないし「紳の光」のもとに虞理を見る， という ととをしばしばいって居る
が， 彼のいわゆる貫理とはそもそもいかなるものであるか。 それは自然的
買理であるかそれとも超自然的虞理であるか， との黙甚だあいまいである。
たど弐の ととだけは確賞 にいう ととができる。 すなわち彼は， 或箇所に於
ては明に自然的認識について， それを知る震の内なる光という ととをいっ
て居る。 たとえば自由意志論第2巻に於ては， 数主要の不獲不滅の賞理を知
る震に， 内なる光 によらねばならぬといって居る (c.

8， n，

23)と ころが

また或箇所に於ては， 超自然的 貫理 について 紳の光の こと が いわれて居
る。 すなわち創世記註解第12巻には， モイゼやパウロの紳直観 (visio Dei)
一一 これは明に超自然的であるーー について，

光 に於て見る， といわれて居る(c. 3 1 ，

n.

我々はすべての虞理を紳の

59)。 要するにアウグスチヌスは，

虞理という 言葉を或場合 には自然的虞理の意味に， また或場合は超自然的
虞理の意味に用い， その聞に明確な原理的匝別を設けない。 少くともその
直別を明確に定式化しては居ない。 彼のいわんとする ことは要するに， 不
獲不動の虞理は， 自然的なものであれ超自然的なものであれ， 可幾的なも
のを封象とする感費からは得られず， ただ知性が紳の光を受ける ととによ
ってのみ認識され得る， という ことである。 市して とのアウグスチヌスの
言設からは， マルプランシュ的命題のひき出される可能性が大いにあるの
である。
しかしながらアウグスチヌスがかLる解揮を受ける可能性があるという
ことと， アウグスチヌス自身がかLる解緯の結論を果して許容するか否か
という ことは， おのづから別問題である。 そ こでアウグスチヌスの言設の
う ちに， マルプランシュ的解揮を受ける可能性の存する ことは一腹みとめ
た上で， さたに果してその解樟をアウグスチヌス自身が許容するか否かとい
う ことを， 別の見地から考察して見ょう 。
まづ第1に， マルプランシュの結論， 自然的貿理と超自然的虞理との原
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理的同一性を架してアケグスチヌスは認めるか否か。 否， と答えなければ
ならぬであろう。 理性にもとづく知識と信仰によって保持すべきことがら
との峻別， まづ固く信仰にもとづいた上で弐になし得る限り知併せんと欲
するという彼の認識に封する態度は， 彼の初期の著作からすでに一貫して
みとめられゐアウグスチヌス哲皐の根本的性格であるから， その伎が自然
的買理と 超自然的異国とを|白j一夫元のものとみなすということは あり得
ぬ。 第2:こ， 伎の民理説に封して， 彼自身の思想、のうちに幾化があり， そ
の愛化は後期lの彼が初期の著作に於ける自己の思想、に針する:firーの修正と
なってあらわれて日るという'r.貰がある。 すなわち彼は，
の祈りに於て， r- -t: J:，
わずJ (c. 1，

11.

御身は心の浄き者の外，

2)と祈ったが，

ソリロキア主主頭

真理を知lることを欲し給

後:こflJ 論zrn巻に於てはこのパ葉に修司

を加えて， I心の砕き者しか民なることを失11り得ぬとし、ったのはf�で〈あっ
た。 なぜなら心の印からざる者にも知り得る買理があるからJ (c. 4，

11.2)

といって昂る。 こLで、いわゆる「心のj予き者」を紳の思出合千lてる者の}2:�
味;ことることがもし許されるとするならば，

I心の浄き者の知るtftflJU

と

は超自然的買理であり， 心の((11.; ，らざる者も失11り伺る買日IJIとは， 11 i仰;二!制
係なく一般に何人であれ理性を有する者が勾lり得る買.E1j!とL、うことにな

(1) アウグスチヌスはし ばしば|汝らもし伝ぜござれば， 知角平L ffJ. C I (.\'isi crc
did巴ritis‘ 11011 il1telligetis) というイザヤ方(7の9)の，i葉を'JIJliーする
た白出窓;与論第1往;こ， Sed 1101111e molimur id quod in fidem rl'ccpimus，
これら
etiam intelligendo scire ac tenere íirmissimum? (c. :1， n. G)
の言.:ltよりして， アウグスチヌスに於て信仰が知解に先よとつニとはIljjである
が， ではどれだけのことが知解されると考えられて日たか3 イ，j{íP内容はことご
とく知解され得ると考えられたか， それともトマスのように， 岬の存在や -，ドj:
，;t知解されるが， 托身や三位ー績は知解されぬと考えられたかっ ーこの�_I!}lアウ
グスチヌスばどこにも言明して居ない。 むしろ彼にとって問題だったことは，
信仰に於であたえられたものをなしうる限り知解せんとする努力であって， う日
解可能と不s可能との領域の如きは， その探究のこ斗ろみのうちに漸衣に彼自身
によって白売されて行ったのであろう。 放に彼の全著作に到して， その著作年
代iこ封する顧慮なしに， I�然庁Jl真理と超自然的賞理との�別という如きトマス
的範時をおしあてることはつつしまねばならぬ。 けれども耐おの区別の}j向
に， 晩年の アウグスチヌスの考えが進んで、行ったと いうことはいえあと思う。
そこから再論に於げるl汀正もでてくるのであろう。
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る。 これはトマスの解揮であるが (1ー11，

q. 109， a. 1. sed contra)，

この

解樺の嘗否はさておき， 少くとも次のことだけは確賓である。 すなわちア
ウグスチヌスはこLで， 超 自然的虞理と一般に虞なることがらとの原理的
匝別に言及して日る， と。 たど 自然的ないし超 自然的虞理という言葉はま
だアウグスチヌスには知られて居ない。 以上 を要約して失のようにいうこ
とができる。 アウグスチヌスの言説からマルプランシュの命題 をひき出す
ことは可能である。 けれどもその命題の結論はアウグスチヌスの意嵐(二合
致しない， と。
(4)
ョえに我々は，

トマスがこのアウグスチヌスの照明説をとのように解慢し

たか を考A察することにしよう。 トマス哲壌の根木問題は， あらゆる領域に
わたって， 自然と超 自然と を秩序づけることである。 ところで「秩序づけ
る」ということは二つのこと を意味する。 一つは雨者を匝別することであ
り， 一つは医別された雨者を一つの全開に聞係づけることである。 かLる
課題をトマスは認識論の領域に於ても途行して出る。 認i議論に闘してトマ
スが縫承したものは， アウグスチヌスの上記の認誠説の外にアリストテレ
スの認誠説があり， 彼はアリストテレスの能主力士IIU:誠によって 自然的虞理
の認識論を展開しながら， この能動知性のはたらさと， それ をこえる超 自
然的買理認識のはたらさとの全曜に， アウグ、スチヌスの照明設による根本
的統一的な基礎つけを興えて居る。 かくてトマスに於てアウグスチヌスの
照明説は， (1)

原理的に縫承されながら(2)トマス濁自のアリストテリズ

ムによる修正を受け(3)その立湯に於て新なる意味 を賦輿され， いわばア
ウグスチヌス・ トマスi'i3照明設ともいうべきものを形成して居る。 以下ト
マスの照明設の考察にあたり， 三たの順序で進もうと思う。
1.

アウグスチヌス照明設はトマスに於てどの上うに修正されたか

2.

アウグスチヌス照明設はトマスに於てどのように繕承されてj舌るか
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3.

このトマス的解穫はアウグスチヌスの意圃に合致するか

まづ第1 に， アウグスチヌス照明設はトマスに於てどのように修正され
たか。 アウグスチヌスに於ては，人間知性は紳の光に射して，全く受動的で
あった。 神に照らされぬならば知性はし、かなる貫理をも見ることができな
い。 これに針しトマスに於ては， 人間知性はもっとその能動牲と白立性と
をみとめられてくる。 トマスによれば， 人間知性はそれ自韓が一 つの光で
ある。 彼:こ於ては， 個々の人rm知性は能動知性と可能知性というこつの能
力の部分に分たれる。 前者は人間の魂が感費を媒介として外界から受取る
ところの感質的表象にはたらきかけ， そのうちに含まれて居る可能的に可
知的な諸形相を， 現賞的に可知的な形相たらしめるところの知性の能動的
能力である。 これに射して後者は， あらゆる可知的形相に針して可能態に
あるところの知性である。 アウグスチヌスに於ては， 数事やJ命fll\);裂の度理
の古IJきいわゆる永遠の買理は感覚からは得られず， それを得る震には榊の
光によらねばならなかったが， トマスに於ては数阜の買理もやはり!謹畳を
媒介として， 可感的世界からdiiE動知性の抽象のはたらきを通して認J哉され
る。 いわば感質的質料的世界から永遠の貫理， つまり形相的認品をHHし出
し引き出すはたらきをするのが能動知性であって， 自然知性によって知ら
れ得る限りの買理認識はこの能動知性にもとづく(1.

q. 79， a .

3.)。 それ

lumen rationis naturalis)といわれる(1. q. 1 ， a.l， ad2)。
は自然理性の光(

一一このように， アウグスチヌスに於て受動的であった知'J1t二は， トマスに
於てはいちぢるしく能動的となり， いわば7ウグスチヌスに於てもつばら
紳に鯖せられて居た虞理認識の光を， トマスに於ては知性そのものが或程
度分有する ととになる。 知性は草に!照らされるものではなくて， ぞれ 白骨豊
照らしLL1すものである。 このように各個の知性に能動性が賦輿されること
によって， また各個の知性の個�1'3�萄立性が保謹され， アウグスチヌスの照
(1) 1. q. 79， a. 4.…Unde oportet dicere quod in ipsa (animaJ sit aliqua
virtus derivata a superiori intellectu， per quam possit phantasmata
illustrare.
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明設がさらされて居た汎神論的解樺への危険が除去される (1. q.

79， a. 5)。

第2に， アウグスチヌス照明設はトマスに於てどのよう に縫承されて居
るか， を考察しよう。

さて以上のよう に述べてくると， あたかもアウ

ーー

グスチヌスに於てもつばら紳に鯖せられて居た箕理認識の光は， トマスに
よって紳から奪い取られて人間知性に婦層せしめられたかのように思われ
るかも知れぬ。 たしかにトマスは， アウグスチヌス に於て完全に紳 に菌せ
られて居た認識の光を紳から奪い取り， 人間知性の主韓性を確立した， 神
の光なしに人聞がその自然の能力によって認識し得る虞理の領域(すなわ
ち自然理性の認識領域〉を確保した， ということができるであろう。 しか
しながらそれは彼の見解の一面にすぎない。 他面 に於てトマスは， 自然理
性の光によっては知られ得ず， ぞれを知る震に是非とも榊の光を必要とす
る虞理認識の領域をみとめ， かLる 領 域 を!l官し出す 神の光を思寵の光
(lumen gratiae)となづける(I-II. q. 109， a. 1)0

!居、寵の光によって照らし

出される虞理の領域は超自然的信仰的真理の世界である。 このように恩寵
の光を措定する ことに於て， トマスは完全 にアウグスチヌス的である。 け
れども こ こで注意すべき ことがある。 それは， トマスの照明設は単 にそれ
だけの意味でアウグスチヌス的であるばかりではない，ということである 。
すなわち， より根元的な意味 に於ては， 能動知性のはたらきそのものすら，
やはりそれ自腫，第一動因としての神のはたらきそ必要とするのであって，
もし この紳のはたらきを紳の照明と解することが許されるとすれば， すべ
ての虞理認識は， 能動知性による自然認識も恩、寵の光による超自然的認識
も， 紳の光なし にはお こり得ないという意味 に於て， 全面的 にアウグスチ
ヌス照明設の縫承されて居る ことが知られる。 以上に述べたことを， 紳 準
大全第2部の1の所設に従って， やL詳しく考察しよう。

(5)
トマスは， 神準大全第2部の1， 第1ω論題1項に於て， r人聞は恩寵な
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Lに何らかの買なることを認識することができるか」という問題を提起し
て居る。 これに針するトマスの解答は， 或意味に於ては肯定的， 或意味に
於ては否定的である。 以下にその所設を考察する。
貫理認識は知性のはたらきである。 知性のはたらきは庚い意味での運動
(motus) のうちに含まれる。 故に知性のはだらきは一般的な運動の法則に
服する。 従って真理認識の震に思寵が必要か否かという問題は， 知性はそ
のはたらきの鴬に， j恩寵といういわば動因を必要とするか， もし必要とす
るならばそれはいかなる意味で必要か， という問題に還元されることにな
る 。 ところ で

一

般 に，何らか の 運動が ひ きおこさ れる 鳶 には ， 二つの原因が

前提されねばならぬ。 一つは形相因である。 すべて動くものはその形相の
賞現を目指して動く。 他の一つは第一動因(primacausa movens) である。
けだし動くものはすべて可能から現賓へと動くのであるが， その矯にはそ
のものを可能から現貰へとひき出す他者が存在しなければならぬ。 しかも
その他者は他のものを現賓化せしめるものとしてそれ自瞳現賓的でーなけれ
ばならぬ。 ところでもしその他者自瞳他の現貫的なものによって動かされ
て居るとするならば， そのもの 白樺その運動の原因として第3の他者を耐
提し， かくの如くにして動かすものと動かされるものとの原因の系列が考
えられるわけ で あるが， この系列は無限ではあ り 得ず 最も究局的 なる現貫
的なるものに終局しなければならぬ。 それは他のすべてを動かしながらそ
れ自瞳は他から動かされることのない根元的な第一動因である。 それは神
である。 かくて我々は女の結論を得る。 すべて動いて居るものは， その運
動の原因として 二つのものを前提する。 すなわち そのものに 固有な形相
と， 第一動因としての神とである。 而して前者はそのものに固有な形相で
ある限りに於てそのものに内在する原因であり， 後者はそのものを動かす
他者としてそのものにとって超越的な原因である。
さて以上は庚義の運動に閲する一般的原則であるが， 同じことは知性の
運動としての知解する(intelligere) はたらき， すなわち知性の虞理認識の

58

はたらきに闘しても， その特殊な場合として受賞する。 すなわち， 知性が
現貰的にはたらく震には，ニつの原因が必要でーある。 それは知性の形相と，
知性を動かす第一動因としての紳とである。 ところで知性のはたらきに於
て， いわば知性の形相因の役割を演ずるのは上速の能動知性である。 能動
知性の役割は， 可知的針象の世界を照らし出すところの， 知性に内在する
光 にたとえられる。 けれどもそれぞれの形相にはそれぞれ固有心限度があ
り， その限度内に於て自己のはたらきを貰現する。 能動知性なる形相にも
限度がある。 すなわちそれは， 自然的世界に於て認識され得る限りの可知
的封象のみを照し出す光にすぎぬ， ということである。 我々をとりまく自
然的世界は可感的質料的世界であり， 能動対l性は感畳を媒介して可!志的質
料的世界から抽象され得る限りの巧知的封匁を認識する。 雨中や天使の如き
純粋形相的非質料的存在をも， 能動失11性はそれ白樺としてではなく， それ
らが質料的自然的世界に何らカのはたらさを及ぼす限りに於て， あたかも
結呆の存在からその原因の存在をおしはかる如く， rm接的方ì];によって説、
誠し侍るにすぎぬのである@ それ故， 能動知性の光は純粋にJp質料的な世
界， 従ってまた超自然的な世界そのものの真相を照らしLl\すことはできな
レ， のである。 それ故もしも人間の救済の掃に， 超自然的世界そのものの
虞相;こ闘する何らかの認識が�、要であるとすれば， か」る認識�可能なら
しめるわずらかの形相自うなものが， 知l性の白;然C本性ユ的形相としての能動
知性のとに附加されねばならない。 すなわち能動知性の自然的光の上に，
更;こ起白然的世界の冥相を照し出す光が附加されねばならない。 その光は
能動知'I!Iの光の上うに， 人間知性に自然本性的に賦輿されたものでなく，
神の側ρ、ら特別の恩寵を以て人間に贈られる虞理認識の光として， 恩寵の
光 (lumen gratiae) といわれるのである。

それ故以上に闘する限りに

一一

(1) I-II q. 109， a. l Sic igitur intellectus humanus habet aliquam formam，
scilicet ipsum intelligibile Iumen， quod est de se sufficiens ad quaedam
intelligibiIia cognoscenda， ad ea scilic巴t in quorum notitiam per sensibilia
possumus devenire. Altiora vero intelligibiIia int巴llectus humanus次頁へ
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於て， さきに提起されたところの， 人聞は思寵なしに何らかの虞理を認識
することができるか， という問題に針する解答は女の如くであろう。 生L
可能である。 すなわち感畳を通して可感的質料的世界から抽象によって知
られる限りの虞理は， 思、寵の光によらずに能動知性の自然的光のみによっ
て認識可能であるつ ただしそれ以「この虞理は， 恩寵の光によらねば知られ
ない。
しかしながら以上は， この問題の解答の全部ではなくて， その前宇にす
ぎない。 我々はさきに， 何らかの運動がおこされる震には， そのものに内
在する形相因とともに， 第一部j因としての紳が必要であることを考察し，
人間知性の運動たる「知解す乙J(intelligere)ことの形和国としての能動知
性に即してちえながら， 上速の結論に到達したのであるが， 失には第一動
因としての紳との闘係に於て， 知性のはたらきを考察しなければならない。
一一形相因の側面に於ては， 全11性認識に射する神のはたらきβ、けは， 能動
知性の光の及ばない高度の超自然的認識の段階に於て， 思、寵の)tとしてあ
らわれたのであった。 けれども今見方をかえて， 知引を究1司i内JJ[�II'jに動
かして居る:ilー動因としての耐のはたらきに注目すむならば， 白然認誌の
領域:二於ても， 神のはたらきの現存することは明にみとめられる。 なぜな
らば我々はさきに， 能動知性のはたらきによって知将:は!l"tfljlを認設する，
といったが， 貫は能動知性がこのように「はたらく」震には， 能動会11性そ
のものが第一動因たる榊によって根元的に動かされてJ，，"乙ということが，
経封的前提係件だからである。 このように:考えるならば， 紳の知性(二釘す
るはたらきは， 車に超自然的認識の場合のみならず， 自然的認l1J1のJhj合に
於ても， 結封に不可献の僚件であるといわねばならない。 ところで知性を
現賓的;二はたらかしめる原因を我々は光にたとえたのであるが， 今この光
前頁より

cognoscere non potest nisi fortiorilumine perficiat ur， sicutIuminc fidei
vel prophetiae; quod dicitur lumen gratiae， inquantum est naturae
superadditum.

ω

のたとえを， 能動知性そのものをはたらかしめる第一動因としての神のは
たらきに適用することがもし許されるとするならば， 我々は， 車[ごいわゆ
る超自然的買理の認識のみならず， 凡そすべての虞理認識に於て神の光が
必要である， といわねばならぬで あろう。 而してもし恩寵ということを，

軍に自然:二割立するその固有の意味にとるのでなくて， 一般に民く紳のめ
ぐみというぽどの意味にとることがもし許されるとするならば， 我々は，
自然的虞E慢の認識に於てすらも， やはり恩寵の光を必要とするということ
ができるで あ ろう3一一以kを要約して弐のようにいうことができる。 主
し恩寵ということを， 自然�::::針立する固有の意味にとるとすれば， 我々は
恩寵の光としての神の光なしに， 能動知'I{jーとしての自然の光に上って， 自
空白lH:界のiß;r里を知l豆-i主主iできる。 けれどももし恩寵ということ主， fti
く紳のめぐみという意味にとるとすれば，目、寵の光としての神の光;なし;二，
我々はいカ通なるl買珂をも認識することができないっ
ぞれi'&， t'l':起された問題に封しては，

トマス は或意味に於て二校:の仕方

で解容して日るわけであ るが， この二つの肝容は「あれがとれか!の関係
(2)能動知性は二つのj忌味で措定される。 一つは，人1\1j知性から分断し也越して，
不完全な知性Jこはたらきかけ， これをして羽賀に知解せしめる第一動内として
の経封的に能動的な 知性であって， これは神である。 けれども何々の知性が現
行的iこ知解Fるために;士， 人間知性を超越した神的知性のはたらきかけだけで
はト分でない。 かLるはたらきかけに懸じて知性のはたらきをf)!質化寸る能力
が， 人間知性そのもののうちに措定されねばならぬ。 これは人間f11l'1:に内在す
る憶力で、ありながら， しかも神的知性の能動聞を分有する。 これが人間に固有
なもZ味での能動知性である(1. q. 79， a. 4)。 一一一 人間の魂の部分としての能
動 知 性 1 1 ， こ の紳的知 性 の能動性を分有す る 限 り に 於て 「 光 i と い わ れるので
あるから， この!神的知性はまさに「光」そのもの， そのはたらきは設もすぐれ
た意味に於げる照明(illuminare)といわれ得るであろう。
(3) 1-11. q. 110， a. 2. Dictum est autem supra quod dupliciter ex gratuita
Dei voluntate homo adiuvatur. Uno modo， inquantum anima hominis
movetur a Deo ad aliquid c()gnoscendum vel volendum vel agendum.
Et hoc modo ipse gratuitus effectus in homine non est qualitas， sed
motus quidam animae;.. .Alio modo， adìuvatur homo ex gratuita Dei
voluntat巴， secundum quúd aliquod habituale donum a Deo animae iロー
funditur. この第2の意味でのj神のたすけが， いわゆる遜常のグラチア〔自然
に 釣 之 す る〕 である。 これに封 し， 第1の 意味 て、 は， 神 によ っ て認 識の 活 動 へ
と動かされること自開が紳のグラチアによるといわれるであろう。
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ではなく， また「こうも考えられるしあLも考えられる」というのでもな
く， また「これとあれとのこつである」という闘係にあるのでもない。 少
しく注意するならば， この二つの解答に於て， トマス自身が問題を取扱う
立場そのものに或相違があり， またその立場の相蓮に謄じて取探われる封
象界が， いわば決元的に異る二つの世界として展開するのが認められるで
あろう。 すなわち知性のはだらきを， その形相としての能動知性との閲聯
に於て論ずる場合， 彼はアリストテレスと同じ自然的W:界(こ定位し， その
世界;三於てその世界をこえた超自然的世界を指示する。 そしてあたかもア
リストテレスに針して語りかけるかのように， 自然的世界のことは能動知
性の光で知られるが，それ以上のことは思寵の光によらねばならぬと教え，
白然的世界に於てはアリストテレス読を， 超自然的世界に於てはアウグス
チヌス設を安嘗せしめる。

ところが知性のはたらきを第一動因として

←ー

の紳との闘係に於て論ずる場合， トマスは， すべてのものが紳によって創
られ， 神によって保たれ， 直接に紳によって動かされて居るキリスト教的
世界観のうちにある。 そしてこの衣元に於て， rすべての貫理を我々は紳
の光のもとに見る」というアウグスチヌスの命題は， 彼の師であったかの
アムフマロシウスの「すべての買理は聖霊よりきたる」という有名な言葉と
ともに， 全面的に生かされるのである。

一ー

とのようにトマスはこの問題

の解答に於て， あたかも二つの異る立場に立つかのように見えるが， その
二つの解容が相互に矛盾しないのは， もともとこの二つの世界が相針立し
相反援するものでなく， あたかも高次元が低衣元を自らのうちに含むよう
に， 一方の世界が他方の世界を自らのうちに包含する闘係にあると， トマ
スに於て考えられて居るからであろう。
(4) Omne verum， a quocumque dicatur， a Spiritu Sancto est. (glossa
LOMBARDI (PL.191，1651)).
このアムプロシウスの言葉をトマスは説明し
て日く。I-II， q. 109， a. 1， ad 1. Omne verum， a quocumque dicatur， est
a Spiritu Sancto sicut ab infundente naturale lumen， et movente ad
intelligendum et loquendum veritatem.
一一ー
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(6)
第3に， このトマスの解穫は アウグスチヌスの意固に合致するか， を考
察しよう。

ーー

まづ正しい解揮とは， 文字に印した説明を間違いなくする

ことであるという見地に立つならば， このトマスの解揮は齢りに主トマス
的であって， 皐なるアウグスチヌスの言葉の再現ないし解説という意味;こ
於ける正嘗な解樟とはいLがたい。 その第1の明かな理由として， 徒動矢口
性の設があげられる。 これはトマス認識論の中心概念、であり， 照明設もま
たトマスに於ては， 能動知性のはたらきをri1軸として展開されて居るが， か
かるほ念、はジ、ルソンも指摘して居るように， プウグスチススのうちには全
然みとめられぬのである。 これに闘聯して， 自然1'1うよEJ止と超自然的認iぬと
の原理的匝別にld討する論説， 知性の抽象のはたらきに闘する設なども， ア
ウグスチヌスにはないQ これムは トマスがアリストテ レス哲事を通して始
めて導入し得たものである。 故に文字通りの意味に於ては， トマス乃解鰐
は アウグスチヌス照明設の忠、買な租il主とはいLがたく， それとははだjl[行;二
ことなる アリストテレス説に立脚するところの， トマス燭自の

な肝障

といわねばなら ぬであろう。
それにもかかわらずアウグスチヌス照明設を， その言葉に於てではなく
むしろその章、聞に於て (in-intentione)考察するとすれば， トマスの肝樫は
(1) GILSON， In troduction， p. 113.
(2) アウグスチヌス自身， 自然認識と超自然認識とを区別して居たか汗かについ
てジノレソンは次のようにい って居る。 その紋述のなかで， アウグスチヌスばし
ばしば臼然認識から紳秘的認識へと飛躍する。 けれどもそれだからといって，
雨者の区別が彼の精紳のうちでおこなわれて貯なかったわけではない、 j;寅彼
は明確に雨者を匿別して居る。 彼が永遠のヲチオに於ける， 或はラチオによる
認識というときは， いつも自然認識が問題とされて日る。 これに反L， 永遠の
ラチオを， あ るいは紳の光を見るとか認識するとかいう場合は， 川紙、(;'J認識の
こ とを い って居る， と (G ILSON ， op. cit. p. 126)0 また心の浮き者のみの知る
真理と心の浄からざる者も知る輿理との区別〔本論文第3草〕からしても，少く
とも晩年のアウグスチヌスが三つの員理の原理的区別にまで想到してた:たこと
は知られる。 けれども自然認識と超自然認識とが明確に区別されるためにはl
自然J (Natura)という概念そのものが明確にされねばならなかったのであるι

自然の光と恩寵の光
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アウグスチヌスの意闘に矛盾することな く， むしろその正賞なる縫承護展
ということが許されるであろう。 そのことは上述の三つの 解穫を比較し
て， アウグスチヌス自身は果してこの三つの解樺のうち， いづれをえらぶ
であろうかを思いめぐらすならば明であろう。 アウグスチヌス自身は， 自
分の照明誰から汎神論的結論の導き出されることを望まなかったであろう
し， また冥理の秩序を一元的に解消するマルプランシュの結論をも期待し
なかったで、あろう。 アウグスチヌスはフラトニストであるよりもまず第一
にキリスト者であったのであり， 彼の照明設はアリストテレスの知れわた
ったトマス時代の西欧に於ては， ただトマスのような解障を通してのみ哲
象的に生きることができ， のみならずその深い意味を展開し得たというこ
とはできないであろうか。
最後に， これら照明説の解樺の適否を判定するという問題から一日産はな
れて， かLる 解揮の生じきたった歴史的背景について若干考察して 見ょ
う。 するとf.i1じアウグスチヌス照明読の解樺でありながら， トマスの解樺
とマノLプランシュのそれとの間に， きわめて興味潔い共通黙と相蓮黙とを
我々は見出すであろう。 まづ共通黙についていうならば， それはどちらも
自然的世界に定位してアウグスチヌスの照明読を解揮しようとして居るこ
とである。 すなわちトマスは， アリストテレスの自然的世界との関係に於
てアウグスチヌスの認識論を 超自然的世界に世置づけようと するのであ
り， こLから自然認識の原理としての能動知性の光と， 超自然的認識の原
理としての 思寵の光との匿別が生ずる。 しかも この二つの 世界は矛盾せ
ず， 一方が他方を包括する闘係 にあるものとして， 自然の光そのものが神
の光の照らしを受けねばならぬ。

要するに， 自然の世界をそこのうこ

一一

となしにこれを完成するところの恩寵の世界に秩序づけるというトマスの
一般的意園が， その照明設の解揮のうちにもあらわれて居る。 けれどもこ
のように自然を恩寵と匿別しながら秩序づけるという仕事そのものが， ま
づ自然を自然としてありのまLに認識することを前提するのであり， その
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意味で自然認識はトマス韓系の基礎である。 市して彼にその基礎的自然観
を提供するものは，アリストテレスの自然皐である。 この意味でトマスは，
アリストテレス的自然皐に定位して居るということができる。
これに封してマルプランシュも， やはり或自然観にもとづいてアウグス
チヌスの照明設を解樺しようとする。 このように自然に定位してアウグス
チヌスの解稗をこLろみる黙に於て雨者は共通する。 たど異るのはさたの黙
である。 すなわち， マルプランシュのもとづく自然観はもはやアリストテ
レスのそれではなくて， デカルトの自然観であるということである。 マル
プランシュは， デカルト的自然翠の立場からアウグスチヌスを解標したの
であり， 照明設の解樟はその一つのあらわれにすぎない。 故にもし我々が
この二つの解揮の相違をより根元的に理解しようと思うならば， 我々は雨
者がよって立つところのこつの自然観ないし存在観， すなわちアリストテ
レスのそれとデカルトのそれとの根元的な相違にまで思いを到さねばなら
ぬであろうが， それはもはや現在の我々の課題の範圏をこえることである
から， こLて、はた父、示唆するにと父め， そのくわしい探究は今後の課題に
しfこいと思う。
〔昭和31年中世哲皐舎春季大舎， 京都大撃に於て愛表〕

