
トマス ・ アクイナスのイデア論に就いて

一一キリスト教哲阜のイデア論研究の一部分 一一一

結 論

宵 さた

1. トマスのイデア論

2. 彼のイデア論の系統

3. 彼のイデア論の責韓

川 田 熊 太 郎

4. ヒュペル・ プューシズム的形相主義

5. ディオニューシウスの問題

結 論

緒 論

此の小論はトマス・ アクイナスのイデア論を解説しようεするものでは

な く， むしろ之を廻りて彼のイデア論が提出しているこ三の問題を考察す

るものである。 廻るとはその周連を明かにすることでもあるが， またそれ

は周遁から中心を観察することでもある。 而して廻るが駕には中心が定め

られなければならないから， 此の小論は此の中心を定めるととから始めら

れる。

1. トマスのイデア論

トマスにイデア論が有るかとの問には肯定的に答えられる，というのは，

披は， 少くともr破異教徒綱ま』と「虞 理に就い宅」と「紳皐綱套』との

(1) S. c. G. ， 1， 54. 
(2) Quaest. Disput.， volumen 1. De Veritate， Qu. III . 
(3) S.Th. ，  1， Qu. XV. 
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うちで， 殊に後の二著に於ては「デー- イデイース」なる問題を立てて詳

細にイデアを論じているのであるから。 その彼の イ デア諭に就いて 見る

に， プラトーンの哲皐韓系に於て彼のイ デア論が如何なる位置を 占めてい

るかは大なる問題であるが， トマスは彼の神事韓系に於けるイ デア論の位

置をみずから明確に定めている。 神重要は第一に神に就いて， 第二に有理性

的被造物が震す神への運動に就いて， 而して第三に神へ到る我々 の道たる

グリストスに就いて論ずる。 之を『紳皐綱要』の第一部， 第二部及び第三

部が果している。 而して神に就いての論攻は紳の賓有 essentiaに闘する事

どもと， 諸位格の直別に闘する事どもと， 神そのものによる被造物の現出

とを此の順序で取扱う。 市して紳の賓有に就いては第一に紳は有るか， 第

二に紳は如何に有るか， 否， むしろ如何に有らぬか， 市して第三に神その

ものの能働に闘する事ども， 郎ち彼の知識と意志と能力とに関して考察し

なければならぬ。 トマスのイ デア論は此の神の能働のーったる知識に闘す

る考察のうちに位置している。 即ち能働には能働者の内部に止まるものと

外部の結果へ現出するものとがあるのであるが， 知識と意志とは内部に止

まるものであるので先ず是れが考察せられる。 然るに知るとは生きること

であるから紳の生命が， また知識は買なるものどもに闘するのであるから

買理と虚偽とが考察せられるのであるが， また他面に於て認識せられたもの

は穂ベて認識する者の内に有るのであり，而して諸事物の認識理由ration巴S

は認識者たる紳の内にある限に於て諸のイ デアと呼ばれるのであるから神

の知識の考察には其等のイ デアに就いての考察がまた加えられなければな

らぬのである。 以tによってトマスの紳翠瞳系に於て占めるイ デア論の位

置は明白であろう。 然らば， そのイ デアに就いて彼は何を主張しているの

であるか。

(4) S.Th.， 1， Qu. II . 一Introd uctio.
(5) Ibid em. 
(6) S.Th.， 1， Qu. XIV-Introd uctio (Praefatio). 
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第一にイデアは知性 intellectu sたる紳の内即 ち 紳 の 心 mensの内に有

らねばならない。 ギリシァ語のイデアはラテン語のフォルマ(形相〉 であ

るが， 是れは現存している物を超越して有る物の形相である。 而してイデ

アは， 第一に， それが其物の形相であると言われる所の物の範型 ex emplar

たると， 第二に， 其物を認識することの原理たるとの二義を持っている。

というのは， 第一に， 偶然によりて生成するのではない物の線べてに於 て

は形相が各々の物の生成の終局目的であらねばならないから。 ところで，

第二に， 能動者は形相が彼自身の内に有る限に於て形相に依りて能動する

のであるから。 然るに， 第三に， 或る能動者の内には生成する物の形相が

自然的存在 esse naturaleの見地から前もって有るのであり， 或る能動者

のうちには所知的存在 esse int巴lligibileの見地から前もって有るのである

からである。 自日ち此の宇宙は偶然に依りて生成したものではなくて， 神に

よりて能動的知性をもって創造せられたのであるから， 紳の心の内に形相

があるのであり， 市してそれと相似するように此の字宙が作られたので‘あ

らねばならぬ。 Eに此の黙にイデアの存在理由が存するのである。

第二にイデアは多数であらねばならない。 此の事は任意の結果のうちに

終局目的たるものが第一の能動者によりてそれぞれ置き入れられている事

から明白となる。 諸物のうちに現存する最善なるものは宇宙の縮瞳の秩序

という善である。 それ故に此の字宙の綿韓の秩序なるものは正に神により

て置き入れられているのである。 然るに或る全韓の認識理由は其全瞳を構

成する所の諸部分それぞれの認識理由が持たれることによりて持たれるの

である。 それ故に紳の心のうちに綿べての物どもの認識理由があらねばな

らぬこととなる。 即ち紳の心のうちに多数のイデアがあることとなるので

ある。 しかし此のイデアの多数性は榊の章一性と矛盾するものではない。

(7) S. Th.，  1， Qu. XV， art. 1. Cf. D e  Ver. ， Qu. 3. art. 1. 
(8) S. Th.，  1， Qu. XV， art.2. Cf. De Ver.， Qu. 3. art. 2; S. c. G.， 1 

c. 54. 
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作られたもののイテブは作る者の心のうちに認識せられた物とし てあるの

である。 例せば， 家の形相は建築家の心のうちに彼によりて認識せられた

ものとし てあるのである。 然るに紳が多くの物を認識するという事は紳の

知性の軍一性と矛盾しはしない， 若し神の知性が多くの形相によりて形成

せられると言うのであれば， それは紳の知性の章一性に矛盾するのである

が。 それ故に多くのイデアは紳の心のうちに彼自身によりて認識せられた

ものとして有るのである。 と言うことの意味は弐の通りである。 紳はみず

から彼自身の賓有を完全に認識する。 それ故に彼は彼の賓在をば是れが認

識せられうる仕方のあらゆる仕方によりて認識する。 然るに彼の貧在は唯

車にそれ自身l乙於てあるがままに認識せられうるのみならず， またそれぞ

れの相似の仕方によりて被造物により て分有せられうるという仕方でも認

識せられうる。 然るに被造物はその何たるそ問わず，或る仕方で紳の貰有の

相似性を分有し ているに従って，それぞれの形相をもっていあのである 。そ

れ故に紳は， 或る性質の被造物によりて模倣せられうるものとして彼自身

の貰有を認識する限に於て， 此の彼の賞有をばその被造物に特有なる認識

理由 即ち， イテーァとして認識する。 これはし、ず

れうることでで、ある。 それ故に明かに榊は多くの物に特有なる多くの認識 理

由 会認識するのであり， その多くの認識が却ち多くのイデアなのである。

第三に紳が認識する限りの線へての物どものイデアが有るのであらねば

ならない イデアはプラ トーンによりて諸物の認識と生成との原 理とし て

立てられたのて、あるから， 此の認識と生成との双方にイデアは闘係する，

それが神の心のうちに立てられる立 てられ方に従って。 而し てイデアは，

諸物の創造の原 理である限に於 て範型 ex emplarと呼ばれうるのであって，

h主主的認識に所属する。 しかしまたイデアは， 認識の原 理である限に於て

特に認識理由 ratioと呼ばれ， 而し て観照的知識にも所属することができ

る。 それ散にイデアは， 範型である限に於ては， 神によりて時間の内に於

(9) S. Th.， 1 ，  Qu‘XV ， art.3. Cf. D e  V er.， Qu. 3. art. 3. 
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て生成する限りの線べての物と関係する。 またイデアは， 認識の原理たる

限に於ては， 神によりて認識せらるる限りの綿べての物と闘係する， 上し

や其等が時間の内に於ては杢く生成しなくとも， 即ちイデアは紳によりて

夫々 の物に特有なる認識 理由に従いて認識せられる限りの， またf皮に上り

て観照の仕方で認識せらるる限りの物どもと関係しているのである。 なお

此の第三の黙に就いての諸限定自]ち悪のイデア， 第一質料の， 現に有らぬ

所のもの・未だ有らぬ所のもの・既に有らなかった所のもの， 偶有性の，

軍ーなるものどものイデアに閲しては「貫 理に就いて」の第四乃至第八項

を見られたい。

トマスの イデア論は その要貼に就いて見れば右の通りのものであるか

ら， 之を中心と して担ると き ， ま たその周凄から此の中心を観察する と き

には買に 多く の事ど もが言われうる。 それ等のうち差嘗り て私が関心する

二三の黙を以下に於て論述するであろう。

2. 彼のイデア論の系統

右の中心を定める考察は瞳系論白うなものであった。 故に清いてその歴史

的考察がな されなければならぬ， 私は特に之を系統論的考察と名づける，

というのは此の考察は紳撃者たる彼の神に就いての主張の重要なる部丹で

ある所のイデア論という思想、の生命の連績に闘するもの， 所謂血脈(こ闘す

る考察であるから。

此の見地から且るとき， アウグスティーヌスが先ず翠げられなければな

らぬ， というのはトマスがイデアを肯定する場合の第一の直接の根擦は，

『賞理に就いて』に就いて観るも亦「神翠綱要』に就いて見るも， アウグ

ステイ{ヌスであり而して彼の1183問題集』の第46問題であるから。 勿

(10) De Ver.， Qu. 3. artt. 4-8. 
(11) De Ver. ， Qu. 1lI. 
(12) S. Th.， 1， Qu. XV. 
(13) 0恰uvr官s de Saint Augustin， 1re Série， Opuscules， vol.X， p. 122et sqq. 

Désclée， Paris， 1952. 
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論「紳園論』の箇所も 考察に入れられてい三; 衣いで ディオニューシウ

ス・ アレーオパギータが翠げられなければならぬ， というのはトマスはイ

デアが肯定せられ定立せられるべき依慮のーっとして此のディオニューシ

ウスをも奉げているのであり， またトマスは「彼に極度に依頼している」

のでもあるから。 またプラト{ンが奉げられなければならぬ， というのは

トマスはアウグスティーヌスに依りてプラトーンを以てイデアの創唱者と

すると共にプラトーンが此のイデア論を以て偶然や自然の必然によりて穂

べτの物が生成すると説く哲翠者達を斥ける黙を強く肯定しているからで

ある。 しかしトマスはプラトーンがイデアを神の心の外にありとする黙な

どには強く反射している。 最後にアリストテレースが前景へ押出されねば

ならぬ， というのは知性たる紳が軍に自己自身そ認識するのみではなくて，

また自己自身を認識する事によりて自己自身より以外の物どもをも認識す

る事の根擦をトマスはアリストテレースに求めているので・4 2 から。しかも

此の場合に!神が自己より以外の物どもを認識するのは彼の心の内なるイデ

アに依りてなのである。

斯〈の如く系統論的に考察すれば， トマスのイデア論はプラトーンに始

まると見られ ，アリストテレースによりて縫承せられると共に修正せられ，

アウグスティーヌスによりてキリスト教の紳の心又は知性 intelligentiaの

内に在ると決然として主張せられ， 而してディオニュ{シウス・ プレーオ

パギータによりて更に深くキリスト教の神と結合せられたるイデテ論の縫

承であり展開である。 故に彼の此のイデア論の系統に就いては多くの事が

言われうる， 既に早くアレグサンドリアのシィローンが思惟せられうる宇

宙 ho noètos kosmosと紳の言葉 theou logosとを同一なりとし， 之を以て

(14) D e  Ver.， Qu.3. art.1. 
(15) Ibidem. 
(16) Quaest. D isput.， v olumen 1， cura et studio P. Fr. Raymundi Spiazzi， 

O. P.， editio Vln rev isa， p. 7 b. Marietti Taurini et Romae. 
(17) Sancti Thomae Aquinatis I n  Metaphysicam Aristotelis Commentaria， 

Liber xn， Lectio Xl， �� 2613-2616. 
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モーイセ ースの意見であると t主事などを始めとして。 しかし特に注目せ

らるべきは彼の此のイデア論の系統からプローティノスとヨハンネース ・

エリューゲナが除外せられている事である。 というのは， トマスはプロ{

ティノスの皐設に論及しているが， しかしそれはイデア論の聯闘に於てで

はdfUも， またヨハンネース・ エリューゲナに閲しては私の知り得た限

りでは全く何をも論じていなし、のであるから。 第13世紀のトマスが此の

アイルランド生れのヨハンネースに就いて論じなかったのには特殊の教会

的事情があったのであろう。 その限では諒とせられなければならないが，

しかし若し キリスト数哲皐に於ける イデア論という事を 言いうるとすれ

ば， 此の二人がトマスのイデア論の系統から除外せられている事は看過せ

られえない大なる事貰である。

3. 彼のイデア論の貰樟

さて然らば， 右の如き思想、系統の荷負者であり， 而してイデア論を右の

如くに彼の韓系の内に位置せしめている彼のイデア論の賓瞳或は本質は何

であろうか。

此の閉じ答えるが震に我々が先ず第一に注意すべき事は彼が「普遍的虞

理の教師J cath olicae veritatis doctor として進歩している者をも初心者を

も教える立場からして， また知慧を有する者の義務officium sapientisと

して神の虞 理を善く研究して言去はし而して此の真 理に反する誤謬を攻撃

すべき立場からして「有て在る者」たる唯一の紳を主張する者である事で

ある。 此の神は， 第二に， 知性又は 理性intellectus であり而してあらゆ

る意味に於て一切のものの原 理であり始元であらねばならない。 それ故に

(18) Ph ilonis Alexandrini De Opificio Mundi， �� 24 et 25.--Ph ilonis 
Alexandrini Opera， editore Leopoldus Coh n， editio minor， v ol. 1， pp.5 
et 6. 

(19) Ex. gr. De Ver. Qu.26， art.8 ad secundum. 
(20) S. Th .，l， Prologus. 
(21) S. c. G.， 1， c. 1. 



72 

第三に， イデアは此の唯有一紳の心又は知性の内にあるべくして決して其

の外にあってはならないのである， というのは， 若し外に在りとすれば，

此の知性たる唯有一紳が彼から濁立なる此のイデアという封象によりて完

成せられるという誤謬を生ずるからである。 また従って， 第四に， 此の形

相たる多くのイデアを此の紳は一切の物を認識する事によりて後から得る

のではなく， 一切の物即ち一切の被造物の虚無からの創造よりも前から，

彼の「賓有としてJ ut essentiaではなくて， I認識せられたる貫有としてJ

ut (essentia) intellectaとして持っているのである，というのは彼は「自己

自身の認識J cognitio suiipsiusを本質とする所の「純粋活動J actus purus 

の紳であって， 此の彼の自己認識の極めて豊富なる内容のうちには彼が創

造する三位一瞳であり市して被造物によって「分有せられうるものJ par

ticipabilisであるという事も含まれているからである。 それ故に， 第五に，

此の唯有一神は唯一なる而して純粋なる形相印ちイデアであって， しかも

彼は創造者であるのであるからして線べての被造物のイデアを諸限定とし

てもっているもの， 即ち 「あらゆ る限定をもっている所の唯一者J omn

imoda unitasである。 而して， 第六に此の唯有一紳は 全くの 超越者であ

る 。 此の事を我々は， トマスに闘しては， ヨセ フス・ グレットに依りて「神

は宇宙から匿別せられたる存在である」と言わねばならぬ， というのは，

少くとも一つには， 若し此の超越性を誤解すれば， 極端なる否定神準に陥

るからであり， 而して是れはトマス紳翠の性質ではないからである。 以上

の他になお多くの 理由を翠げる事ができるであろうが， 少くとも右の六箇

の 理由によりて我々は嘗面の問題に答える事ができる。 即ちトマスのイデ

ア論の賓韓又は本質に就いて言えば， それはカトリッグ・ キリスト教だる

唯有一神論の立場からのイデア論たる黙に存するのである。

それ故に， 我々には績いて， 右の系統;命的考察との聯闘に於て， 直ちに

(22) Gredt， Josephus: Elementa Philosophiae Aristotelico・Thomisticae，vol. 
U， p. 225. Barcelona 1951. 
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二三の問題が起って来るのである。 それ等のうち嘗面の聞に直接の闘係の

有るもののみを考察しなければならぬ， 考察の歩みが多岐にわたらぬが鳶

に。 而してその問題は，ヨーロ ッパ哲翠史の見地よりすれば，トマスのイデ

ア論の系統に闘して重大な意義をもっている所のプラトーンとアリストテ

レースとがカトリッグ・ キリスト教よりも以前の人であったという事とイ

デア論の創唱者がトマスによりてアウグスティーヌスに従ってプラトーン

であるとせられている事とからして起って来るのである。 白日ち， 第一に，

プラトーンとアリストテレースとは宇宙から直別せられたる存在である所

の或は宇宙を超越せる而して創造する所の神を知らぬ者であって， ぞうし

て共に創造せられたるには非ざる宇宙を常恒なるものであるとし而して之

を，彼等は古代ギリシァ人であったので，常恒lこ生き漬けて行く自然 physis

として把えているのである。 第二�::: ， プラトーンがイデアと呼ぶもの市し

てアリストテレースがその師を修正してエイドスと呼ぶものは途には此の

自然に婦着する所のものなのである。 而して此の自然たるイデア又はエイ

ドスは更にまた自然と呼ばるるもう一つの原 理たる質料hylê i. e. materia 

とは異なるものである。 故に二人は共に二元論者と呼ばれる。 しかし共に

イデア又はエイドスをより重きものと考えているので，形相主義者ldealist

と呼ばれるのである。 私は此のイデアリストと言う呼稽に代えるにヱイデ

ーテイスト Eidetistというのを以てしたい， というのは， イデアリスト，

従ってイデアリスムスと言う術語は厳密を期するが震には係りにも多義で

あり， 而してその多義性のうちにはキリスト教的イデアリスト及ひ、キリス

ト教的イデアリスムスの意味も含まれているからである。 かくて此のエイ

デーテイストたるプラトーンとアリストテレースとは右の如くに彼等のイ

デア又はエイドスをプューシスたる自然なりと考え而して主張しているの

である。 故に彼等のイデア論の内に如何にカトリッグ・ キリスト教に取り

て願わしきものが含まれていようとも， 彼等のイテeア論は見紛うべくも無

く 明瞭に古代ギリシァ人のプ旦ーシズムのイデア論であり， 而して彼等の
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イデア論は彼等の子によりて担えられたる其のプューシズムそのものなの

である。 �flち彼等のイデア論はキリスト教の紳を知らぬ古代ギ‘リシァ人の

プューシズムが彼等な通じて自己を形成し表現した所のものである。 それ

故に， 第三;二， 此の二人のイデア論は明かにトマス及びプウグスティーヌ

スのイテγ論上りも前から歴史的に存在していたものであり而して此の前

から存花してし、たイデ、ア論は後に現われたトマス及びアウグスティーヌス

のイデア論とはその根本性格を全く異にしていたものである。 というのは

創造する神を未だ知らずして， 常恒なる自然を原理とする立場とI有て在

る者」たる創造する所の唯有一神を原理とする立場とは， 表面的に類似す

るものを其にしていようとも， 人間的に普遍的なるものを共にしていよう

とも， 原理的;こは全く異なるもの， 歴史的に普遍的なるものに闘しては全

く異なるものと言われなければならぬからである。 是等の他にもなお多く

の理由を翠げうるが， 差首りては少くとも以上の三箇の理由によりて我々

はトマス及びアウグスティーヌスのイデ、ア論をば， それよりも前から存在

していた所のブラトーン及びアリストテレースのイデア諭がキリスト教の

唯有一紳論の立場から解韓せられ而して其れの主張の重要なる一部分とし

て取入れられたるもの， と考え而して言わねばならぬであろう。 而して此

の解樗と収入とにはオーリゲネースなどのアレクサントーリーネルの貢献が

大であるが， 之を決定的なものとしたのはアウグステf -ススである。 勿

i�命， 今主主で私は此のアウグスティーヌス司のイテア論を立入って論じようと

は忠わなL、が， しかし彼のイデア論と言う時に私が立論の資料として眼中

に置くのは[ 83問題集』の!:f)46問題， f紳園論」第7谷第28量， 同所第

8巷第4及U� 11言， 同所第8 'U� 9第10巻， f買なる再結に就いてJ De 

Vera ]{巴ligioneなどである。 トマスのイデア論は此のアウグスティーヌス

によりて決定的なものとせられたるプラトーン及びアリストテレースのイ

デア論のテイスティシュなる，自IJち唯一有一神論的なる解樟の繕承であり経

績であり而して轄系化である。 此のイデア論の唯有一神論的解緯と而して



トマス ・ アグイナスのイデア論に就いて 75 

之;二上りて成立したる唯有一神論的イデア論と， 従って唯有一神論的イデ

アリスムスとが，少くとも，プロテスタント ・ ドイツのへーゲ、ルへまで連績

している事を私は指摘して置かねばならぬ， というのは， アリストテレー

スのjι惟の思惟たる純粋形相anylon eidosの神の思想、を以て tattvam asi 

であるとし， 是れよりもより深いものを考えようと欲する事ができない所

のへーゲ、ルが「絶針のイデ，ー(形相)がフィロゾフィー(愛知〕の唯一の

封象であり市して内容である。 此のイデーは一切の限定を自己自身の内に

含んでいる」とするのと， テオロギアは紳からするもの而jしてフィロソフ

ィプは紳へ到るものとするトマス ・ アグィナスが彼の匁l'l'jーであり純粋形相

である所の神を以て「あらゆる限定をもっている所の唯一者」とす石のと

の[l\j:二常異すべき酷似性が有ると私には考えられるからである。

さて， tîの如くであるとして， 此の唯有一紳論的イデア論の成，'(及び歴

史的所的と止のヨーロ ソパ皆阜史上の重大現象をして愛足せしめたるイデ

ア論の唯fi"一神論的解揮のil'r喪及び展開との根本原因は何である泊、とliJ]わ

れるならば， それはキリスト教哲翠の成立とその村正貴的民IJr�とであり而し

て此のキリスト教哲翠は-(Ii代ギリシャ哲翠との聞係に於て出正IMlうには全く

新しき而して渇立なる哲王手であったが故と答えなければならぬであろう。

換示すれば， それはユダヤ教を母胎とする所のキリスト教という， 古代ギ

リシャ人の思惟とは1/;0'型的に全く異なる思惟の成了にとその進展とその支配

とであったのである。 勿l治， 私の此の立言は吉山、歌を可たっている事に過ぎ

ないと或る人々に上りて[l朝笑せられるでもあろう。 しかしながら， 彼等に

とりでは何の新し味もない此の古い歌を私と私の如き者とは操返さざるを

得ないのである， というのは， よしゃ是れが古い歌であろうとも， これほ

我々;こは常に新鮮な意味をもっているからである。 というのは此の見地に

すーっ事己主りて始めてトマスやその他の人々の哲主要や神事が我々にはR)1瞭

(23) Hegel， G. W. Fr.: Wissenschaft der Logik， 3. Buch， 3. Abschnitt， 
3. Kapit巴1 (die Absolute Idee). 
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且つ判明に把えられるものとなるからである。

4. ヒュベル・ プューシズム的形相主義

さてトマスのイデア論はそれが彼の樟系に於て占める位置よりして， ま

たその系統論よりして市してまたその賓轄よりして右の如きものであるか

ら， 明かに彼のイデア論は言いうるならば， 唯有一神論的形相主義tt凶

stischer Eideticismus のイデア論である。 而して主た此の形相主義は， 古

代ギリシァ人のプューシズムとの匝別に於ては， ヒュペル・ プューシズム

hyperphys悶n の形相主義と言われ得る。 それ故に彼のfデア論は此のヒ

ユペル・ フ。ューシズムのイデア論である 斯くの如きイデア論を伎をして

主張せしめる唯有一神論的形相主義を「普通的買理J ca tholica verita sと

する彼は， 之に1f<りて，古代ギリシァ人の プューシズムを全般的;二は斥げ

る。 如何にもこれは理の嘗然である。 しかしながら， そのプューシズムを

根本類型とする古代人の哲墜は 其の内に質料主義 hylicism， ma teria lism 

と形相主義 eideticismとを亜類型として含んでいるのである。 此のプュー

シズムの質料主義をトマスは巌に斥けている， 此の立場の人々 は槽べての

ものが或は偶然によりて或は自然の必然によりて生成するのであって神を

第一原因としない者であるからとの理由によりて。 故;三トマスは斯くの如

き立場を桓斥して「イデアは有りJ idea s ess巴とするプラトーンを掌重す

る。 しかしながら此のプラトンの形相主義はプュ{シズムの他の亜類型で

あるのみならず， 斯くの如き立場からイデアは有りとするプラトーンはイ

デアは神の外にありとし， また質料は創蓮せられたものではなく， 従って

質料のイデアを立てずして質料を以てイデアと並ぶ所の副原因 co凹a USá，

xyna itia としているのである。 是れは明らかlとトマスのヒュベル・ ブzー

シズの形相主義には適合しない。 それ故に彼はイデアは神の内に在り而し

て質料は神によりて創造せられたものであって， それ故に質料はイデアを

(24) De V er.， Qu. III， a rt. 1. 
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紳の内にもっとするのである。 これは明かにイデア論の唯有一神論的解揮

であり， J::りて以て伎は プラトーンをヒュベル・ プューシズムへ韓位trans・

卯sitionしている。 市して之を駕す事の 彼の擦黙は既に輔位せられたるア

リストテレースの純紳形相であり， 純粋活動であり， 知性であり， 而して思

惟の思惟即ち自己自身の認識だる紳であった。 というのは彼は此のアリス

トテレースの紳を「自己自身を認識する事によりて(自己自身より以外の〉
(26、

他のすべてのものを認識するJとするのであるから。 此のアリストテレー

ス解穫には明かに問題が含まれており， 之を鋭く突いているのは先ず「ギ

リシァ人の哲皐」の著者のツェレルであり， 現存の人としてはサー・デー

ヴィ ッド・ ロスである 。プューシズムのアリストテレースの解轄としてはツ

ェレル及びロスのが正確である 。しかしトマスに必要であったのは， 此の雨

者にとりでとは異なりて， 哲製史的正確性にも増して唯有一神論の ヒュペ

ル・プューシズムであったのである。 それ故にトマスは此の唯有一神論の

立場へアリストテレースを解揮し輔位し取入れたのである ， 勿論， これに

は伎の師アルペルトゥス・マーグヌスに於て市して依りて決定的となった

アリストテレース哲皐の盛行という庭史的僚件も亦考慮せられなければな

らぬ。 じかしながら， トマスその人にとりては斯く有らねばならぬのであ

り， またトマスが正読者とせられてより後の者であって市してトマスを信

奉す者よりしても斯く有らねばならぬのである。 それ故に私は之を唯有一

紳論の ヒュベル・ プューシズムの立場であると言うのである。 此の立場に

立てば， 選揮論的に必然に， エピキュリアニズムや エムベドグレースの如

くに桓斥せらるべきものが， また他方に於てはプラトーンやアリストテレ

(25) S. Th.， 1， Qu. 15， art. 3. 
(26) Thomae Aquinatis In Metaphysicam Aristotelis Commentaria， Liber 

XII， Lectio XI， � 2614 . 
(27) Zeller， Ed. : D ie Philosophie der Griechen， 2. Teil， 2. Abteilung， 

S. 358 sqq. Leipzig 1921. 
(28) Ross， W. D .: Aristotle's Metaphysics. Volume 1， pp. cxxx-c1iv : 

Introduction VI， Aristotle's Theology. Oxford 1924 . 
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ースの如くに韓樺せられ掻取せられなければならぬものが直別せられ整 理

せられて来る。 従って更にまた他方に於てはカトリッグ・ キリスト数内に

於ても異設が或は異端が排除せられ攻撃せられなければならぬ事と成る。

その蓄しい例はダーヴィド・ デー・ ディナンドーであり， 彼は榊を第一質

料なりと主張したるが故に， あの冷静なトマスによりて真向から「狂気に

よりて顛倒せ4芸」と呼ばれている。 彼は第四世紀の初頭頃からの術語

によりては汎神論者と呼ばれているのである。 此の汎紳論者のうちに， 勿

論右のダーヴィドとは皐設内容を異にしているが， 数えられるヨハンネー

ス・ エリューゲナが， そのイデア論にかかわらず， トマスのイデア論の系

統から除外せられている事に不思議は無い， というのは汎神論は唯有一神

論のヒ ュベル・ プューシズムとは員向から矛盾する主張なのであるからの

というのは， 後者は神を以て宇宙からは匝別せられたる存在であるとする

のに針して， 前者は此の匝別せられである二つの存在を種々の意味に於て

同一なりとするものであるからである。

5. ディオニューシウスの問題

さて斯くの如くに考察して来るとまたまた種々の諸問題が起って来る，

厳密なる意味に於ての汎紳論はキリスト数哲皐の行われている慮に於ての

み存在し得るものなのではないか， などと。 しかし今絞では， 就中， ブセ

ウド・ ディオニューシウス・ アレーオパギータへ注意を向けておかねばな

らぬ， というのは彼はトマスによりて， 既に見たるが如くに， イデア論の

見地からも重要硯せられているのであるから。 前に引用したるが如くに，

トマスがディオニューシウスに極度に依頼していると言われる事は買であ

る。 この事は『真 理に就いて』や『破異教徒綱要」や 『神翠綱要」などの

うちで随慮に諸問題の決定的解決の依慮としてディオニューシウスが， 特

に「神の諸名に就いて」が引用せられており， また此の書物にトマスが丹

(29) S. c. G.， 1， c. 17. 
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念なる注穫を書いている事からして知られるのである@ しかしディオニュ

{シウスはトマスが意味するが如き唯有一神論のヒュベル・ プューシズム

の形相主義者で果して純粋にあったのであろうか。 既に周ねく知られてい

るが知くに， ヨハンネース・ エリューゲナの哲翠の成立には此のディオニ

ューシウスが大なる役割をつとめているのである。 またディオニューシウ

スはトマスをも含む所の「スコラ紳翠J theologia sch olasticaをその根祇か

らゆ さぶる所の「神秘紳皐J theologia mysticaに多くの依慮を輿えている

のである。 市してそれは 理の首然であった， というのは此の神秘市中堅の人

人は多くネオ・ プラトーニキの哲皐に依るのであり， その限りではトマス

が殆んど全く展開せしめなかった所のアルベルトゥス・ マーグヌスの宇商

たるネオ・ プラトーニキの要素へ遡源するのであり， 而して是等の人々に

於けるネオ・ プラトーニキ的要素の淵源はアウグスティーヌス， 特にデイ

ニューシウスであったのであるから。 というのは此のディオニューシウス

. アレーオパギータの名によりて著作したる失名の人がアウグスティーヌ

スより後にキリスト数とネオ・ プラトーニキの哲皐， 就中， プログロスの

哲皐とを結合したのであり， 而してその失名の人が震のサングトゥス・ デ

ィオニュ←シウス・ アレーオパギータとして箪重せられ讃嘆せられたから

である， 早くに一度は此のディオニューシウスのとせられる著作群の係書

なる事が言われたのて、はあったが。 此慮に於て此のディオニューシウスと

デログロスとの関係を考察するとき， 第ーに， トマスの神は「自己自身を

認識する事によりて(自己より以外の〕他の 線べてのものを 認識する」

intelligend o se intelligit omnia alia (a s巴)という彼のイデア論の重要なる

糊の真賓の原型はプログロスの主要源泉たるフ。ローティノスのヌー?の

思想、に於て見出 される事となる。 というのは伎が古代ギリシァ哲阜の歴史

のうちにて初めて決定的にプラトーンの思惟せられうる神たるコスモス・

(30) Plotini Enneades: II， 9. 1;  IV， 8， 3; V，8，4; V， 9， 8; V， 9， 10 sq.; 
VI， 7，9 sq. 
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ノ エートスとアリストテレースの「思惟の思惟」とを結合したのであった

から。 この考え方は前に晴れられたアレグサンドリアのフィローンのホ ・

ノ エートス・ コスモスの把え方に遁う黙を持っている事を否むことができ

ないて守あろう。 きたぎに， 第二に， 11市中1コ諸名に就いて」などから知られる

ディオニューシウスの思想のうちにはプログロスの思想と一致するものが

多 く見出 されるのみではなくて， またプリハド・ アーラヌヤカやチュハー

シドーギヤなど重要なるウパニシャ ツドの思想との一致も見出 されるので

ある。 とれば無下に或はまた黛祇的に退けられえない問題そ提出する。 と

れば誠に困難な問題であるが， しかし何等かの方法ーによりて皐問的に公正

に解決せられなければならぬものである， というのはプログロスには明か

にインドの思想、のうちの或るものが知られていたのであり， ブローティノ

スのエーヴォルーチォーとインヴォルーチォーとの思想はヴェーダーンタ

との聯闘を想定するときに初めて良 く 諒解せられるものとなるからであ

る。 か くて， 第三に， 以上の如き諸問題の現出は， 先ず， トマスの思想、の

根抵にあるアリストテリズムとネオ・ プラトーニズムとの統一性に就いて

問をおこ さしめ， =*ぎに， ヨーロ ッパ哲皐の， 従来多 くの人々 によりて主

張せられたる自己完結性に就いての聞をまでおと さしめるのである。 是等

も亦困難な問題であるが， しかし困難なりとて回避せられてはならぬ問題

である。

結 ヨム
両問

以上， 私は輿えられたスペースを守ることを心にかけながら， トマスの

イデア論に就いて考察して来た。 或は私の言葉のうちには普通的貿 理の諸

先生方の気に染まぬものがあるかも知れないが， しかし私はトマスを過大

にも過小にも把捉したくないのである。 元来， 私は歴史的には世界哲皐史

(31) Sancti Thomae Aquinatis In Librum Beati Dionysii De Divinis Nom・
inibus Expositio. pp. 239-241. Marietti 1950. 
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の見地から市して瞳系的には比較哲皐の見地からインド哲墜をと共にヨー

ロ ッパ哲皐を正確に把捉したいのである。 此の小論は特にヨーロ ッパ哲事

の正確なる把捉へ向けられているものである。 而して私はヨーロ ッパ哲翠

の根本形態又は根本類型としてはギリシァ人のプューシズムとキリスト者

のヒュベル・ プューシズムと合設定すべきであると考えている。 此のヒュ

ペル・ プューシズムたるキリスト数哲皐のうちにてイデア論が種々の形態

を取りながら大なる役割をつとめていることを私は見るのである。 然るに

そのイデア論は古代ギリシァ人のイデア論の唯有一神論的解樟と言うに時

着する。 勿論その解樺の種々なる形態のうちにはキリスト教科翠乃至キリ

スト教哲皐から見て肯定せらるべきものも否定せらるべきものもあると言

う事となるであろう。 しかし若し其等の恨祇にキリスト数哲翠であろうと

いう意園がある場合には， それ等を徳括してキリスト教哲EFのイヂア論と

見る事は必ずしも担斥せられえないであろう。 私は此の底義のキリスト教

哲撃のfデア論が闇明せられねばならぬと考える者， 市して此のキリスト

数哲阜のイテ、ア論のうちに於てトマスのイデア論を正確に把捉する事が決

して無意義ではないとちーえる者である。 而して此の小論は私の遁去の研究

と将来のそれとの備忘録の如きものであるが， これを機絡に諸賢の将震を

得れば私の幸たるや之に過ぎたるはない。

(32)二種のイデア論ー比較皆�的研究一(東京大準教養皐部人文科皐1'1紀安， 哲

拳IV， 1956)を参照せられたい。 此の紀要の論文は本誌の此ùコ小論1よりも後ぜこ

書かれた拙稿である。




