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誤綴古写本の象徴

認識の確実性についてといふ題は， 一般に受けとられる限りでは， 専ら

近世哲学の著るしい特色や現代論理学の課題に限られるかのやうに見え，

少くも中世哲学会の公開講演の主題としては， 殊更に相応しからぬ趣きを

感じる向きもあらうかと思はれる。 それと言ふのも， 人々は今 日でも尚，

たとひ中世哲学を尊重するにしても， それはその哲学が超越的な存在に向

かつて聞かれてゐる形而上学的性格をもっといふことのゆゑであり， 多く

は寧ろ中世哲学を全体 として既に克服せられた過去の恥辱とさへ見倣し，

具体 的には， その哲学を司祭の実用的な既製神学の前準備 としての他律的

なスコラ哲学と同一視してゐるため， いづれにしても中世哲学のもつ真理

への確実な考迫に関する思索を見落とし勝ちであるからにほかならない。

しかし， 更めて想起するまでもなく， アウグスティヌスの哲学は確実な認

識の保証を求めての努力で、あったことは言をまたず， また， 十二世紀を湧

き立たせた普遍論争にしても， 確実な認識の根拠を求めての幾世代にも亘

る営みであったことは周知のところであらう。 およそ真剣な哲学である以

上は， 確実な認識を求めて娘まないのは当然であらう。 そもそも中世哲学

に於ける確実性の問題は果たして どのやうな展開の可能性をもつものであ

るか， それについて少し， 基本 的な面から考へ直してみようと思ふ。

最初にヴァチカノ図書館ラテン語古写本2186を執り上げたいと思ふ。 こ

れは， 初めの紙葉二つを除くと， 大部分は縦二十二糎， 横十六糎の白い羊

皮紙から成る百十九葉の写本 で， その内容は主題ともども一貫したもので

はなく， その中には Domi ni cus Gu ndi salvus やAvi ce nna のものな ども
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あるが， また著者未詳のものもある。 しかし， いづれもその書体 や略記法

からみて， 十三世紀に手書きせられたも のであるととには間違ひはない。
(3 ) 

この写本群については， その若干の部分に関してはすでにA lb ino Nagy. 
(4) (5) 

Ludwi g Baur， Georg Bülow な どが前世紀末から紹 介の労をとって来ては

ゐるが， 全体 として未だそれ程注 目せられた古文書と言ふことはできない。

私が ここでさしあたり考へてみたいと思ふのは， ピニャミ=オディエが解

読し印刷に附した著者不詳の写本No.10である 。 それはFo lio 58r-59rの間

である。 P h y lωophi a di uidi tur i n  sci enti am de s igni s e t  scientiam de s ign

ati s. Scienti a  de signi s conti ne t  grammati cam， dya le ct icam， r e thor icam. 
(7 ) 

Sci ent ia de s ignat is d iu id itur in actiuam， s pe cu latiuam e t  poeti cam (哲

学は記号論と記号対象論とに分けられる。 記号論は文法学， 弁証法， 修辞

学であり， 記号対象論は実践哲学， 思 弁哲学及び製作学である。 〉 この冒

頭の僅かな行文がすでに多くのことを物語る。 先づ， 哲学を記号論と記号

づけられたる意味内容すなはち事象論とに分けてゐるといふこと， 次ぎに

は， この写本に は誤字が多くすでにこの限りでも， phy losoph ia， dya lec

ti 句や rethorica といふやうに， 大切な学問の名称について， 取るに足り

ないと言へばそれまでに過ぎぬものにもせよ， 綴りの間違ひがある， とい

ふことである。

学問， 殊に哲学が形相の学として形式面に傾斜することは言はX当然の

ことであるが， それら記号の哲学としての論理学や 弁証法や 伝達学として

の情報理論が哲学のすべてである， と思はれ勝ちになる。 十三世紀に手写

せられてゐるこの名も知れぬ人は， 記号は事象を知るための手段に過ぎな

いことを充分に知ってゐた。 そして， その手段の自律的正確さがなくては，

対象を確実に認識することはできないにしても， 手段の正確がそれのみで

手段によって知られるところの事象の確実な認識を保証するとは限らない

ことを暗 示する。 ところで， もし正確と確実とに差別があるとすれば， そ

れ はまさに記号的観念、 の世界に於けるひとつの体 系の成立理由とこの記号
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的聯聞が表示しようとするところの事象の世界 に於ける 存在聯関の成立理

由との差異にほかな らぬであらう。 と言ふのも， 記号的聯関は， 対応事象

のひとつの解釈として， 或るひとつの事象をその解釈の立場に於い て 意味

のあるひとつの結果と見倣し， そこから一聯の論理的遡及過程を仮設する

ことによって， 結果として 見倣された事象の原因 (causa ) を設定すると

きに甫めて， 意味をも っ理論体 系として成立するのに対し， 事象的存在聯

関 は， 上述のやうな遡及過程によって夫々の局面から諸 々の原因が列挙せ

られると否とに拘らず， そのやうなものとしてあり， 従って， それの現状

としての現存在は我々の理解の如 何を聞はずともかくもひとつの所与であ

り， それゆゑ， この所与を与へるところのものとしてのもとのもの (pr in 

cipium) がいづれにしてもあらねばならない， といふことだけは否定でき

ないところの， ひとつの現実聯関であるからにほかならない。 要約すれば，

ここには原因への遡及と原理への遡及の対立があり， 稀にこの両者が事実

上一致することがあるにしても， 本来それらは次元を異にするものである

ことを忘れて はならない。 ca ωa を問ふのは何故かと間ふところの cur 

quae s t io であり， それゆゑ， もとより正確に理由づけなくてはならないに

しても， 挙げられる原因は必ずしも主原因であるとは限らず， またそれでも

何ら間違ひであるといふわけにはな らず， 而もいかに多く列挙して行って

も原因が尽きるといふことはない。 caus a は或る見地宏仮定し， それに基

づいて構成せられる観念の世界， すなはち， 記号的に組織せられた条件法

の場所に於い て， 運動する限りでの思考の終点にすぎない。 これは正確に

指示せられなくてはならないが， それがそのやうにして知られて も， 果た

して事象の存在に於い ての基本的原理であるか否かは別問題である。 pr in 

cipiumは cur -quae s t io では到達せられえぬ。 何故ならば， それは条件法の

括弧の外 にあるからにほかならず， もともと qu id 勺uae s t io の対象である

からにほかならない。 それは記号の地平にではなく存在の領域に座を占め

るものである。 このことを問題の古写本の原著者 は多少は意識してゐたも
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のの知く， natur a が運動の原理であることを論ずるところで， E t  nota 

qu od pri ncipium et cau sa id em sunt i n  e s senti a  prout sumunt ur h i c， sed 

diff eru nt  r ati one quantum pri ncipi um di ci tur ， eo quod ante i ps am natu

ra m no n e s t  ali quid quod si t pri ncipi um mot us. (原理( pri nci pi um ) と原

因( cau s a ) とはここで考へられる限りでは本質的には 同じであると 記号

づけられるにして も ， これら両者は， およそ原理が， そもそも natur a の

成立以前には運動の原理でありうるやうなものは存在しはしない， といふ

風に語られる限りで， 理論的根拠に於い て異ってゐる。〉 と書い てゐる。

といふことは， ひとしく知識と言はれるものであっても， その知識を成立

させる r atio が cur ( 何故に〉であるか quid ( 何か〉であるかによって，

答への性格 が異ることを意味し てゐる。 答への性格 の差は結局その vir tus

の差になる。 もし， このことを冒 頭の記号学と記号づけられた事象に関す

る学の区別と考へ合はせてみるとき， 条件法の契約内に於ける系や軸に依

存し て可動的な正確性( re cti tud o ) と存在の領域に於ける不動 の 確 実 性

( cer ti tu d o)との明確な差異を我々は予見せざるをえない。 そ れだけの認

識論的内容を有し てゐるこの草稿が， 既述のやうに誤綴術語に充ちてゐる

といふことは， 何を意味する であらうか。 そ れは， この示唆に富む論文 は

その著者の狭い周囲に止まらず， 発音さへ似 てゐれば綴りな どは基本 的術

語の場合でさへ正しく記述するをえない写字生を介してかなり広範囲に読

まれてゐたのではなからうか， といふことを暗 示する。 そ れは， 帰すると

ころ， 正確と確実との， 記号と事象との， 仮構と現実との聞の認識論的差

異性についての鋭い省察が， すでに十三世紀の主要問題であったことを物

語るのではないか。

主意的傾斜

その写本 が多少は流布してゐたと見られるにしても， その著者の名前す

ら定かではない程度にしか尊重せられなかったひとつの古写本 に書かれて



認識の確実性について 5 

ゐるところのものを持ち出して， そ れが書かれた時代の特色のやうに言ひ

立てることは， いささか過当 な誇張ではないのか。 しかし， ここで考へて

おか なければな らないのは， すでに十三世紀は普遍論争といふ言はX論理

学を存在に即して考へ直さうとする企てを様々 の視点から検討した十二世

紀を経てゐた， といふことである。 そもそも， 十二世紀の普遍論争は， 一

言を以て尽くさうとすれば， 例へばアペラル ドゥスがさうであったやうに，

存在する事物についての人聞の基本的な ひとつの関係としての語り 方の考

察に発するものとして， 存在の領域に対する記述の問題を中心とする記号

論にほか な らない。 従って， その原初的形態 はその昂揚せられた展開過程

とともに， まさに前節の問題とした誤綴写本冒 頭にあった s c ie ntia de s i 

g nis にほか な ら ない。 た�' ， その記号的な るものとしてのu niversalium

が存在としていかな るものであるかと聞は れる限りに於いて， 記述の地平

が認識を介して存在の領域に結ぼれよ うとしてゐる。 してみれば， も し哲

学の展開にもひとつの歴史的展開を認め る限りは， その次ぎの世紀として

の十三世紀には， s c ie nti a de s i g nis としての記号的記述の学と s c ie ntia d e  

s i g natis としての事象の存在論とが単に素朴 な並行性乃至序列性に於いて

考へられるに止まらず， むしろ積極的に色々の面からその関係を明らかに

するやうな考察にもたらされる， とみること は甚だ当然なのでは ないか。

事象を事象として眺め， それを意味す る記号の地平に於いて記号として

計算することのみを以て終りとし ないやうにする， といふことは， ひとつ

の内的態度によって， 存在の領域への精神の参与を実現しよ うとすること

にほか な らない。 確かに， es se ntia に於いては同じものを， その ratio す

な はち理論的根拠に関して区別するといふことにほか な らず， そ れはつま

り， 記述的真理以外 に何らかの形式でこれとは別の真理があるのではない

か， といふことを考へさせる。

アンリ・ ド・ ffンはさういふ問題位相に於いて見直されるとき， 極めて

注 目すべき省察を行ってゐたと思はれる。 周知のやうに， アリストテレス
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はすでにlke (事実〉の学とlJelm (理由 ) の学 とを区別して後者の学とし

ての優位を語 ってゐたが， それを踏襲したに過ぎないと一見思はれ勝ちで

あるところの， この十三世紀のアウグスティヌス主義者の学の区別を見て

みると， そこに我々 は単に古典的区別以上のものを見出すであらう。 Sum

mae Quae sti onum Ordi nari arum Theologi の中で， 彼は次ぎのやうに書

いてゐる。 E t sunt i l li duo modi con sider andi ， qui a  e t  propter quod. (省

察には二つの仕 方があり， 理由を問ふものと根拠を問ふものとで あ る。 〉

Modu s aute m con sider andi qui a  e st quo aliquid cognωci tur ， non per cau 

sam a pri ori ， sed aut solum suppo ni tur cogn it um e sse ab alio  per cau 

sam : aut conci pi tur ei u s  noti ti a a po steri ori per effectum. (qui aすなはち

理 由を問ふ省察 は， 何事かを先天的原因に依拠して認識するのではなく，

た笠原因を介して他者によって認識せられると いふことが仮定せられるに

すぎない， つまり， そのものの概念が後天的に結果によって 把握せられる

にすぎない。 〕すなはち， 理由を問ふと は， ca usa a pri ori としての原理

に至るのではなく， 考察の対象となっ てゐるところのものが， ともかくも

因果律に従って， そのものと は別のものによって記述せられさへすればよ

いと仮定すること， つまり， 考察対象が或るひとつの結果として見られ，

それの要因となるものを後天的に探がし出し， それが概念化せられさへす

ればよい， といふことになる。 それはつまり， 理由とはひとつの事象を成

立せしめる多くの他者のひとつを経験的に記述するにすぎない， といふこ

とを意味する。 これに反し， E t  e st modu s  consider andi propter qu吋， quo 

ali quid cognぽi tur per cau sam et  a pri ori. (根拠を問ふ省察 は， 或る事

象がその問ひ 方によれば原因か ら先天的に認識せられる 省察である。 〉 と

いふことは， 同じく因果律に従って考へる意味で原因を求める こ と で は

qui a の問ひに似 て はゐて も， すなはち， e ssenti a として は原因であると

ころのものを求めて はゐても ， この pro pter quod の問ひが求めるのは単

にそれに止まらず， qui a の経験的循環を絶つところの超越的原因として
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の c au sa a p riori であり， その意味では c a ωa c au 錫rumすなは ちc a u

sa p rinc ip alisとしての p rinc ip ium で なければ な らない. もとより， 何

処に原理とし て の 遡及限界を 設定するかといふ問題 は必らずしも明白では

な い。 けだし ， 我々 は p rinc ip ium p rinc iがぽum を 常に問題 にしなければ

ならないのではなく， 或る 特定 事象の 存在論 的 空 間の 原点 としての特殊 原

理を 把握 すればよい場合もあるからにほかな らない。 ところで， さういふ

原理の 把握 とはいかにして成立する のか。 具 体的に言へば， c ur叫uaestio

すなはち qu iaの導 く c a usa から c a usa a p riori としての p rinc ip ium へ

の存在論的資格 転換 の 認識論的 権利づけ は どういふこと なのか， といふ問

ひである。 アンリ・ド・ ガソは言ふ。 Princ ipia en im 戸r se p rimo et 

immed iate c 噌n α;cun tur non per alia . (原理は どれも それ自らによ って第

ーに而も直接 的に認識せられるのであ って ， 他の存在者を介し て で は な

い。 〉すなは ち， 結果ーから の 逆算推定による後天 的な経路 を 介して他者に

支へられ た形式に於い て理解せられる c au sa とは異 って， prin c ip ium は

すべて直証的に知られる。 といふこ とは， そもそも c a 凶a から p rinc i

piumへ といふ認識方位 はありえず， prin c ip ium は初めから d ata innata 

(生得 所与 ) である， といふ ことであり， 従 って， 我々 の問ひ自体が間違

ってゐることになりは しないか 。さう で はない。 アンり・ ド・ ガンによる

と， 認識せられる諸 原理が生得観念として超越的に与へられてゐるのでは

なく， それらを 獲得 する判断原理が生得 的に備 はってゐるに過ぎず， それ

は 恰 かも， 自 の見る 映像 が生得 的なのではなく， 視力が生得 的に備 は って

ゐるから 映像 をも ちうるといふことと同様である。 念、 の ため， この考へ方

を 示 してゐる原文を そへれば以下の やうである。 Hab itu s princ i p iorum 

su戸rven ientes sunt d ic to iud ic atorio prin c ip io sc iend i innato e t  non sunt 

innat i， 釘d natu ral iter acqu isit io per potent ia s  natu rale s an imae rat ion 

alis， sicut occulu s natura lite r acqu irit s伊c ie s colorum in se et per illa s 
(13) 

natu ral ite r videt. (諸 原理が超越的存在様態を示してゐるのは， その状態



が各個人に生得的なのではなく ， 所謂生得的判断原理によって知られるか

らである。 すなはち， 理性的霊魂に自然に備 はった諸 能力によってゐて，

あたかも 目が自らの中にさまざまの色を自然に 獲得してゆき， それらによ

って自然にものを見てゆくのと同じである。〉

さて， 事情がそのようであれば， こ こに次ぎ の三つの大切な事項を確認

すペきである。

付 Prin cipiu m は判断(iudi ciu m)の対象であること。

ω その判断にまた pr in cipiu m があり， それは生得的なものであることc

局 長い観察 や推定による， 他者を介して の認識を以て考へ出された c au

s a の或るものを判断によって pr in cipiu m であると断定するこ とは可能

でなければならず， また， さうでなければ， pr in cipiu m は学問として認

識せられることはなく なるであらう， といふこと。 さうでなければ， 彼が

Q uodlibe ta で書いてゐること， すなはち， prin cipiu m は総じて三つの方

法で認識せられる， といふことと矛盾するであらう。 確かに彼は prin ci

piu m もまた c au sa とともに学の確実性を保証するものとして， 学聞が

取り扱かふものと見なしてゐたし， pr in cipiu m の prin cipiu m としての優

位や高度はそれの真理の確実性と比例するものと考へて ゐ た。 CE t quia 

cer ti tudo sc ien ti ae c au satur ex c au si s  e t  pr in c ipii s eiu s qu ae con sider at， 

e t  prin cipia  qu an to sun t pr io r a e t  a ltior a tan to sun t in su a v er i tate 
(14) 

cer tior a .) 

もし， この三点を認めるならば， 我々が学的に認識しうる 原理C prin ci

piu m ) とは， qui aといふ答へ方によって記述的に多くの c au sa を推定

し， それらの c au sa の中から判断原理に従ってひとつの c au sa を判ち出

してそれを特別に資格づけて原理と呼ぶことによって意識せられるもの以

外の何ものでもない。 従って， 原理の認識とは我々思考主体の内発 的な資

格づけを原因に対して行はなくては成立しないものであるといふことにな

る。 もとより， そのやうな変性操作が思考主体の恋意によるものではなし、
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こと， これは明らかである。 しかし， 原因から原理への変性を受けるとこ

ろの存在者にとっては， それが何らかの事象の原因であることは必然的で

あるにしても， 原因であるといふその条件法的次元から原理といふ超越的

存在への超越化そのものは， 人間的精神の判定によるものとして， それ自

らにとっては， 必らずしも 必然的とは言はれえないもの， 附加的なもの，

と見倣されなくてはならない。 それゆゑ， アンリ・ ド・ ガンは絶対的存在

としての神にとってさへ端的に原理で、あることはありえず， それにとって，

被造物の存在の原理といふことは附随的なものにすぎないとい ふ。 (E ns

ab sol ute non e s t  princ ip ium， sed ac c id it e i  e s se p rinc ip ium al terius ut 

c re aturae. E s t enim deo quasi ac c idens quod s it cre aturae p rinc ip ium， 

ac c id it enim enti s impl ic iter habe re p rinc ip ium e s sendi. )かうして， 絶

対的存在は原理ではないけれ ど， 場合によって原理であることも できると

考へなければならない。 そして， この特別の場合としての per acc idens 

とは， まさに人聞がさう断定する場合のことになりはしないか。 さうであ

るとすれば， 人間の自由な決定が原理を原因の中から選び分けるといふ 意

味に於いてではあるが， 原理とは判断が原因の中から喚起するものであり，

この判断の原理はこの判断の本性であるところの自由なる意志である， と

いふことになるであらう。 かうして， アンリ・ ド・ ガンの考へを徹底化す

れば， 悟性が現象界の条件法的記述を介して夫々の記述側面に於いて該現

象の原因と覚しきものを種々と析出し， それらの中から意志の自由な選択

によって原理が決定せられる， といふことになる。 も し， ここにこの原理

決定の過度の恋意や無軌の暴走を客観的に規制する実際に効果のある力の

保証を求めるとすれば， それは判断の原理が自由といふ生得的なものであ

るといふこと， そしてこの自由が生得的であるといふことはそれが神から

の所与として決して無制限に流れるものではなく 究極に於し、ては神の恩寵

の内にあるといふ限りでひとつの正しさの枠の中に位置してゐる， といふ

ことであらう。 それはさうかも知れない。 しかし， それにしても ， ここに
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は主意的傾斜がある。 知性の限りでは， 現象の仮定的記述の記号聯関を超

えることができず， 意志の力でそれを超越するのであるといふのならば，

超え出たその世界はもはや記号以上のものとして存在の領域であり， かく

て原理を存在論的に探りあてたかに見えつつも， 実際は意志が本来は等価

の仮定的原因の何れかひとつを任意に選択決定したに過ぎないので、はない

か。 もし， さうであれば， 原理は選ばれたので、あって， 認識せられたので

はない。 そして， 認識せられたのでない以上は . そこに確実性は語られは

しない。 アンリ・ ド・ ガン自らが書いてゐる， Pr imo modo notitia e s t  

C釘ta， qua ita ver itate m cognωc imus， quod ne quaquam de e a  dubitare 

possumus. Sec undo modo i1la e st certa notitia， qu a ver itatem c 1are in luce '  
(16) 

inte lle c tuali ad modum quo v ide mus vis ibi le in lu ce solari. (第一に概念

はそれによって何らの疑ひも生じえぬやうな具合に真理を認識するとき確

実であり， 第二にそれによって太陽光でものを見るやうに知的光りに於い

て真理を明らかにみることができる概念は確実な概念である。〉つまり， 知

識は論証が充全であるか知的直観であるかでなければ確実であるとは言へ

ず， 従って， この考へ方によるならば， 前述の原理決定は確実性をも ちう

る筈がない。 そして， 確実でない限りは学 問ではない。 (Non est s c ientia 

nis i s it cer ta.) かうして， 原理については確実な認識はないことになって

しまふ。 しかし， それでよいのか。 知識とは原理を確実に認識することで

はなかったか。 主意主義の傾斜は詮じつめれば アンリ・ ド・ ガンの輝く ば

かりの認識論を背面から蝕み， 自己矛盾に誘ふものであった。 それにも拘

らず， 十三世紀はこのやうにして， 原因と原理， 記述と判断， 記号と存在，

悟性とそれとは異る超越的認識能力， といふやうな一対の対立群を立てて，

知らず知らずに大きな哲学的風景を仕上げようとしてゐた。 トマスはその

中で， 実に決定的に偉大な仕事を果たしたが， それは私の見るところでは，

未だ人の知るところではないかのゃうである。 それゆゑ， アンリ・ ド・ ガ

ンの予感しつつ処置し切れなかった問題について， 聖トマスは伺を考へよ
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うとしてゐたかを， 或ひはむしろ， 聖トマスの思索の中から， この問題に

ついて我々は何を学びうるかを， テキストを克明に辿ることによって明ら

かにしなければならないと思ふ。

二重真理の新形態

思考の真偽に関して， アリストテレスはそれが事物を客観的に描写して

ゐるか否かによるといふ説そ立ててゐたことは周知の通りである。 形而I二

学第九巻で彼は次ぎ のやうに書いてゐる。 I或る 物事に於いて分離されて

ゐるものを〔その通りに〕分離されてゐると考へ， 結合されてゐるものを

結合されてゐると考へる者は， 真を言ふ者であり， 当の物事がさうある通

りにでなしにその反対に考へる者は， 偽を言ふ者である。 さうであるとす

れば， 真と言はれるものまた偽と言はれるものが， いつ存在して居り， い

つ存在してゐないか。 これらを我々は何と解するか， 検討しなくてはなら

ない。 けだし， 君が色白くあるのは， 我々が君は色白くあると真に思ふが

ゆゑにではなくて， かへって， 君の色白くあることのゆゑに， このことを

主張する我々が真である。 〉この文章は色々のことを考へさせる。 しかし，

ここに書いてあること自体 には反対するわけにはゆかないであらう。 認識

の真否は事物の存在によるかのやうである。 しかし， 存在がどうあるかを

知るのは認識である。 事物が実際にいかにあるかを知ることなしには， そ

の事物についての認識が真であるか否かを定めることはできない。 これは

ひとつの循環ではないか。 さうであるとすれば， このやうに一見明白に思

はれるところの文章も決して簡単に読み過ごすわけにはゆかない。 およそ，

或る命題の真偽の根拠となるものが仮りに事物の状態であるとしても， そ

の命題が事物の状態 に合してゐるか否かを判定する原理は何か。 事物の状

態自体 が乱れてゐるとき， それを乱れてゐるといふことが真であるにして

も， それのある べき姿を言ふこと， すなはち， 未だ事物には無いところの

状態を言ふこと， これは真ではないのか。 もし， さうであるとすれば， 事
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物の現状描写といふ記述命題には真がありうるけれ ども， 当為や理想につ

いての価値命題には真偽中立しかありえないのか。 それらの問ひは決して

安易なものではない。 この節の内容は幾度も反省して考へ直さるべきでは

なからうか。 それゆゑ， アリストテレス形而上学 註解に於いてもトマスは

この場所について極めて重要な省察を生んでゐる。 彼は言ふ。 N on en im 

i de o  tu es a l bus， qu ia n os ver e ex istimamu s te esse a l bttm; se d e c on 
(18) 

ver �o， ide o ex istimamu s t e  a l bu m， qu ia tu es a l bu s . (それゆゑ， 我々が

君は色が白いと認めるがゆゑに君が色白なのではなく， 逆に， 君が色白で

あるがゆゑに我々は君を白いと認める 。 〉とアリストテレス をまとめ直し

た上で， 続けて， Un de ma n ifestu m est， qu od dis posit io re i est cau sa 
(19) 

ver itat is i n  opi n ione et orat ione. (それゆゑ， 別らかに， 事物の構造は臆見

や言説に於ける真理の原因である。 〕そこで， Oport et e n im ver itat em et 

fa ls itatem . qu a e  est in orati one ve l opini one， re du c i a d  dis pos it ionem r e i  
(20) 

si cu t a d  cau sam. (言説や臆見に於ける真偽は原因としての事物の構造に

還元せられねばならない 〉といふことになる。 この解釈は極めて重要であ

り， 恐らく今日までの哲学 の看過して来た問題を喚起するものであらう。

重要であるといふのは何故か， そして， 喚起せられるといふ問題とは何か。

この解釈に於いて， トマスは二度も opini oとか orati oと言って， 決し

て ju dic iu m  すなはち判断といふ語を使つてはゐない。 この点は重大な

契機になる。 たしかに， アリストテレスは原典に於し、てð6çaとÀ6ro!)を

使ってゐて， その訳語として opi n ioと orat ioとが用ひられたに過ぎない

と言って事もなげに処置することも文献学 的には許されることであるかも

知れない。 しかし， この場所(第十章 〕のギリシア語原典には一度しか出

て来ないこれらの言葉が， いかに長文の解釈に於いてであるとは言つでも，

トマスのこの場所の解釈には四度も繰り返へし使はれてゐるといふこと，

このことは， アリストテレスのÓ À6ro!)がもともと決して単なる言説では

なく一種の確乎とした命題として 定義 de finit ioや判断ju di ciu m でさへ
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あったことと照らし合はすとき， 敢へてそれをここでは or atio と訳して

ゐることとともに， 軽々に見逃しではならない事実であら う。 さう考へて

みると， トマスは日常性に於ける臆見や言説(o pi nio ve l o ratio)は事実

の構造をその通りに記述してさへゐれば間違ひで、はないと認め， それゆゑ，

その種の言表の真偽を決定するのは事物の側にあり， 従って， 事物こそが

それらの言表の真理の原因となるものとせざるをえない。 記述的知識で聞

に合ふ限りは， たとひすでに日常性を超えてゐょうとも， すなはち科学的

記述命題であらうとも， ぞ れの真偽を支配するものは， 記述対象と記述と

が一致してゐるか否かといふことによる以上， 記述は事象に従はなく ては

ならない。 事物が人間的認識を支配し， これの原因となるといふ程も， 人

間の精神は事物に従属してゐるものなのか。 認識の確実性とほとの限りで

は事物の各位相を正確に記述することにすぎ ず， 従って何れの位相も同等

に夫々の真理性を主張することになら う。 例へば， ここにあるこの花につ

いて， rこの花は赤い」と言ふのも， Iこの花は五糎の高さである」と言ふ

のも， rそれは今から二時間前に 花壇から運ばれて来た」と言ふのも， も

しその通りであるなら ば， f可れも 略々同等に正確であり， かうして， 記述

命題の場合はいづれも r e sめ位相の数一一それは無限とも思はれるが一一ー

だけ多くの真が正確性として確実に語られる， といふ相対性を認めなくて

はならない。 記述はもともとそれ自身が多の統ーであるところの r e sを正

確に分析しなければ成立せず， 従って， 自らに多を含む r e sを cau sa と

する認識である以上は， どうしても絶対に正確でありうる多くの相対的 命

題群を際限なく言ひ続けなくてはならず， 而もさうすることによって何も

絶対的な真理に到る希望すら生じはしない。

しかし， 我々の精神が行ふところは果たしてそのやうに我々に外的な事

象によって決定せられる認識のみであらうか。 内から 目醒め， 我々が自ら

決定する場合がありはしないか ひとつの絵を見て， それが どのやうな題

材であるとか， どの位の大きさであるとかといふやうな記述的知識とは別
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に， その絵が絵として どの程度のものであるか， といふ価 値決定や， 今こ

の作品を どう処置するか， といふやうな実践的決定や， 更に， それがそも

そも 存在としてそこにあるところの意味は何か， と問ふときの場合そ考へ

てみなければならない。 そこには， 決定をする人の自己の責任に於けるひ

とつの内的 det er mi nar e がある。 つまり， ca usata de r e  descrip tio (事象

に原因づけられた記述〉ではなく， 自ら秩序づける (ordi nare) こと及び

判断すること (iudicar e)がありはしないか。 そして， それこ そが単なる

見解 (opi nio )や科学的記述 (oratio )とは 異って知性の本来的な仕事では

ないのか。 トマスは明瞭に書いてゐる。 Ordi nar e et iudicar e sunt act us 

sapi enti a e. (秩序づけることと判断することは哲学の仕事である。 〕ここに

sapi entia を哲学 と訳すことには疑義があるかも知れないが， virt us sapi en-
(23) 

ti a e  est ta nt um spec ulati va . (sapi enti a の力はひたすら思 弁的である。 〉と

いふトマスの定義を想起すれば， 叙上の訳も可能であらう。 と こ ろ で，

ordi nar e とは或る事象をひとつの ordo にもたらすことであるから， その

事象 が置かるべき場所を判定するものとして， 結局は iudicar e と同じこ

とである。 さうすると， 今や我々は， 常識や科学 (sci enti a ) が事とする

記述とは全く別のiud icar e を事とする sapi enti a があることを更めて認

めなければならない。 そして更に， も し， 記述には di sp o sitio r ei を ca u

sa とする verita s i n  opi nio ne vel oratio ne があるとするのならば， sapi 

ent la としての哲学 にはそれとは 異った verita s i n  iudicio があることにな

りはしないか。 そして， そこにこそ ca usa ではなく， p ri ncipi um (àp対〉

が聞はれて来るのではないか。 この新しい形態の二重真理説を暗示する言

葉としてのみ veri ta s i n  oratio ne vel i n  opi nio ne といふトマスの表現は

なされてゐるのではなからうか。 しかし， それならば， sapi entia の課題

としてのiudici umとは何なのか。
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入閣の自己証示としてのjudiciumの重さについて

外的事物の構造や状態を c au s a としてそれに強制せられる認識とは異

って， 内から主体的に人聞が行ふところの決定といふ形で我々は今， 記述

的認識とは全く異るものとして判断を考へようとしてゐる。 それは正しい

ことであらうか。 j凶ic ium とはそもそも何であらうか。 トマ スは言ふ，

judic ium e s t個1015 re c ta de te rmioatio s 戸culativ a et  p rac tic a. ( 判断とは

思 弁的又実践的な一切の正確な決定である。 〉 従って， 判断は事物を記述

することではなく， 自己が事物について行ふところの決定である。 それゆ

ゑ， ;u dic ium とは一般には裁判の裁定につ らなるものにほかな ら な いo

Ju dicium e s t  actus ;udic is in qu an tum ju dex， id e s t， in quan tum e s t  iu s 

dîceほideo e s t  ac tu s  ju stitiae ， id e st， exe cutio ju stitiae. ( 判断とは裁き人

の裁きの行為， すなはち， 法を語る限りでの裁きの現実態 である。 それゆ

ゑ， 判断は正義の現実化， 正義の遂行である。 〉と言は ざ る を え な い。

JI刻化lumすなはち判断は法廷の裁判， 神の裁きの原義に復して考へられな

くてはならない。

裁きであるがゆゑにこそ， 判断はその対象の記述的知識を前提として，

その対象を自らの決定に於いて述語づける。 それゆゑ， 判断はその決定の

原理をもってゐ広くては単なる恋意に堕する恐れなしとしない。 Ju dic ium
(26) 

ðe ce oon 卯Ites t haberi perfe c tum， n isi戸r resolution em ad p ri即ip ium.

(事象についての判断は原理に還元せられなくては完全に行はれることが

できない 。 〉 主体 的に内部にも っところの原理は， 決して私的なものであ

ってはならない。Ju dex debe t ju dic are secun dum allegata e t  p röb ata， 

etiam con tra ve rita旬m quam n ovit ut 戸rson a p rivata. ( 裁判官は陳述と

証拠に従って裁きを下 す べきであって， 場合によっては， 自らが個人的に

知ってゐた真理に反してでも， さうしなくてはならないことがあるJすな

はち， 自らの内に原理をもち， 自らの責任に於いて判断するといふことは，

決して自己の独善的断定と同じではなく， 自らの立脚するところには原理
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としての原理性がなければならない。 それは， 実際の裁判官の 場 合 は，
(28) 

Jud ex debet semper judi c are ， Se cundum 1，昭e s scri p tas. (裁判官は常に書

かれてゐる法に従って裁かなくてはならない 。 〉といふことで間に合ふであ

らう。 しかし， l eges s crip tae はいかに人間精神の領域に於いて確認せられ

たものとは言っても ， そしてその限りでは内的なものであるとは言っても ，

それはそのやうなものとして我々の前に所与としてあるところの外的規定

であり， 未だ真に内的になりおほせてはゐず， 自らが完全には納得しなくと

も 平均的な水平秩序を保つために守り， それに規制せられて動かなくては

ならないものとして， 半ば外的な強制力としての c au sa なのではないか。
(29) 

それゆゑ， Ju di cium certum de re maxime d atur ex sua c au sa. ( 確実な

判断も事象に関しては主としてそれの原因から与へられる。〉 と言はねば

ならず ， 我々は未だ真の原理に基く判断にまでは， この限りでは未だ到り

着いてゐないものとしなくてはならない。 しかし， 少くとも， ここに我々

が自らの心の中の veri tas (l ege s  s crip tae)そもとにして (ut pr incipia) 

判くといふ限りでの resoluti o ad pri nc ipium (原理への還元〉 は灰見え

てゐるとしなければならない。 思ふに， 真理とはもともとそれに基いて判

断すればよい判断， 真理に適ふ判断が成立するところの原理そのものなの

ではないか。 たしかに， トマ スは言ふ， Veri tas e s t  se cundum qu am de 
(30) 

i nfer iori bu s ju dic amus. (真理とはそれに従ってそれ以下の色々な事象につ

いて我々が判断するところのものである， すなはち， 真理をもとにして我

我は他の事象を判断する， といふのでなければ判断の名に価ひし な い 。 〕

と. 真理はかうして言はど判断の原理でなければならない。 つまり， 原因

ではなく， 原理に基づかなくては判断ではなく， 原理が真でなければ真な

る判断はなく ， 判断は裁きとして自らが決定する自由なものであるがゆゑ

に， この原理は自己の内部にあって自発性の根拠でなければならない。

それゆゑ， ここで明らかに確実性についてもその保証が何処にあるかに

よってニヨの種別が生じるのを認めざるをえない。 すなはち， 外的規制力
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による記述的認識の場合の c au s a u t  di spos i tio  r ei に基く目的 udo と全

く自発的な内的 p rin cipium による主体 的判断の確実性の二種類である.

そのことをトマスの C erti tudo po test eぉ e ex duob ω， siv e ex c au s a  et 

ex subj ecto. ( 確実性は二つの事から存立しうる， すなはち， 原因からと

主体 からとである〉 と言ふ言葉に読みこむことはできないことではない。

このやうにして， 主体 内部に判断の原理としての真理を求めなくては， 判

断の確実性は成立しない， といふことが明らかになれば， ひとつひとつの

判断はその都度自らの拠って立つ原理を探究することなしには存立する筈

はない， といふことにもなるであらう， 何故かと言へば， そのやうな内的

原理は所与として外 に客観化せられでもはや求められずともすむところの

規範であるならば， すでに外的な c au s a exemp l ari s にすぎ ないからであ

る。 この， 常に確実な判断の原理でありつつ， 而も 常に内に求められなく

てはならないところの原理， といふもの， 換言すれば， 正確な記述とは異

って確実な判断が成立する毎にその原理でありながら， 常に判断の都度確

実を志向するがためには新たに自覚せられなくてはならないところの原理，

かういふ p rin cipium こそ， 我々の知的旋回の常住の回帰点であり志向点

であるところの神につ らなるもの， 否， 寧ろ神そのものであるのかも知れ

ない。 一切の存在根拠としての存在原理であるところの神が仮りに証明せ

られるなり信じられるなりして明らかに意識せられてゐるとしても， その

ことがそのやうな神への形式的還元を以て判断の確実性の保証とはなりは

しない。 何故ならば， 判断は認識のー形 態 であり， それゆゑ， 判断の原理

は認識の原理として， 認識の都度意識を新たにせられなくてはならないか

らである。 Non omn e p rin cipium cognos c en di es t p rin cipium es s en di. (認

識原理がすべて必ずしも 存在原理とは限らない 。 〉 とトマスが言ふとき，

明らかに認識原理と存在原理とを少くも志向的に差別する意図は明瞭であ

ったと思はれる。 従って， 神を他の存在者の動静を介してそれらの c au s a

として認識し， c au s a  p rima であるがゆゑにそれらの存在原理であると
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言ふことが でき て も， そのやう な認識が成立してゐるからと言って， それ

を直ちに判断としての認識の原理にするわけにはゆかない。 C ogn itio Dei 

acqui ritu r pe r  ali a.員d postqua m  j am cognoscitur， non per ali a cognぽitur.
(33) 

曾d pe r  se. (神を認識することは他者を 介して 獲得 せられる。 しかし， 神

が一旦そのやうにして認識せられた後には， それはもはや他者を介して認

識せられる のではなく， per seす なはち， それ自らによってである。〉と

いふ言葉のもつ探い意義を探らなく てはな らない。 神は他者の c ausa と

し て 存在原理として他者を経て認め られた後は， もはや再びそのやう な 意

味で聞はれることは必ずしも 必要ではないが， しかしそれに止まらず， 更

に， そのやうにその存在が疑はれえ ない神も今度はそれが神であるといふ

ことによって人の自らの責任に於け る裁きとしての判断の原理として自覚

せられ な く てはな らない。 それは， ひとつの判断が成立するためには， 対

象を外部方向に於いて眺め るのではなく， それを内に於いて， 原理の方向

に見返へすことが 必要である， といふことではなからうか。 つまり， 事象

を光りの照射に於いて見るのではなく， そこで見られた事象の位相を転回

点 として光りそのものに向き直らなく てはな らないa 光りを背負ひ， 光り

からの造けさに於いて事象を展望するところの事象への志向， 闇への自己

定位ではなく， 事象に於い て自己の闇への流失を止め， 光りへの回帰とし

ての回心conv er s io を果たさなく てはな らない。 そのとき， 事象は光線に

於いて浮かび出る相対位相によって知らhるのではなく， 光源からの距離

によってその絶対的位置が決定せられる。 言はれ 日毎の新らしい回心が

なく ては， 判断は本当には成立しえない。 而も， 事象に於いて見返へし，

事象と光りそのものとの距離を見定め ることは， その事 態を変へること な

く， そのまま， 自己に於いて見返へし， 自己と光りとの距離を見定め るこ

とにほか な ら な い。 何故な らば， 他者としての事象を認識することは， 自

己の意識の内部に該事象を置くことにほかならず， その限りに於いて， 事

象は自己意識化せられて居り， 従って， 認識せられた事象に於いて見返へ
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るとは反省にほかならず， この反省の内向転換の果てに光りを志向するこ

とになる。 自己を省察することなしには光りに達することはできず， 自己

を省察すること， 自己と光りとの距離を見ることがそのまま自己に於いて

現実化せられた他者の認識事実の光りからの距たりまた光りへの近さを知

ることになる。 そして， そこにこそ自らが裁くことによって自らも 裁かれ

るところの判断が成立する。 我々が或る書物を読み， そこに何を事実認識

として獲得するか， そこに於ける事象よりの光りへの見返へしが， そのま

ま， その書物を どの程度のものと判断するかといふ決断になると同時に，

その書物に於ける自己の器量の裁かれの姿の決定にもなる。

このやうに見て来ると， ここにトマス哲学のひとつの危機があることも

明らかであらう。 c a usa を外的事象にも つ記述的認識のほかに， 原理I(p rin 

c ip i um) を内部にも つ 判 断 による認識がある。 しかし， この原理内在の

知識としての判断を保証するためには， アウグスティヌス流に考へなくて

はならない， といふことである。 それは定式化しようとすれば， 光りを論

ずる内容を考へての上では， アウグスティヌスの流れを汲むアンリ・ ド・

ガンのSc ir e en im p ot est a liqu治問m aliquam d up lic iter v巴1 t estimon io 
(34) 

a lieno et ext eriori， vel t estimonio p rop rio et interior i. く人が事象を知るに

は二様の仕方がある。 ひとつは， 他者による外的な証明とふたつには固有

の内的な証明とである。〉 とでも言ふほかない。 トマス哲学 に於けるひと

つの特色として， c a usa から p rinc ip i um を区別してゆき， 記述から判断

を区別してゆかうとする哲学的に有意義な傾向があるが， その半面で自然

学的考究に基礎をも っ彼の形而上学が， 超越論的形而上学 としてのアウグ

スティヌス流の思索によっての破綻を自ら招くといふこともある。 このこ

とを以てトマスの思惟を難じる意向はない。 もし， 図式化してよければ，

以下のやうな興味深い事項聯闘が理解せら れる程も ， 我々をして新たに思

索せしめたトマスのテキストをむしろ称へるべきであらう。
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r cognitio--exter ior--des cr ip ti()-----{juia一一-causa--s c ien tia
s c ire-{ ut d ispos itio reì 

l cogitatiか一一in terior -- judic ium--prop ter quod--pr in c ip ium 
ー一一-p hilωop h ia s ive metap hysic a 

我々の実際の体験が， 事実認定としての記述とは全く 異種の， 目利きが

行ふ裁定としての判断によって， 形成せられてゆくのを， 我々の誰もが認

め るにちがひない。 さうであるとすれば， 我々が自らの人格の責任に於い

て果たしてゆくところの， この裁かれとしての裁きといふ判断を， どのや

うに確実性との聯関に於いて論証すべきであるか。 命題として言語的には

同じ形式をとるがゆゑに， 近世哲学 では混同してしまった記述と判断の区

別， 原因と原理の区別を， 我々は新たに考へ直さなくてはならない。 それ

こそ， 記述的命題で終始す る科学の認識論のみが行ってゐた認識の確実性

の問題の近世的考究に於けるひとつの盲点を突く企てにな るであらう。 中

世哲学のテキストの静かな縮読は決して歴史的な研究のみに終るものでは

ないと思ふ。 そして， さうであれば， およそ思索する人はまたかかるテキ

ストの行聞に身をひそめ る修練も 必要とするのではないか。
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