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研究ノ ー ト

CreatioとEmanatio

一一二つの解釈をめぐって一一

野 町 啓

アウグスティーヌスは， <De civitate De i> (Xl， 21， 42- sqq.)において， 被造物

について， われわれが特に知らねばならぬこととして， ① q ui s e am fe ce ri t  ; ②  

per q uid fece rit ; ③q uare fe ce rit， とL、う三つの問題を提起し， <:創世記> (1 : 

3 ) を例証としながら， それぞれに対し <De us e st) ; <D ixi t: Fi at， e t  f acta 

e st) ; < q uia b on a  e st)を答えとして提示している。 そして， 第三の問題に対する

答えをさらに敷街し， くne c causa me lior q uam ut bon um cre are tur a De o bon o. 

H anc e tiam P lato causam con den di mun di } ustissimam dic it， ut a b on o  De o 

b on a  ope r a  fie ren t.)と述べている (op. cit.， 48�51)。 第三の問題は， いわば，

創造の根拠への聞いであり， これに対し， 神の善性をあげることは， 彼自身言及

しているプラトンにす でにみられ (T im. 29E)， <創世記〉の解釈に際し， 彼以前

にも， たとえば アレ クサンドリ アのフィロンにみられるように， しばしば典拠と
(1) 

して援用されている。 創造者の善性 (q uia b on us) と被造物の善性(q uia b on a) 

との聞に an a log ia の関係を措定しつつ， 創造の q uae sti o j uri s を究極的に神の

善性に求めようとする発想は， 宇宙を創造・生成いずれの観点から把握するにせ

よ ， 一つの伝統として定着化したものと考えられる。 彼の場合も例外ではなく，
(2 ) 

このような立 場からする創造の理解が， その著作 の随所 にみられるが， 特に， 先

にふれた <De c ivitate De i> 第XI巻22.-24章， および， <Con fe ssione s> 第xm巻

1'-4 章は， その典型であり， <De doctrin a chri sti an a> (I， 32， 35) にみられ

るくQuia enim b on us e st， sumus)は， このモティーフを集約化した表現とみるこ

とができょう。

他而， 彼においては， 創造の根拠を， 神の善性 ではなく， 意志に求めようとす
(3) 

る主張がみられる。 これは， 神を人格神としてとらえ， しかも， 創造が無からな
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されたことを強調しようとする場合， 創造を， 神のなにものにも制約されない自

由な意志的行為とみようとすることは， 当然だといえよう。 また， このような発

想は， 神における f acer eと vell eの一致から， 神の万能性を強調することにもな

る。 事実， クリスト教的著作家・教父においては， 神をいわば causa f inalis と

してとらえ， その善性に創造の根拠を求めることよりも， むしろ， 神を causa

e伍c ie ns としてとらえ， 創造における意志的契機(q uia voluit) と自由を強調し
(4) 

ょうとする傾向が， 支配的にみられるといってよし、。 ところで， 彼においては，

<quia bo nus>， および (quia vo luit> の両 モティーフが， 同 ーのテキストにおい
(5) 

て用いられている場合もみられる 。 彼における， このような荷 モティーフの共存

と， その関連づけをめぐって， 二つの対立する解釈が行なわれている。 本稿では，

R-H. Cousineau， K. Kr em er の三人をとりあげ， 若干の考察を試みることにす

る。(Cousineau， “Creation and F何edo隅， An Aug"st仰向n Problem : <αli" 
F 

"'IIoluit)? and/or <αlia bo鈎us)?" �Supplément占la Revue des Etudes Augusti・

niennes， Recherches Augustiniennes， Tom. ll. Hommage au R. P. Fulbert 

Cay叱1962所収 (以下本稿では， C. F.と略記) ー; Kr em er， Das“Waru情" der 

Schöpfung:“印ia bo附s" vel/et “Quia voluit"? Ein Beitrag zu隅 Verhältnis

"'110m Neuplatonismus u. Christentum an R側d d. Prinzips “bonum est diffu

d叩m sui" -Parousia， Festgabe für J. Hirschberger所収ー(以下本稿ではKl

と略記)ー ; Die n側platonische Seinsphilosophie u. ihre Wirkung auf Tho桝as

"11. Aquin-(以下本稿ではK2と略記)一〕

Cousineau は， 創造の根拠に関して， アウグスティーヌスの思想構造の中に，

両立しがたい a nt inomyの存;在と， d ialectic によるその克服の試みをみようと

する。 彼のこのような観点の線底には， 創造という神の業と， 神の善性との関連

のとらえ方に関して， アウグスティーヌスに対する新プラトン主義の影響と， そ

れからする発想の存在を重視し， ひいては， cr eat io と ema nat io の両者を， 対立
(6 ) 

においてとらえようとする立場があるように思われる。 敷街すれば，彼は， (q u ia 

ibo nus)とくq u ia volui t )との両者を， アウグスティーヌスの思想体系にみられる，

‘comm u n icabil is-inmutabil is ; imma nens -tr a nsce nd e n s  ; spo nta neus-l iber um ar・

ゐitr ium ; aeter nus-i n tempor e ; causa final is -çausa ef f ic ie ns などの諸概念との
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関連の下に， t hes is -ant i t hes is の関係においてとらえようとする。 そして， 彼は，

<qu ia bonus >と くqu iavolu it >の両者を，それぞれ，アウグスティーヌスにおける
(7) 

Det e rm in ism， Volunt arism の 典型を示すものとしてみようとするのである。 た

とえば， 彼は， 両モティーフを ant mom y として措定したうえで， アウグステ

ィーヌス自身にみられる， amo r の契機による両者の綜合の企図の存在をみとめ

る。 そしてアウグスティーヌスは， Platon ists にみられるくbonum d iffus ivum >を，

<amo r d iffus ivus>へと転化， 再解釈しようとした， というのである ( C. F. p. 

262 -3， n.43; p. 26 9 )。 しかし， 彼は， この試みが， 充分に成功しているとは

考えず， 間モティ{フの綜合の契機と可能性は， むしろアウグスティーヌスにお

けるZe it 1ichke it の概念に求めるべきだとする仮説を提示し( C. F. p. 270-271)少

論述をとじている。

創造を， クリスト教的な観点からとらえようとするならば， 当然， 神の意志を

第一義的に考えなければならず， また， そこに， ギリシ ア的宇宙論の伝統・系譜

を加味 するならば， 神の善性が考慮されなければならなくなろう。 この両面を，

いかに関連づけ， 考えるかは， アウグスティーヌスが直面した問題でもあろうが，

単にそれにとど まらず， 彼の思想を解釈しようとする現代のわれわれの問題だと

もいえる。 Cous ine au の観点も， 直接には， 創造の根拠を， 究極的に神の意志に

求めるべきだとすることから， 両モティーフの聞に， ant inom y を考えているよ

うに恕われる。換言すれば， 彼は， 創造の根拠を， く qu iabonus >に求め， 神を

caus a f in al is としてとらえることは， cr e at io における必然性の契機が 強調され

ることになり， ひいては， 神の創造における自由をおび やかすことになる， とみ

ているのである。 しかし， 両モティーフをこのように対立視することが， はたし

て妥当 であるかどうかは， さらに検討される必要がある。 この問題は， 先にふれ

た， アウグスティーヌスにおける新プラトン主義の位置づけとも関連してくるが，

より根本的には， 創造の根拠を， caus a f in alis， c aus a e f f icie n s といった， いわ

ばギリシア的な観念の枠により処理することの是非に還元されうるように思われ

るのである。

神を caus a f in al is として把握した場合， 創造の業と神の善性との関係につい

て， アウグスティーヌス自体のうちにもみられること であるが， 大別して， およ
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そ次の二つの説明方式が可能であるように思われる。 第ーにくpa rticipa ti o) の発
(8) 

想、を創造について 適用することが考えられる。 第二に，神の善性の「溢出J (e x 
(9) 

p le nitudine， p e r  a b unda ntiam ) として， 創造をとらえることもできょう。 これ

ら二つの発想は， それぞれ， 前者は， すでにプラトンにより， イデアと個物の関

係を示す際に， また後者は， プロティノスが， 1"ーなるもの」から「ヌース」が産

出される過程を叙述するにあたって用いており， ギリシア哲学に伝統的なものと
(10) 

みることができる。 しかし，これら二つの観点は， アウグスティーヌス自身両者

を用いているとはし、え， グリスト教的創造論と低触するいくつかの間題を内包し

ている。 前者についてみるならば， それは， 神の inm uta bilis とし、う特質とは調

和しえても， あ まりに static であり， 創造の業を充分に示すものとはし、えず， か

ならずしも説得的ではない。 神は， ca usa fina li s としてよりも， む し ろ ca u阻
(11) 

fo rma lisの面が強調され， 把録されることになる。 しかし問題は， より後者の

うちにあるといえる。 そして， 問題の根源は， プロティノス自体のうちに求めら

れるのである。

プロティノスは， 善なるものは， まさに善なるが故に(q uia bo n um )，自己の善

性を溢出せざるをえなくなり， その結果， 自己より低次の存在を.' 自己の似像と
(12) 

して， つぎつぎと生み出してし、かざるをえない， としろ。 彼は， この原理の下

に， 1"ーなるもの」ー「ヌース」ー「プシュケー」の産出過程を叙述しているわけ

である。 しかし， このような観点は，溢出の過程と善性の漸次的減少とをパラレ

ノレにとらえ， 存在を， 価値的次元において階層化してしまい， 創造の平等性と背
(13) 

離する。 また， 産出過程における必然、性の主張は，創造における自由， ひいては

意志的契機を否定することになり， 彼の主張は， 二重の意味 で クリスト教的創造

論と対立するように考えられてくる。 プロティノス自体についても， rーなるも

の」と産出の必然性をどう解釈するかをめぐって， 研究者の聞でさ まざ まの論議

が展開されているo cre atio と ema natio とを対立視し， ひいては， (q uia bo ・

n us) とくq uia vol uit)の両 モティーフを a n tiom y においてとらえようとする論点

は， 実は， プロティノスにみられる産出の必然性をL、かに解釈するかの問題， 換

言すれば，必然、性を「ーなるもの」の側にのみ求め， rーなるもの」 は， 生 まざ

るをえない， とする解釈が根底にあるように思われる。 たとえば， Co usi 且eauに

、
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みられるような， アウグスティーヌスにおける両モテ。ィーフの共在を対立とみる

観点、も， 上述のような特定のプロティノス解釈が背後にあり， またそれをアウグ

スティーヌス自体にも定置させ ， そこから彼の思想をみようとする所から生じた

ものと考えられる 。

このような見方に対し， Kre me r は， 両者がかならずしも対立せず， また， 歴
(15) 

史的にみても， 両者は交叉し， 連続していると反論する。 そして， 彼は， プラト

ン以降， プロティノスを経て， トマスにいたる， 一連の系譜をたと.っているので

ある。 彼の論拠は， プロティノス自体においても， (q uia voluit>の契機が， ( q uia 

b onum >と共に存在巨しており， Iーなるもの」の em anatí o の根拠を後者にのみ求

め， そこに必然、性を看取することは不当だとみることにある (K2， SS. 12 -1 3)。

まえ， Iーなるもの」についていわれている必然性とは， たとえば， ライブニッ

ヅにみられるく ne céss ité mor ale >に相当するものであり， かならずしも， 創造に

おける自由とは対立しない， と彼は考える (Kl， S. 248 ; K2， SS. 4"" 5 ，  9，..， 

1 0)。 われわれは， 先に， e manatlO に， 二重の意味 で cre atlO と対立する契機

をみたが， 価値の漸次的減少の問題についても， 彼は， 同じくライプニ ッ ツの

< malum me tap hysicum)の概念を 適用し， 解釈することにより， 解決されるもの

とみている(K2， SS. 422 --3)。 彼によれば， cre atioと旧 m回atioとは，1，完全かっ

善なるものは， 自己をわかちあたえ， おのれとにかよったものを生み 出 すJ， と

いう点 ではー致しており， したがって， ( q ui a  bonus > とくq uia voluit)の両者に

ついて， 必然対自由ということからくe ntwe de r. ode r>においてとらえるのは妥当

ではなく， むしろ， 両者は， くs ow ohl・ als- auch )の関係において把握されるべきだ，

と彼は主張するの である (Kl， S. 25 8.  264)。

彼は， 以七のような論点を支えるものとして， トマスにみ ら れ る， e manatio 

による cre atioの解釈をとりあげ， とりわけ， <S umma T he ologiae> ( 1 . Q u. 1 9. 

3r t. 2)'と￡エンネアデス〉 第 V巻 第 1 論文「三つの原理的なものについてJ (6， 

30，..，41 ) とを比較し， 両者の類似性を指摘する ( Kl， S. 2 61 ; K2 ，  SS. 421 ，..，2， 

A nm. 60)。

トマスは， そこにおいて， (di ffus io proprii boni> を， 意志の特質( r atio

v ol unt atis) であり， 自然本性的傾向( naturalis i nc linatio ) とみ， とり わけこ
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のことが神に属する， と主張している。 Kr emer は， そこにみられるくnatura li &

inc 1inatio> が， プロティノスが， 当該論文において， 「ーなるもの」 からの溢

出に 適用しているく &凶作dα〉に相当するものであり， 両者は， トマスの場合，

より意志的契機が重視されているにせよ， 本質的には同ーのことを述べていると
(16) 

みなす。 換言すれば， 彼は， <di ffusio bonitatis> という点において cr eatio と

emanatio とは， 共通性をもち， また， <q u ia bonus> (プロティノスに却してい

えば <quia bonum>)とくq uia vo luit >の両者は綜合されうる， とみているのであ
(17) 
る。 さらに， トマスの向 箇所 にみられる「神は自らも， そして他のものが存在す

ることを意志するのである。 ただし自己はこれを finis としてであるし 他はし

かし a d finem としてなのであって， つ まり， 他もやはり神の善性に あ ず か る

ということが， 神の善性にふさわしくある 限りにおいてにほかならなし、J ( 訳文は
(18) 

高田三郎氏による。 邦訳第 2 分冊150頁)， とし、う発言を援用するならば， 先にみ

た cr eatio における emanatio および par tic ipatio の両面についても， 前者は，

くdi ffusio bonitatis>を， 創造者の側に却してみたものであり， 後者は， 被造物の

観点からとらえたものとして， 両面を相.l'!p化することが， 可能にもなってくるの

である。

われわれは， 以上， 創造の根拠に関して， cr eat io と emanatio の両者を， 対

立においてみるか， 連続的においてみるか， 二つの観点をみてきた。 しかし問

題は， 単に， プロティノス， アウグスティーヌス， トマスをいかに解釈するかに

つきるものではなく， より本質的には， くcausa >という， \，、わばギリシア伝来の概

念を 適用することにより， 創造を理解し， 説明することの妥当性， および 限界へ

と遡及され， このこと自体が検討されなければならないように思われる。 一例と

して， アリストテレ スにおいて， causa が， 神について， どのように位置づけら

れ， 関連づけられているかをみてみよう。 そこでは， (Metaphysic ゅは7，107 2 a  

26 sqq .)からもうかがえるように， 神に対しては causa effic iens ではなく，

causa final is のみが帰属させられており， 両者の神における共存は否定されて
(19) 

いる。 そして， その理由の一つは， 神が， 運動の究極因として考えられているこ

とに， 求められるように思われる。 換 言すれば， アリストテレ スにおいては， 神

は， l'不動の第一動者J (πpwroνκIliOÛli åKI切切りとしてのみ， いわば， log ico ・
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ont ologicalな次元において， cau saとしてその存在が要請されているものと考え

られる。 また， プラトンについてみても， 善なるものが原因としてみ な さ れ る

場合， トマスも指摘しているように， それが善であり， 目的であるからではなく，

善の f o.rm aである 限りにおいて(per m odum caus ae f orm alis) caus a とされ

るのであって， 善と caus aとの関連は， かならずしも必然的なものとは考えられ
(20) 

ない。 さらに， c aus a は， 宇宙を， 生成したものととらえるにせよ， 乃至は， 不

生不滅とみるにせよ， いわばすでに出来あがったものについての説明原理であり，

そこには， 実際の過程との同時性が合意されておらず， 無時間的なものだといっ

てよし、。 神の歴史的・意志的行為としての cr e atio と， caus aとは， かならずし

も両立し， そのま ま直結しうるものではないはずである。 神一宇宙の関係を， 原

因一結果の関係を充当し， 理解しようとする場合、 神を caus a fin alis， caus a 

ef ficiens のいずれかにおいて， 乃至は， 両者の共存としてみる に せ よ， ま た

em an atlO の発想、を援用 してみても， そこになんらかのずれが生じてくるのはさ

けられない。 cr e atioと em an atio の関係をめぐる解釈の対立も， そこに cau sa

という概念を介在させてみようとするところに一因が求められるのであり， つ ま

るところ， ギリシア的諸概念を， cre at lO とし、う事実とどう関連づけてみるかの

問題に帰着するといってよい。 この問題は， 先にもふれたように， 単に現代にお

ける解釈上の対立につきるものではなく， 歴 史的により深い根を持つものであり，

本来異質な， 成立の根拠を異にする諸概念、を導入・ 適用し， cre at lO を理解する

こと，換言すれば， 創造のギリシア的理解の是非の問題へと遡及・還元されうる

ように思われるのである。

註

(1) この点、に関しては， 拙稿|テロスと神J (弘前大学人文学部紀要「文経論叢」

V o1. H， n o. 4)および， 1創造と悪J - u"ティマイオス』とフィロンー(同誌，

V o1. H， n o. 2 )参照。

(2) このモティーフが， アウグスティーヌスにおいてみられる 箇所については，

cf. Cousine au， pp. 255 -6， n. 8-12 ; Kl， S .  257， Anm. 98. 
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(4) この モティーフの歴史的系譜については， cf. Kl， S. 241， Anm. 1 - 7. 

(5) E何個r. .n Ps.， 134， 10; cf. Kl， S .  259， Anm. 107; Cousi neau， pp. 256 

-7. なお，Cousi neauは，この 箇所を三段にわけ，解釈しているが，ここで展開

されているような神的意志の自由は， i ndig enti aから止むをえず(nec essit at e)

制作 をなす人間の場合との対比において強調されているのであり，神の op er a

tt o にとって mtn nslC な意味 をもつもの ではなし、， と主張している ( c f. p. 

261， n. 30) 。 そして， さらに， この 箇所 は， 一見， 両 モティーフが綜合され

ているかのようにみえるが，実際は共存にすぎず， くag er e bonit at e>は， < ag er e  

li bert at e> を神について 適用しようとする場合の modo emi nenti or e だと彼は

みるのである。

(6) プロティノスの思想構造を， <e manati o> という概念で特色づけることの是

非については， cf. Dõrri e， H.， E刑a制tion， Ein 附philosophisches Wort .m 

spätantik附De叫en(i n  Parousia)， SS. 119-141， esp. S. 136， および， 拙

稿 「創造と必然性」 プロティノスの 「ー者」 をめぐってー(弘前大学人文学

部紀要『文経論叢jJ V ol. IV. no. 4)参照。 本稿では， 便宜上， この 語の 適・

不適の問題は別にして， 慣例lに従い ema natio を用いる。

(7) cf. Cousin eau， pp. 254-5。 彼は， Gi lson (lntroduction占円tude de Sa初t

Augustin， 2e é d. p. 248) のように， 両 モティーフが容易に調和されうるもの

とは考えていない。

(8) De cJv. Dei， XI， 9 ; cf. Cousineau， pp. 266- 7 . 

(9) Conf.， XIII， 2; De ge札 ad. litt.， 1， 7， 13; cf. Cousi neau， p. 265， n. 49. 

(lCI プロティノスについては， 註(6) 拙稿参照。

(1� 神の i nmnt a bi li s という発想と， ギリシア哲学に伝統的な形相の 不変とい う

発想とが親近性をもち， 結合可能であることは， あらためて指摘するま でもな

い。 また， このことが， いわゆる中期プラトン主義 以降顕著化する， イデアを

くν6YJucr;; θfOÛ > とみるとらえ方が成立してくる際の ー契機となったと考えら
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れる・(cf. ÐIJ civ. Ðei， VII， 28 にみられるV ar r o の引用 )。

(12) cf. E側.， V， 4， 1; V， 1， 6， および本稿註(6)， 拙稿 pp. 122 sqq. 参照。

同 cf. Enn.， m， 2， 18， 2 <…I.t( òè olo)) te lrpX号，. oòπaσα， y，σ'0'). なお，

このようなプロティノスの観点は， Tim.， 41 E ; Pol. X， 617 Eにみられる

プラトンの場合と対照的である。

同 このようなプロティノス解釈の是非については， 本稿註(6)， お品稿 pp. 55， 58 

- 61 参照 。 必然性をどのように解釈するかは， 11エンネアデス」全篇の意図を

し、かにみるかにかかっており， もし仮りに， cr eat i o と ema nat i o とを， 創造

に関して対比しようとするならば， I自由J対「必然」ではなく， むしろ， プ

ロティノスにおいて， 創造(産出) が， 意識外の厳然とした事実としては考え

られておらず， 意識内の過程と未分化のま ま癒者していることに求められなけ

ればならない。 彼の思想の核心は， プラトン， アリストテレス 以来伝統的な諸

概念を用い， またその枠組の中に， 彼自身の意識の経験を体系化し， 位置づけ

たものとして考えられる。 また， c r eat i o と ema natlO の対立を， より広い歴

史的展望においてとらえたものとしては， d Ivánk a， E.， Plato Christ加叫ん

ss. 70， 82， 8 6-92， 259， 284， 457 ( 彼については『西洋古典学研究.] XVII. 

所 収拙稿書評 参照)。

側 Kr emer の C ousi neau に対する反論については， cf. Kl， SS. 258 sqq.， 

Ivánk a に対する反論については， K2， SS. 422-3. 

岬 プロティノスとトマスのこの点に関して類似性のみられる 箇所については，

c f. Kl， S. 261， Anm. 119. 

(1甘 くdi官邸io b onit at is>なる概念の歴史的系滑については， cf. Kl， S. 247， 

Anm. 27 

同 c f. Su削. Theol. 1， Qu. 5. Art . 4 (1善は目的因とL、う性格をもつかJ )に

おける異論解答。

(1司 「 不動の第一動者」に対し， 1神|とし、う呼称を用いることの是非， および，

中世におけるその int er pr et at i o chri sti a na については， cf. Dll r i ng， 1.， Aristo. 

teles， S. 219， および， Met. ， 117， 1072 b 24 sq q. にみられるく1:Ò (跳ん7)1:0ν

K'))OÛめから神に関する議論への移行。
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倒 In 1 Met.， Lect. XI c. 178， cf. Henle， R. J・. Saiint Th仰鵬"s' and Plato咽ism

(The Plato a nd Platl1錫ici Texts and Sources， p. 91， no. 27， および， p. 91. 

no. 24=I� 1 Met.，Lect.X， c. 170). 


