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存在と類比

一一「経験」の論理としての類比一一

稲 垣 良 典

I 経験主義の論理

アリストテレスが判明なことがらについて， Iわれわれに とっての 判明

なことがら」と「無条件的な意味における判明なことがちJを区別して，

「われわれそしていわせれば， 出発点は， おもうに， われわれにとっての
(1) 

判明なことがらたるべきであろう」といったのは， あきらかにフ。ラトンと

自分の立場との間の対照を意識じてであったといわれる。 この立場の対照

はじっさいにiたとえばこのこ人の正義論において読みとることができる

と思う。 プラ トンは11国家』において， 正義がどのようなものとうつるか，

人々が正義についてどう思っているかということではなく， 正義はなんで

あるかを， つまり正義の定義をどこまでも追求する。 そこで第ーに求めら

れているのは， アリストテレスの表現をかりる と「無条件的な意味におい

て」もしくは「自然において」より多く明噺であり， より多く可知的であ

るものとしての正義である， といってよいであろう。 これにたいしてアリ

ス トテレスはわれわれの間でもっともあきらかに正義として認められてい

る事実から出発する， という方法をとっている。 そのような正義として第

ーに考えられるのは， かれが整正的なもの(，ò ðlOp伽n凶ν〉と呼んでおり，

のちに交換的(commutativa)と称せられるようになった正義である。 そ

れがわれわれにとってもっとも判明であるのは， あらゆる人間的側面を捨

象して， ただ?当事者の聞で随意的もしくは不随意的に交換される事物のみ

にかぎって正義を考えているからである。 したがってこのような正義は，

それ自体において， 無条件的に見た場合には， その可知性や明噺さの度合

は低いといわなければならない。 アリス トテレスはこのように， われわれ
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にとってより知られたものとしての整正的正義から出発して， í究極的 な
(4) 

意味における徳」と同一視されるごとき正義へと考察を進めてゆく。

こうしたアリストテレスの方法は， ふつう経験主義的と称せられている。

しかし， ここで見落してならないのは， アリストテレスはわれわれにとっ

てより先なるもの， よりよく知られたものから区別され， 無条件的に， も

しくは自然においてより先なるもの， より多く可知的であるものを認めて

いる， ということである。 これにたいして， 近代の経験主義においては，

このような区別はまったく姿を泊しているように思われる。 たとえば， ロ

ックにおいて「よりよく知られる」とは「われわれにとってよりよく知ら

れる」こと以外のなにものでもなく， これから区別された「それ自体にお

いて， 自然においてよりよく知られる」ごときものは認められない。 ロッ

グによると， われわれは一般的原理に基づいて個別的なことがらについて

判断するということはなく， また「全体はそのすべての部分に等しいとい

うことを知った後で、も， その人は， ーと二とは三に等しいということを，

前にかれが知ったよりもよりよく， 或いはより確実に知るのではないので

ある。」このようにロックによれば， われわれの認識の方向としては， た

だわれわれにとって知られたものから， われわれにとって未知のものへと

向う方向があるのみで， アリストテレスのいうそれ自体において， あるい

は自然においてより先なるもの， もしくはより可知的なるもの， は認めら

れない。 したがって， このようなロ ッグの方法を経験主義的と称する場合，

それと， さきにのベたアリストテレスの経験主義とを品同してはならない

であろう。

しかしながら， ここであらたな問題が生ずる。 すなわち， アリストテレ

スにおける「われわれにとって」と「無条件的な意味において」との区別

は， アリストテレス自身の哲学的方法においてどれだけの怠味を持ちえた

か， という問題である。 いいかえると， この区別はプラトンにおける「無

条件的な意味においてより先なるもの， より可知的なるもの」の重視にた
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いじて， íわれわれにとってJのそれを強調するかぎりにおいては 充分意

義を認めうるのであるが， アリストテレス自身が「無条件的な意味におい

てより先なるもの， より可知的なるもの」を自らの哲学的思索においてど

のように位置づけているか， という点に関して疑問が生じてくるのである。

はたしてかれの哲学において， この区別を充分に意味あるものたらしめる

ような， 二元的構造ともいうべきものが見出されるであろうか。 それとも，

かれにおいてこの区別は理論的な解決が与えられないまま， 問題の所在を

適確に指示するものにとどまっていたので‘あろうか。 この点に関しては確

信をもって結論を提示できるところからは程遠いのであるが， アリストテ

レス自身においては， この区別を充分に基礎づけうるような視点はいまだ

獲得されていなか円たように思われる。 そのように考えることの根拠とし

て， この区別に関するかれの説明が必ず、しも整合的でない事実を指摘して

おこう。

アリストテレスによって指摘された区別の理論的な基礎づけは， 実は，

事物の本質(essentia)と存在(esse)の区別が確立されることをまってはじ

めて可能だったのであり， また本質・存在の区別があきらかにされること

を通じて， íわれわれにとってJ と「ぞれ自体において」 の可知性の二重

性に由来する， われわれの思考全体の多義性が， 類比性として説明される

にいたった， というのが本稿であきらかにしようと試みている点である。

つまり， トマス・ アグィナスにおける類比の思想は， アリストテレスが指

摘しつつも充分に説明しえないままにとどまった区別を， あらたに獲得さ

れた視点から解明し， 展開したものと解釈する。 そしてアリストテレスに

おける当の区別は， たとえばロ ッグの経験主義に比し， 経験の全体にたい

してより忠実であろうとする態度の反映であるかぎりにおいて， ぞれの発

展であるトマスの類比思想、のうちに全体的もしくは充足的経験の論理とで

も称すべきものを見出そうとするのが本稿の意図である。

つぎにトマスの期比思想をさらにうきぼりにするため， アウグスチヌス
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における類比思想について一言しておきたい。 アウグスチヌスのうちに類
(8 ) 

比思想が見出されるかいなかに関してはいろいろな議論がある。 確実にい

えることは， かれが類比の問題自体を意識していた， ということである。

かれはロマ書(1・20) によりつつ， 不可視なる創造主・神の認識は， 創
( 9) 

られたものを通じて到達さるべきことを主張する。 この点に関して， 創ら

れたるものは， 神から存在(esse)を受けとっているかぎり， 存在と呼ばれ

るべきであり， そのかぎりにおいて神との類似を有する， とアウグeスチヌ

スはいう。 しかし， 他方， 倉IJられたるものの存在は， 存夜そのもの(Ipsum

Esse)たる神にくらべれば非存在(non esse)というべきであり， 神との類
(10) 

似は認められないのである。 またかれは人聞の魂が三位一体なる神のかた

どり(imago) たることを強調するが， 同時に擬人観的な考え方におちい

ることをきびしくいましめている。 さらに， 注目すべきひとつの箇所にお

いて， 神 はいかなる人間的言語をもってしてもいし、っく しがたいものであ

るが， このいいつくしがたし、(ine妊abilis)ということ自体は， 神について

なにごとかをいいあらわすものであることを認めている3 これらの点から，

かれにおいて類比の問題が意識されていたこと は明らかであるといえるで

あろう。

しか し， アウグスチヌスにおし、ては「われわれにとってJと[それ自体

において」との区別はほとんど意味を失なっているかぎりにおいて， トマ

ス的な意味での類比思想、は成立しえなかった， と考えざるをえない。 かれ

の場合， われわれにとって身近な可感的・物体的な事物 は認識の出発点と

は考えられていず， むしろ不可変・水遠・必然的なるものの知 的 な直観
(13) 

(visio intellectualis) こそ本来の意味での 認識の出発点と 考えられている。

かれにおいて認識とは不可重なるものの把握に基づいて可変的なるものに

ついて判断を下すことにほかならないのであって， ロI表的なるものの認識

を通じて不可変なるものの把握へと導びかれる， という道はほとんど考慮

されていない。 したがって目に見える創られたるものを通じて， 不可視な
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る創造主の認識へ導びかれるという場合も， 創られたるものの認識はトマ

スにおけるような積極的な意味は持ちえない。 むじろアウグスチヌスは，

絶対に不可変であり， 存在そのものである神を認識することなしに， いか

にして存在であると同時に非存在であるごとき被造物を捉えることができ

ょう， と考えるのである。 いいかえると， それ自体においてもっとも可知

的なるものが， われわれにとっても最初に捉えられるべきものである， と

主張されているわけである。 ここからして， アウグスチヌスにおいても，

「われわれにとってl と 「それ自体において」との区別を充分に基礎づけ

うるごとき視点はいまだ獲得されていない， と考えざるをえない。 それは

いいかえると， 存在と本質の区別がいまだ確立されるにいたっていないと

いうことであり， この区別に由来する計画的な多義性(ae quivωatio a con

cilio)としての類比の思想、がいまだ形成されていないことを示すもの， と

考えてよいであろう。

註

{1) Ethica Nicomachea， 1， 4， 1095 b3. 

。) 個々のテキストを挙:子るまでもなく， 第一巻における種々の正義観の検討か

ら， 第二巻のグラウコン， アディマントスの議論， それをうけたソクラテスの

提案への展開を見れば明 らかである。

(3) E. N. V の方法はあきらかにこのようなものである。

(4) E. N. V， 1， 1 129， b26. 

(5) An Essay Concerning Human Understanding， 1， 2， 25. 

(6) 1bid.， IV， 7， 10. 

(7) Analytica Posteriora， 1， 2， 72 a1-とPhysica， 1， 1， 184a 15-b15の聞のくL、

ちがい。 なおこれらの箇所についてのトマスの注釈を参照。 1n Ana. Pos. 1， 4， 

15一時 ; 1n Phy.I， 1， 7. なおこの区別に関するアリストテレスのテキストを

挙げておく。 Metaphysica， lI， 1， 993 bl0; IV， 3， 1001) b10; V， 1， 1013a 

1 ; V， 11， 1018 b30γ Vll. 3， 1029 b3. 
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(8) E. Przywara， Analogia i Entis， 1932，; H. Lyttkens， The Analogy between 

God and the World， Uppsala， 1952 ; V. Bourke，、Augustine's View of Rea

!ity， Villanova， 1964 i]. Anderson， St. Augustine and Being. The Hague 

1965 などを参照。

(9) Confessiones， VII， 20， 26 ; De Trinitate， VI， 10， 12. 

M Enarrationes in Psalmos， 134， 4. 

(11) Sermo L lI， 10， 23. 

叫 De Doctrina Christiana， 1， 6. 

M De Genesi ad Litteram， X1I， 24-5. 

(14)かれの いわゆる照明 説を参照。

(15) この点に関し， アウグス チヌス は本質主義者 なりやとし、う問題をめぐる論争

を参照。 Cf. Bourke， op. cit.， pp.12-14. 

(1骨 ここでは， それについてのべる余裕が ないが ， デカルトの方法論， とくにか

れのアプリオリズムと経験・実験の重視との関係についての考察は本節と深い

関連性を有する。 とくにつぎを参照。 L. ]. Beck， The Method of Descartes， 

London， 1952， pp. 239-253. 

II per prius et. pO!iterius 

はじめに， トマスが「類比によってJ(analogice)とおきかえ ることの

できる表現とみなしている 「より先・ より後なるに 従ってJ (per prius 

et posterius， secundum prius et posterius)をてがかりlこ， かれの類比思想、

をさぐってゆくことにしたい。

まず トマスは， 有(閉めは類(genus)ではなく， したがって， さまざま

のものについて有が述語される場合， そこに類的な一義性を認めることは

できない， ということを示すのに「より先・より後なるに侍って」という

表現を用いている。 つまり， 或る名辞が「より先・より後なるに 従って」

述話される場合には， その名辞はもはや普遍的概念を指示する ものではあ

りえず， したがってふつうの概念的認識の仕方で捉えられた(事物の〉本
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質もしくは本性を表示するものではありえないえ というこLとになる。 なぜ

なら， 類がそれに下属する種について， (もしくは， 種がそれに包摂され

る個体について)述諾される場合， そとには先・後の関係は認められず，

またそうであってはじめて類・種概念、の一義性が確保されるのである。 一，

二代表的なテキス トを挙げておこう。

「有は十個の類 (範曙〉について， 異なった仕方で， より先・より後な

るに従って述語される。」

「有はより先に実体について， より後に他のもの〔範曙〉について語ら

れる。 そしてそのゆえに有は実体とそれ以外の諸範噂(たとえば量〉と

の類ではなく (というのは， いかなる類もその下にある種について， よ

り先・より後なるに従って述語されることは ないからである)， むしろ

有は類比的に述語されるのである。」

これらのテキストにおいて有が実体と付帯性について「より先・より後な

るに従って」述語されるといわれるのは， 有であるかぎりにおいての付帯

性の定義のうちに実体がふくまれていることによる。 そしてこ の よ う な

先・後関係が認められるかぎり， 有は類的な ム義性をもって述語されてい

るとはいえないのである。 しかしながら， これらのテキス トに お い て は

「無条件的な意味における， もしくは， それ自体におけるIより先・より

後が語られているにとどまる。 この点は， 神と被造物にまたがる述語づけ

についてのべているつぎのテキス トにおいても同様である。

「なにごとも神とそのほかの事物について， それらが同ーの 存 在領域

(ordo)に属するかのように述話されることはなく， むしろより先・より

後なるに従って述話される。 というのは， 神についてはすべてのことが

その本質に属することとして(essentialiter) 述語されるからである。 け

だし， 神は， 有がすなわちその本質であるようなものとして， 有である

といわれるのであるし， 善性そのもの(ipsa bonitaめであるようなもの

として， 善であるといわれる。 しかるにほかの事物においては， たとえ
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ばソクラテスは， かれが人間性そのものであるからではなぐ， 人間性を

有するがゆえに人間であるといわれるごとく， 分布的な仕方で(per par

ticipationem)述語づけがなされるのである。」

これらのテキストにおいて見られるように， 類的な一義性をもってではな

く， 先・後関係によって統御された多義性をもっておこなわれる述語づけ

が類比と称せられている。 そして， 当の多義性を純粋な多義性におちいら

ないようにしている先・ 後関係の根拠は， さいごのテキストにおいて「本

質的Jと「分有的」という巧ーえ方によっていちおう説明されている。 しか

し， さきにも指摘したように， こ れまでのところより先・より後というこ

とは， それ自体において捉えられてし、るにとどまり， それとわれわれにと

ってのより先・より後との関係があきらかにされていないかぎりにおいて，

トマスの頴比思想はまだ充分に解明されていると はいえない。

ところで， つぎのテキス トにおいては「より先・より後」について二つ

の意味が区分されている。

「われわれが事物に名前をつけるのは， 事物について認識を獲得するの

に応じてである。 ところが， 本性においてより後なるものがふヨうわれ

われにとってはより先に知られるのであるから， しはLばっさの乙とtJ主

おこる。 すなわち二つのものを同じ名前で呼ぶ場合， 当の、名前によって

表示されていることがらはその一方においてより先に存在しているのに，

その名前は他のものについてより先に用いられることがあるσ 己れは神

と被造物についていわれる名前においてあきらかである。 すなわち， 有，

善， などは先に被造物を呼ぶのに用いられ， そこからして神についての

述語づけへと移行せしめられる。 ところが存在とか善とか は神におい℃

より先に見出されるものなのである。」

「われわれは， 名前によって表示されているところのものに関するぬ冶ぎ

りにおいては， これらの名前(1善J r智恵、あるものJ)は被造物につい

てよりも神について， より先なる仕方で語られているのであるといわな
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くてはならない。 まことにこの種の完全性は神よりして被造物に流れ入

っているのである。 ただ名前の付与ということに関するかぎりにおいて

いうならば， われわれがより先に認識するものであるところの諸々の被

造物に， これらの名前はより先なる仕方でわれわれによって与 えられ
(6 ) 

る。」

これらのテキストにおいては， 有(ens)善(bonum)英知(sapientia)など

の名前が神と被造物について類比的に述語されるということの意味は， こ

れらの名前は被造物についてわれわれが獲得した認識にもとづくものであ

るとはいえ， それらによって表示されていることがら， ないしは完全性自

体は， より先に神のうちに見出され， したがって神についてより先に述語

される， ということであるとされている。

ここでただちに問題になるのは， われわれにとってより先なるものとし

て認識された被造物における諸々の完全性が， いかにしてそれ自体におい

てはより後なるものとして認識されるにいたるのか， ということである。

いいかえると， 被造物における諸々の完全性が分有的であることが認識さ

れ， したがって本質的な仕方で見出される完全性よりも後なるものとして

認識されるにいたるのはどのようにしてか， ということが問題である。

このことは， 神は被造物におけるこうした完全性の原因なのである， と

いうことによっては説明されない。 神が被造物における存在や善の原因で

ある， ということによっては， これらの完全性が被造物においてよりも神

においてより先に見出される， ということは説明されない。 トマスがいう

ように， 医薬が動物の健康の原因であるといわれる場合， 医薬それ自身が

動物よりも先に健康であるわけではなく， むしろ健康ということはつねに

動物についてより先なる仕方で語られるのである。 同じように神が被造物

における存在， 善などの完全性の原因である， というだけでは， これらの

完全性はつねに神についてより後なる仕方で語られることになる。 したが

って， これらの完全性が神についてよ り先に述語されることを説明するた
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めには， どのようにして神自身が認識されるのかを説明しなければならな

い。 それによってはじめて， 存在や善が神においてより先に見出されると

いうことの意味が理解されるのである。 しかし， トマスによると， われわ

れの知性は現在の状態においては (in statu viae) 諸々の被造物よりする
(8) 

ほか神を認識しえないのであってみれば， たんに被造物の原因としてのみ

でなく神自身を認識することはいかにして可能であろうか。

註

(1) トマス の初期のテキス ト， たとえばIn 1 Sententiarum， Prol. q. 1， a. 2， 

a d  2 ; d. 19， q.5， a.2， ad1 ; d. 35， q.1， a. 4. などにおいて， トマス はこの表

現を否定しているかに見えるが， 詳細な検討によってそうではないことが判明

する。 なお cf. G. Klubertanz， St. Thomas Aquinas on Analogy， Chica耳0，

1960， pp. 30-31. 

(2) De Ente et Essentia， VI， 32. 

(3) De Principiis Naturae， Vl， 367. 

(4) Summa Contra Gentiles， 1， 32， 289. 

(5) De Veritate， 4， 1. 

(6) Summa Theologiae， 1， 13， 6. 

(7) Ibid.， 13. 2. 

(8) Ibid.， 13， 1. et passim. 

III res significa taとmodus significandi 

前述のように， トマスによれば神は諸々の被造物に基づいて， 被造物の

根源という関係に即して(secundum habitudinem principii)認識されるほ

かないが， しかもたんに被造物の原因たるかぎりにおいてにとどまらず，

神自身が認識されるということを， 表示されたことがら (res significata) 

と表示の様相(modus signi ficandi)との区別をてがかりにあきらかにして

みたい。
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前節において， われわれが神と被造物について， なんらかの完全性を友

示する名辞 (:存在J r善」など〉を述語する場合， われわれにとっては被

造物において分有されているかぎりでの完全性がより先なるものであり，

より先に認識されるのであるが， それ自体においては， つまり表示された

完全性自身についていえば， それはより先に神において見出される， とい

う ことを見たc， ふつうわれわれが事物についてなんらかの ことを述請する

場合， その述"百づけ はさ1の事物についてわれわれが知性的に認識 したこと

を表示するものである。 いいかえると， そ こで事物のなんたるかが認』滋さ

れてL、るかぎりにおいて， 述語 は事物の本質そ開示 す る も の(declara ns.

essentiam rei)と'.、う ことができる。 そして人間の知性は， つねに事物の

感覚的表象(phantasma) に自らを向ける ことなしには， 事物の本質を認

識するこ と はできない。 このような人間的認識の様相は， われわれが!日い

るすべての言葉につきまとっており， われわれが丹jし、るすべての百葉， お

よびそれらに主って表示される観念はすべて感覚的表象への関係をふくん

でいる。 し、し、かえると， 人間的認識の様相に対応する表示の様相をふくん

明いるわけである。

しかしこ こで問題が生ずる。 それは， われわれの用いる百柴は， 知性iこ

よ〉て認識されたかぎりでの事物一一いいかえると， われわれにとって可

知的たらしめられたかぎりでの事物を表示するにとどまるか， という問題

である。 さらdこっきつめると， 知性的認識は感覚的表象へと日を向けるこ

とによってのみ行なわれるかぎり， われわれの用いる言葉は感覚的支象が

表現 (repraesentatio) しているかぎりにおいての事物を友ぷする に とど

まるのであろうか; 逆にいうと， 感覚的表象への関係という表示の 様相

(modus sig nificandi) に包み こまれることなく， むしろそれを超越するよ

うな (事物の) r認識j も成立しているのではないか， そしてわれわれの

問いる言葉はそのような[認識J， もしくはそのような 「認識j において

捉えられているかぎりでの事物をも表示しているのではないか。 トマスが
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衣示の様相から区別された「表示されたことがらJ (res s ign ificata) を認

めているのは， ほかならぬこの碕の「認識」の成立を認めていたからであ

ると考えられるのである。

じつはトマスはこうした表示の様相に包みこまれることなく， むしろそ

れを超越するような知的認識を認めていたのであり， それは感覚的表象よ

りの(事物の本質の〉抽象という仕方が行なわれる認識に対照せしめられ

た， 感覚的表象よりの分離(separatio)もしくはその否定(negatio)をもっ

て行なわれるようなI認識]である。 前者において捉えられるのが事物の

本質であるのにたいして， 後者においてわれわれは事物の存ι(esse)に触

れることになる。 事物の本質は， 感覚的表象において表現されているかぎ

りにおいての事物をどこまでも読みとってゆく， とい今仕方で認識される

のにたいして， 事物の存在はこのようにして読みとられた事物の本質を，

まさ しく否定的に超え出るという仕方で「認識」される。

トマスが友ぷの様相からlx�別すべきことを主張したI jもFされたことが

ら」とは， このような〔本質を超越するような〉仕方で「認識Jされたも

のと解釈する。 そのように解釈するときにのみ， まず被;il�)において先に

認識される完全性を表示するところの名辞を神について述話する場合， そ

の長ぷの様相を否定しつくした後においても， 当の名古宇は空虚なものとな

ることなく， むしろ絶対的な仕方でその完全性を表示 しうるであろう。 い

L、かえると， 本質を超える存在の「認識」の可能性を認めた場合にのみ，

「表示の様相jと「表示されたことがらj とを区別することが怠味を持つ

ことができるのである。

トマスにおける， 事物の本質と存在との聞の関係の理解については， こ

こで立入つてのべることはできない。 ただ前節でのべたことに関連して，

本質は人間的認識の条件ないし様相に対応するものであって， われわれに

とってより先であり， より先に認識されるものであるのにたいして， 存在

は絶対的な完全性そのものたるかぎり， それ自体においてより先なるもの，
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といえるであろう。 そして， 本質がわれわれにとって可知的なるものであ

るかぎり， それ自体においてこれよりも先にl可知的」であるところの存

在は， む しろ「超可知的」とでも称すべきであろう。

このように， われわれの知的認識は， 表示の様相に包みこまれるところ

の対象(本質)と， それを超え出る表示されたことがら， もしくは完全性

(存在〕という二つの方向へ向うものであり， そこにわれわれの知的認識

が根元的な多義性を免れない理由がある。 しかし後者はあくまで前者二本

づくものであっ， TìíT者の否定的超越を通じて到達されるものであるかぎり，

それは純粋な多義性ではなく， 計画的な多義性であり， すなわら類比であ

る。 そこでつぎに， これまで考察したところにもとづいて， 神と被造物と

の類比， および， fこんに被造物の原因たるかぎりにとどまらず， 神自身が

直接的に認識される日J能性が， どのように解明されるかを見てゆくことに

し7こし、。

註

(1) S. T.， 1， 13， 2， ad 2 ; 13， 8. 

(2) Cf. 1n Boethii De Trinitate， 6， 2 

(3) この点に関しつぎを参照。 E. Schillebeeckx，" The Non-Conceptual 1ntel-

lectual Dimension in our Knowledge of God according to Aquinas，" Reve-

lation and Theology 1I， New York， 1968. 

(4) 1n De Trin.， 5， 3; 6， 2. 

(5) “Propter excessum intelligibilis supra intellectum" S. T.， T， 12， 1. 

IV 隠れたる神

前節のさいご‘で提示した問題を考えてゆくにあたっては， トマスの徹底

した否定神学的傾向を心にとどめておかなければならない。

「つぎの意味においてわれわれは， われわれの認識の究極において神を

知られざるものとして認識するといわれる。 けだし， 精神は， 神の木質
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はおのれが地上の生において把握しうるすべての ことを超えるものであ

る こと， その ことを認識するときに こそ認識の頂点にまで遣した ことに
(1) 

なるのである。j

「われわれが神は， 人聞が神について考えうるかぎりのすべての こと

を超えるものである ことを信ずるとき， ただその時のみ神を真実に認識

するのである」

lわれわれは自分たちが神がなんであるかについて無知である ことを

知っているという こと， まさにその ことが神を認識する ことにほかなら

ない。」

「神がなんであるかは， われわれが神について認識すると ころをすべ

て超えているという ことを知っているかぎりにおいて， おのれは神につ

いて無知である ことを知る こと， それが神についての人間的認識の究極

である。J

これらのテキス卜は トマス的「不可知論Jという表現をよびお こすのに

充分であり， トマスは， われわれは神についてまったく知りえないのだ，

と主張しているように思われる。 しかし， かれの真意は， I神はいかなる

仕方においても認識されないという ことではなくして， ……神は完全に認

識される， あるいは把握される (comprehendi) ことのできない もの であ

る」つまり， 神が「可認識的(cognoscibiliめであるまさしくそのかぎりを
(6 ) 

つくして認識される」 ことはない， というと ころに存するのである。

この点に関する トマスの考えはつぎの三段階にわけて説明する ことがで

きる。 第一に， われわれは可感的なもの(sensibilia) よりして， それらの

原因たるかぎりでの神の存在を認識するととができる。 いいかえると， 神

がある ことを認識できる。 第二に， しかしわれわれは神がなんであるかを，

つまり神の本質を認識する ことはできないーーすくなくとも感覚を出発点

とせざるをえない， われわれの自然本性的な認識に関するかぎり， そうで

ある。 第三に， われわれは神がなんで、ないかを認識する ことは可能である。
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すなわち， fJi物の第一原因であり， しかもおよそ自らによって 原因され

た一切のものを超えているものたるかぎりにおける神にかならず適合せざ
(8 ) 

るをえない諸般のことがらの認識を神について持つ」ことができる。 それ

はじっさいには， 神について， 神によって原因されたものに属することが

らを否定し， 除去することによって到達される認識であり， つまり神がな

んでないか， の認識である。

ところで， 神はなんでないかを知ることに存する神の認識， すなわち神

についてどこまでも否定と除去を徹底させてゆくことによって到達される

神の認識は， 神についてのなんらかの肯定的な|認識」を合怠しているの

ではないだろうか。 もちろん， この宵定的なl認識]は神がなんで、あるか

の認識， つまり神の本質の認識ではありえない。 したがって， それを認識

と呼ぶこと自体， 問題であるといえよう。 ではそれは神が存夜するという

ことの認識であろうか。 トマスは本性的にわれわれに植えつけられている

ところの， 神が存在するということの認識について語っている。 しかし，

これは「或る一般的な仕方，一穐漠然たるかたちにおいてJ(in aliquo com

τnuni sub quadam conf usione) にすぎないものであって， われわれがこ

こで考えているのは， もっと明確なものである。 それは， 事物の本質を超

えるものとしての存在の把捉に内含されているところの， 存在 そ の も の

(Ipsu m  Esse) の[認識」である， ということができると思う。 われわれ

は事物の存住を把握しえたかぎりにおいて， 存在そのものに内合的に[触

れて」いるのであり， やがては存在そのものを「木質」として認識(すな

わち見神( visio Dei))しうる可能性を有するのである。 これが， トマスに

おける神の否定的認識において予想されているところの， 神の肯定的l認

識」であると思う。

このような， 神に|期する肯定的「認識」に関連して忘れてはならないの

は， 神はそれ自体においては最も認識可能的(ma xime cog noscibilis)であ

り， その可知性はし、かなる質料的・可能的なるものによっても制限されて
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いなし、という，意味で， 無限の可知性だということである。 しかし， われわ

れにとっては， むしろ超可知的であるがために， 自然本性的な認識という

意味では認識不可能であるといえる 。 しかしながら， さきにのべたように，

いかなる仕方においても認識不可能というのではなく， あらゆる認識を超

出するものとして「認識」されるのである。 この一見逆説的な表現は， お

よそわれわれによって認識されるのは事物の本質であり， そして本質とは

事物の存在を制限するものである ことを理解するときに， けっしてたんな

る逆説ではないことがあきらかとなる。 さきにのべたように， われわれは

このような本質から存在を医りIJし， 後者を「認識」できる。 したがって，

L、かなる本質によっても制限されない「存在そのものIなる神は， あらゆ

る認識を超出するものとして「認識」されるのである。

無限に可認識的なる神を把握し(com pr ehend ere)うるのは神のみであり，

その意味で存在そのものなる神は， かれ自身にとって本質でもある。 しか

し， 神において存在と木質とはf，司ーであるとはいえ， 神はあくまでわれわ

れのいっさいの認識を超えでるものであるかぎり， その本質がわれわれに

よって認識されることはないコ これにたいして， 見神 ( visio Dei)とは，

われわれが有する自然本性的な能力によってではなく， 神の思寵によって，

神が無限に可認識的なる自己の本買を認識する， その自己認識に参与する

ことによって行なわれるものである。 そのときわれわれは， まさしく神の

本・質において神を認識する。 しかるに一一一 この点がきわめて重要であるが

一一このような神の本質認識が思寵によって可能になるというのも， 人間

の知性が事物の本質を認識するにとどまらず， 存在をも捉えうるよう自然
(1õ) 

的本性によってできているからにほかならない。 まことに人間の自然本性

的な認識に関する限り， 神は存在そのものとして「認識Iされるにとどま

り， その本質が認識されることは不可能であるとの意味で， ど こ ま で も

「知られざる者J I隠、れたる神jとして「認識」 されるにとどまる。 しか

しこのような「認識Jは， 思議による神の本質認識へとたかめられること
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が可能であり， トマスにとって「知られざる皆」としての神， 哲学者の神

は， 至福なる者の見るネ申， 恩寵の神と別なる者ではないのである。

註

(1) ln De Trin.， 1， 2， ad 1. 

(2) S. C. G. 1， 5， 30 ; ][;ι9， 2270. 

(3) In De Divinis Nominibus， VIII， 4， 73 1. 

(4) De Potentia， 7， 5， ad 14. 

(5) S. T.， 1， 12， 1， ad 3. 

(6) Ibid.， 12， 7. 

(7) Ibid.， 1， 2， 2 ; 2， 2， ad 2 ; 3， pro1. ; 12， 12. ただし こ こで神の存在という

のは， 神の本質と同一視される神の存在(回目)ではない。 Cf. ibid.， 3， 4， ad 2. 

(8) Ibid.， および 1， 2， 1. 

(9) Ibid. 

。Q Ibid.， 1， 2， 1， ad 1 

tt� Ibid.， 1， 12， 4， ad 3. 

(12) Ibid.， l， 12， 1 ; 12， '1， ad 2; 12， 7. 

同 「知られき.る神」の認識と， プラトン派における神の不可知性に関する研究

としてつぎを参照。 A. C. Pegis， “Penitus Manet Ignotum". Mediaeval Stu-

dies xxvn， 1965. 

H司Cf ]. Owens， “Analogy as a Thomistic Approach to Being，" Mediaeval 

Studies XX lV， 1962， P. 315. 

同 S. T.， 1， 12， 4， ad 3. なおトマスにおける potentia obedientialis の思想

を参照。

V 存在の経験と類比

これまでの考察は， アリス トテレスにおいてみられるごとき， Iわ れわ

れにとって」と「無条件的な意味におけるJ Pl明さの区別は， 事物の本質
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と存在との明確な区別をまってはじめて充足的経験の論理として成立 しう

ることを示そうとする試みであった。 この経験の論珂を穎比と称するのは，

人間的認識は不可避的に， 認識のうちに包みこまれるかぎりにおいての事

物と， それを超越するかぎりにおいての事物との二方向を指示するもので

あり， そこに人間的認識 (および言語〉の根元的な多義性が認められるの

であるが， この多義性は純粋な多義性ではなく， より先・ より後」なる

に従って統御された計画的な多義性であることによるのである。

人間的認識がその固有の綜相において認識しえたところのもの( 本TI認

識〉を超え出る可能性 (capacita s)をふくんでいること， その意味でまさ

しく無限への能力 (pote ntia ad infinitum) であることが， 千lドをたんに万

物の原因fこるかぎりにおいてのみでなく， 神として認識しうる ことの制拠

であった。 このことは人聞の経験が無限にたいして聞かれていることをJ2

味するのであり， 類比はこの意味で、の充足的経験の諭環にほかならないっ

そしてこの経験は事物の本質を超越する存在の経験であるかぎりにおし、て，

ここでいう充足的経験とは存在の経験であり， その論fI!!は存{l:の穎比であ

る。

註

(1) I存在の類比」とし、う表現を正当化しうるごときトマスのテキスト を二つだ
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