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トマス ・ アクイナスに￡、ける

神の像なる人間について

長 倉 久 子

創世紀は 「人聞は神の像として造られた」と記しているが， この記述に

基 づいて 「神の像J i mago Dei は， キリスト教的人間論の中核的 概 念、 と

され， 古来， これに関する多くの，思想が生み出されてきた。 I神の像」 と

いう言葉は， 単に人間の本質を語り人聞を宇宙に位置づけるのみならず，

三位一体論， 創造論， キリスト論， 救済論， 倫理霊性論等に関連する広い・

意味内容をもっ 概念、である。 従って， これら諸論が発展するに伴い， I仲

の像」の思想も発展し， 内容を深め豊かにしてきたのである。 ここでトマ
(3) 

スの思想を見るに先立ち， 極く簡単にその跡を辿ってみよう。

創世紀冒頭lごみられる「神は人聞を自らに像り自らに似せて創造し， 地

上の他の一切のものに対する優位， 支配権を与えた」という思想は， 旧約

全体を貫いている人間観である。 人間は， 原罪の惨めさの中にあっても，
(5) 

天使には劣るが他の一切の被造物に優る尊厳を変らず保持している。 新約

になるとパウロは神の像の思想をキリスト論及び救済論に発展させる。 キ

リストは， 父なる神の完全なる像であり， 見えざる神を人間に開示するも

のである。 人間は神の像として造られたが， 原罪によってそれを損った。

その回復と完成は， キリストの救済による恩寵によってキリストを模倣す

ることによって実現するのである。
(8) 

ギリシャ教父達は， パウロのキリスト論から三位一体論に延長し， 受肉.

以前の神性そのものなる御子は， 御言葉として御父の理念、を表わす御父の・

完全なる像であり， 受肉したキリストは御言葉の像であるとしている。 ま

た人聞に於ける神の像を精神に局限し， 身体をそれから除外している。 人
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問に於ける神の像は， 原罪によって喪失されはしなかったが崎形になった。

この回復の為に受肉があり， 各人は恩寵によって霊的進歩を遂げ， 次第に

範型なるキリストにより完全に類似してゆく。 一一一 ここでギリシャ教父達

は， 創世紀の「我々に像って我々に似せてJ ad imagine m et si mil it udinem 

nωtra m という言葉を魂の進歩を表わす為に用い， 像 i mago， dKWIJの完

成されたものとして類似性 si militudo， 旬。ωσl<;;を解している。 この「像か

ら類似性へjという発展の図式は， ラテン教父を経て中世に継承されてい

る。

アウグスチヌスも人間に於ける神の像を精神に局限し， 人間の優位性は

精神によること， 原罪の影響は像の喪失にまで至らず崎形に」とっているこ

と， その回復は恩、寵によること等の見解を保持しているが， t皮の独自性は，

人間に於ける神の像を三位一体の像として捉え， 精神の三一的構造を探究

したところにある。 三位一体を映す像として人間精神には先ず精神 mens，

識 not it ia， 愛 a mor の三一性が見出される。 これは能力の三一性であり，

三位一体を類比的に表現する3精神には更に記憶 me moria， 知性認識intel・

l igentia， 意志 volunt as の三一性が見出される。 これは神を対象として生

まれる現実的認識及び愛による三位一体の活きた像である。 人間に於ける

三位一体の像とは， 単に三-fl句構造をもっ能力としての精神ではなく， 能

力をはたらかせることによって活きた三位一体を反映する動的精神である。

この活きた動的像の実現こそキリスト者の生活である。
(10) 

十二世紀にはアウグスチヌスの伝統に加えてギリシャ教父の伝統が再導

入され， 飛躍的発展がみられる。 ベルナルドゥスとサン ・ ティエリのギヨ

ムは， 愛を強調するシトー学派の霊性神学に基 づいて， 神の像の本質を愛

のもとなる自由意志に置き， 思寵による像の回復， 愛徳ないし自由意志に

よる像から類似性への発展を主張する。 これに対しサン ・ ヴィクトルのフ

ーゴーは， 像の本質を意志のみならず知性にも置いている。

十二世紀に於ける神の像の思想のうちでトマスにとって重要な意味を有
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するのは， ロンパルドゥスの「命題集」である。 彼は， 神の像については

何ら独創的な思想を生み出さなかったが， それまでの思想を集大成してい

るからである。 彼はアウグスチヌスに倣い， 三位一体論と人間の創造論に

おいてそれを扱っているが， しかし神の像の思想、それ自身 を特別に重視し

ているわけではなく， 人 間創造の目的に関しでも魂の霊性に関しても， そ

れが中心概念、であるとは看倣していない。

トマスが神の{象について論じている主な著作は， ��命題集註解jJ U真理
(13) (11) 
論』及び町中学大全1の三つで、あるが， 断片11"1言及は聖書の註解や『能力

(1，-)) 
論jJ r対異教徒大全」等にも見出される。 ここでは， トマスの神の像の思

想が集約的に見t 1'，される「神学大全」第一部・第九十三問題を中心に探究

してゆきたい。

神 と 世 界

トマスが「神の像]なる人間在論じるのは， U神学大全1第 ・部の『神

よりの被造物の発tt-L'iの終りの部分であり， 第九十三問題には 「入閣の創

造の目的ないし終極について」の標題が付されていることからも明らかな

ように， 彼は， 人 間の!神の像jという規定を創造論を背景に論じている。

創造とは， 神よりの被造物の発tl \ p rocessi o  creat ur aru m a Deo であり，

神と被造物との関係 rel atioに他ならない。 従って 広義には創造論には

被造物の時間のみならずその医分 disti ncti o 及び統宰 guber nati o も含まれ

る。 トマスは， これらを論じるに先立って[有の第一原因なる神」と被造

物との関係を明らかにしているが， 被造物の産出， 区分， 及び統宰はこの

関係に対応するのである。

神の被造物に対 する関係は， 先ず作動因 causa effici ens として表わさ

れる。 全ての被造物は， 必然的非分有的有なる神によって無から創造され

た偶存的有にすぎず， 神に絶対的に依存している。 そして， 全ての能動者

は自己に似たものを産出するのであるから， 第一作動因なる神の創造的行
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為の果なる被造物も， 何らかの仕方で原因なる神を表現し神に類似してい

笠 神は， また範型因 c 臼a胸閃m μ向a 巾として被造物称恥に口こ

創造に際して自らの精神のうちなる範型. イデアに従って被泣物に形相を

与42)
。 被造界に形相の多様性 及び不等性が見H�されるのは， 神の善性が

無限であり， 創造の目的なる神の普性の顕示 manifestatio は， 一被造物，

ー形相によっては十分になされえないからである。 神は更に万物の目的因

causa fina lis である。 最高善になる神は， 被造物に自らの無限の善性を分

与すべく創造する。 被造物にとって神の善性は究極目的であり， この目的

を達成することによって被造物は自らの完成を得る。 神を目的として追求

することは， 神の善性を分有し神に類似してゆくことである。 神は， これ

を被造物に実 現すべく 4切を統宰し， 個々のものを限珂によ-)て配慮する

のである。 トマスは， こうした[万物は創造によって神より発出し， 統宰

によって神に戻ってゆくjという発出と還帰の存庄論的凶式を前提にして

「神の像J を論じているのである。 つまり， r-f象j とし、う言葉は類似性を

表わす概念、であるが， 人聞が神の像と呼ばれうるのは， 被造物 -般の神へ

の類似性が， 第一原因なる神との関連に於て存在論的に根拠�5けられるか

らである。

神 の 跡

では類似性とは如何なるものであろうか。 類似性 si militudo とは， 一般

に何らかの意味で形相の共通性 co m municatio ないし適合性convenient ia

をもっ複数のものの聞に成立つ関係であり， 多義的な概念、で、ある。 それは

因果関係の有無， 観点 r at io の同一性 及び程度の均等性の有無に関わらず

語られ， また類比によっても類似性が述語されうる。 被造物が神に類似し

ているといわれるのは， 因果関係を有L， 有の類比による類比的な不完全
(26) 

な類似性である。 神への類似性は， 痕跡 vestigiu m と像 imago とに大別

される。 痕跡は， 語源的に獣などの足跡 vest igiu m を示す言葉からとられ，
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原因の原因性は示すが， しかし種的形相に於る共通性は有しないような類

似性を意味する。 全ての被造物は， 存在することによって存在の原因なる

神を表現し， その限りに於て神の痕跡 vestigi u m Dei と言われる。 他方

{象は， 語源的には 「模倣するJ i mitag o の結ったもので， 例えば産み出さ

れた火が産み出した火宏， ゼウスの{象がゼウスを， 子が父を， というよう

に種的形相の， 或いは種に固 有な附帯性の共通性によって原因或いは範型
(30) 

を表現し類似を示す。 像といわれるのは理性的被造物のみである。 痕跡も

f象も， 原因ないし始i原との関係を有する類似性であり， いわば類似性の種

概念である。

神 の 像

従って， r神の像Jとは「神を原因， 始源とし， また範型として， 神へ

の種的類似性ないし種に固 有な附帯性に於ける類似性を有するもの」と定

義されよう。 ところで， 像の概念、は多義的であり種々に分類されるが， 神

の{象もまた多義的概念で、ある。

まずパウロによれば， 三位一体の第二のぺルソナの御子は「見えざる神

の御像」である。 像の概念には， 類似性に加えて始源よりの発出と始1原へ

の種的類似性という条件が必要である。 ところで， 神のうちには御父を始

源として発出し御父と同ーの本性を有する御子が存している。 従って神に

ついて像ということが語られうるのである。 しかし， 像という名称は， 始

源とか発出ということが神に於てはベルソナに属する事柄であり， 神の本

質について語られるのではない故， 本来的にはベルソナに対して付される。

トマスは， 聖霊は御父と御子との{象であるとするギリシャ教父の説を斥け
(35) 

て， 聖書を典拠とするラテン教父に従って御子にのみ像の名称を付してい

る。 御父は， 根源なしの根源であるから始州、よりの発出という要素を含ま

ず， {象の名称が付されないのは当然である。 しかし， 聖霊に対してこの名

称を斥ける理由については多くの説があった。 トマスは， その理由として
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二つを挙げている。 即ち聖霊は， 御父と御子より発出し御子と同様に御父

の本性を受けとるが， 御子のように 「生れたもの」とは呼ばれない。 従っ

て聖霊は， 御父に類似したものではあっても 「像jという名称は受けない

のである。 また御子は， I御言葉」と呼ばれ御父の永遠の理念を表わすが，

理念は， それが派し来るところの事物に対しτ種的形相に於ける類似性を

有する故， 事物の{象と呼ばれてよい。 従って御言葉なる御子は， 御父の理

念を表わす像とされうる。 他方， 聖霊は 「愛」として派出する。 愛には，

理念、の場合の如き種的形相に於ける類似性が含まれない。 従って， 聖霊に

は「像」の名称、が付されないのである。 御子は， 御父と永遠より本性を同

じくする御父の完全なる像であり， 造られざる像 imag o increat a である。

次に 「神の像」が述語づけられるのは理性的被造物である。 しかし， そ

れは被造的像 i mag ocreata であり， 類比的にのみ語られる不完全な像に

すぎない。 丁度， 王子が王の完全な像と呼ばれるのに対し， 貨幣の上の王

の像は， 王と本性を同じくしない故に不完全な像とされると同様であり，

創世紀は， それを「我々に像ってJ ad i magine m n ostra m と前置調ad を
(37) 

以て適切に表現している。

ところで， 非理性的被造物には神の像は述語づけられない。 なぜなら像

の概念には種的ないし種に固 有の附帯性に於ける類似性が必須でトあるが，

種的類似性は究極的種差による。 被造物にとって究極的種差は理性を有す

ることであるから， 理性的被造物にのみ神の像が述語されうる。 非理性的

被造物のうちのあるものは存在することによって， また他のあるものは存

在し生命を有することによって神への類似性を示すが， しかし， それは痕
(38) 

跡としての類似にすぎないのである。

理性的被造物とは天使と人間である。 両者を比較すれば， 天使は人間よ

りもより完全な知性的本性を有する故， 人間よりもより完全な神の像であ

ると言える。 同様に， より上位の天使はより下位の天使よりもより完全な

像であると言える。 しかし附帯的特質に於ける神の模倣(例えばa 子を産
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むことによって三位ー体内の発出を模倣するとか， 或いは魂が身 体の凡ゆ

る部分に全体として存在することによって神の世界に於ける遍在を模倣す

る〉によって人聞は天使よりもよりよく神を映す像であるとも言えるが，

これはあくまで第二義的である。

神の{象なる人間

創世紀に由来する「神の像」という人間の規定は如伺なる意味を有する

のだろうか。 一ー まず， 人間は理性のみならず身 体も具えているが， しか

し以上から明らかなように， 非理性的被造物と共通的である身 体は痕跡と

しての類似性を有するにすぎず， 人間に於ける神の像の本質は知性i ntel 1ec-
(40) (41) 

t us ないし精神 mens に限定される。

と ころで， 作動因なる神の創造的行為の果として全ての被造物は， 痕跡

として或いは像として， 神の本質と|司i時に三位一体を表現している。 即ち，

全ての被造物は， 存在することによって神の本質を表現するとともに， 実

体であることによって根源なしの根源なる御父を， 形相を有することによ

って御言葉なる御子を， 他者への秩序をむすることによって秩序の源なる

聖霊を表現している。 これは痕跡的表現である。 人聞は理性を有すること

によって神の像とされるが， それは神の木質の表現である。 人聞が像とし

て三位一体を映すと言われるのは， 精神を有することと知性に於ける言葉
(43) 

の発出と意志に於ける愛の発出とが見tllされることによってである。

この人間精神に於ける三位一体の像は常にr;，Jじ様態に於て見出されるの

ではなく， I時には能力として可能態的に， 時には徳、として能力態的に， ま

た時には活動として現実 態的に見出される。 このうちで第一義的に三位一

体の像とされるのは現実 態に於けるものである。 なぜなら神のベルソナの

区別は御父よりの御言葉の発出とその両者よりの御愛の発出とによってな

されるが， 人間精神に於ては精神の有する知識より現実 的思惟によって内

的言葉を形成しそれより愛が生ずるのであるから， 現実 態に於て神的ベル
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ソナの種的表現に最も近いからである。 しかし， 現実態の根源は能力と能

力態であるから， 第二義的には三位一体の像は能力に於て， 更に一層能力

態に於て潜在的仕方で見出されるとしてよい。 トマスは『真理論』に於て，

現実態として見出される像を三位一体の完全な模倣と倣し， 能力ないし能

力態に於ける像を不完全な模倣と倣している。 しかし人間精神は常に現実

的に活動しているのではないから， 永続的には能力態に於て見出される。

では精神が何を対象としても， 三位一体の像であると言えるだろうか。

{象の概念には極的類似性が必須条件であるから， 被造物について語ら

れうる限りでの神への種的類似性を有していなければならない。 ところで

三位一体に於ては， 御言葉は神自身 の知識によって神より生れ， 御愛は神

自身に対する愛によって神から発するが， 言葉や愛の種的区別は対象によ

ってなされるから， 人間に於ける三位一体の像は， 神についての知識より

生れる瓦葉とそれより発する神への愛とに見出されるとすべきである。 従

って， 精神がこの世の事物を対象とする場合には三位一体の像は認められ

ないことになる。 ところで精神が対象に向う仕方には， 直接的仕方と非直

接的仕方一一例えば鏡を通して見る如き媒介的仕方一ーとがある。 従って

三位一体の像は， 第一義的には神を直接的に知り愛することに存するが，

第二義的には自己を知り愛することによって， 非直接的に神を知り愛する

ということにも存するとしてよい。 トマスは， 前者を相似による像ima go

secund um conf or mitate m と呼び， 後者を類比による像 i mago sec undum 

analogia m と呼んでいる。

以上で神の像の基 体と対象とが明らかになったが， 像は全ての人聞に一

様の仕方で見出されるのだろうか。 一一トマスは伝統に従って三段階に分

けている。 即ち第ーは， 精神を有することによって全ての人間に見出され

るもので， 自然本性的に具っている神を知り愛する適性としての像。 第二

は， 現実的ないし能力態的に， しかし不完全な仕方で神を知り愛することに

見出される像で， 思、寵を有する義人に於ける， 恩寵によって神への相似性
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を与えられた像。 第三は， 現実的に完全な仕方で神を愛する像で， 天国の

至福者たちにのみ見出される栄光の光によっ て， 神に類似化された像であ

る。 かかる段階づけは， 像から類似性へというギリシャ教父以来の伝統に

従うものである。 ここで類似性とは， 先の像と痕跡とを包摂するいわば類

としての類似性ではなく， f!象に後続する概念、であり， 像の完成されたもの

を意味する。

さて以上から， 創世紀の 「人聞は神の像として創造されたjという記述

の意味を， 若干次のように纏めることができょう。 即ち， 霊的被造物と物

体的被造物との中間者なる人間は， 身 体を以て痕跡として， また精神を以

て像として創造主の類似性を宿している。 そして， 人間が他の物体的被造

物に優位する所以は精神を有することであり， そこに人間の尊厳が存する。

更に「人間創造の目的ないし終極について」という標題によっ て， 人間に

l於ける完全な像の本質は， 精神の神を対象とする現実的活動である故， 究

極的に人聞は神を現実的に認識し愛する為に造られたのであり， それが人

間の究極目的であることが示唆される。

しかしながら， 人聞は直ちに究極的に完成されたものとして造られたの

ではなく， 究極的完成を達成すべき課題を負っ た存在である。 先の像の三

つの段階によっ て示唆されているように， 全ての人聞は神の像として造ら

れ， 神を認識し愛する自然本性的適性が与えられているが， これはいわば

i根抵的神の像で， それは恩寵によっ て神に相似した像にされ， 更 に栄光に

よっ て神に類似した究極的に完成された像に発展してゆかねばならない。

要するに「人聞は神の像である」ということは， 神と人間との関係を物

語り， 人聞を宇宙に位置づけ， 人間の究極的完全性が如何なるものである

かそ暗示している。 そして， 人間に於て神の像が究極的完全性に向っ て発

展すべき課題を負っ ていること， これがトマスにとっ て重要な意味をもつ

のである。 なぜ、なら， トマスはこれに基 づいて第二部， 第三部の尾大な神

学的人間論を展開しているからである。 次に我々は， かかる人間の発展性
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は如何なる理由によるのであるか， そして， それは如何にして実現するの
(54) 

かを探究したい。

神 の像なる人聞の完全性

トマスは， 完全性の基 準を現実性におき， それを三段階に分けている。

即ち， 実体的存在に於ける完全性， 附帯的存在に於ける完全性， 及び， は

たらき或いは終極ないし目的に於ける完全性である。 これら三つの完全性

全てを自らの本質によって具えているのは， 存在そのものであり万物の究

極目的である純粋現実態なる神のみであり， 被造物は神の存在， 完全性を

分有することによってのみ完全性を有する。 被造物は， 創造されることに

よって実体及び附帯性に於ける完全性を与えられるが， しかし， はたらき

ないし目的に於ける完全性は， 夫々の被造物に夫々の存在の様 態に従って

与えられたはたらきの能力によって達成すべきであり， それは課題として

与えられた完全性である。 全ての被造物は， 夫々に固有の欽求 appetit us

ないし傾向 inc1 inat io と名付けられる目的への志向性 intentio を有してお

り， この欲求4によって目的左目指してはたらく。 このはたらきは， 究極的
(60) 

には最高善なる神を目指して神に類似してゆくことである。

欲求は， 理性的欲求と理性を欠くという意味での自然的欲求とに大別さ

れるが， 人間は， 叡智界と物質界の両方に属するものとしてこの両者を共

に有している。 しかし， 神の像は精神に限定される故， 神の像なる人聞に

間有の欲求は理性的欲求である。 理性的欲求とは知恵と自由意志による目

的の志向である。

ところで， それによって全ての人聞が神の像とされるところの静的意味

での精神は， 実体と附帯性に於ける完全性にすぎない。 はたらき， ないし

目的に於ける完全性は， 精神が現実的にはたらいている場合に見出される

故， 人聞は現実に認識し意志し愛することによって完全性を得る。 そして，

その対象がより完全であればある程より完全な活動になる故， 究極的完全
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性は， 純粋現実態なる神を対象とし神に類似化することによって達成され

る。 しかし， 可能的なものを自らのうちに含む被造物である人聞は， 常に

現実的活動を為 しているわけではない。 この故に人間の完全性には無数の

段階があり， 各人は常により高い完全性を目指しつつ究極的完全性に進ん

でゆくのである。 かかる究極的完成に向う発展性は人間に固有のものであ

る。 というのは， 天使とは異り， 身 体によって物質的時間的世界に属する

人聞は， 天使の如く唯一つの行為によって究極的完全性を獲得することは

できず， 時間の中にあって多くのはたらきを為すことによって徐々に獲得
(66) 

してゆかねばならない。 この完全性達成の原理は， 先に挙げた人間に於け

る神の像の三つの段階から明らかな如く， 自然と恩寵と栄光の三つである。

ところで万人に生具する自然本性的適性としての像とは， ダマスケヌスの

言葉に適切に友現されている如く， 知恵と自由意志を以て自主独立の行為

を為しうるものである。 従って人聞は， 知忠、と自由意志を以て恩寵の援け

に協力 して完全性を増し， 究極的には栄光の光によって完成される。 だか
(68) 

らトマスは第二郎に[理性的被造物の神への運動」という標越を付し， そ

の冒頭に先のダマスケヌスの言葉をヲ|いて， 第二部全体が神の像としての

人間の神への穎似化達成を目指す過程であることを示唆している。

神 の像なる人聞の完全性の達成

(1) 自然水性的適性としての像

トマスは， 発展過程の第一段階として 「神を知り神を愛する自然本性的

適性」ということを措定している。 これは理性を有する限りの全ての人 間

に見出されるもので， 自然本性を原理とする根抵的神の像である。 では，

自然本性を原理と して如何なる完全性を達成しうるのであろうか。 一一一像

の完全性の可能性と限界とは， f:象の本質を成す現実的神の認識と愛とに関

してみられよう。

果して人間は， 自然本性によって神を知り愛することができるであろう
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か。 トマスはその可能性を肯定している。 先ず認識に関してみよう。 認識
(70) 

の仕方には三通ある。 第一は本質によってする認識であるが， 如何なる被

造物も， 自然本性のみを以てしては神を本質によって認識することはでき

ない。 第二は， 自らのうちに現存する対象の類似性による認識であるが，

この仕方による神の認識は天使に適合する。 第三は， 対象とは別の事物の

うちに存する対象の類似性を抽 出することによってする認識であり， これ

が人間の自然本性的神の認識に適合する。 人聞は， 丁度鏡に映る像を通し

て事物を認識する如き仕方で被造物のうちに反映する神の類似性を遇して

神を認識するのである。 即ち， 神の果なる被造物を通して原因なる神の認

誠に到達するものである。 ところで， 人間の自然本性的認識は感覚から始

まるのであり， 可感的事物を通して推論される限りの事柄を問ることはで

きない故， 自然本性によるやl'の認識も可感的被造物を通して得られるもの

にすぎない。 トマスはこれに， 肯定の途， 否定の途， 卓越の途の三つの仕

方を区別している。

次に愛に関して問われる。 トマスは凡ゆる被造物の中に見られる志向性

intentio ないし傾向性 inc1inatio に注目する。 万物は善に対する欲求を

有し， 夫々に固 有の仕方で、善を追求する。 ところで， 個々の部分的善は全

体的善に秩序づけられている故， 全ての被造物は， 善を追求することによ

って究極的には普遍的善なる神にまで秩序づけられ， 結局夫々の仕方で神

を希求 し神を何ものにも増して愛するのである。 人間にあっては， 理性的

本性に相応しい認識による意識的意志的愛を以て直接的に神を愛するので

あり， また間接的には全ての自己及び他の凡ゆる被造物に対 する愛を神へ

の愛を究極目的としてそれに秩序づけるのである。 しかしながら， この自

然本性的愛は， 自然の始j原であり終極である限りの神に対 するもので， 至

福の源としての神に対する愛ではない。

以上の如き可能性を実現する為に精神はその諸能力をはたらかせねばな

らないが， 能力は， 対象に関しでもはたらきの様態に関しでも未規定であ
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るから， 規定された状態， 即ち能力態である徳に商らされねばならない。

つまり， 理性を神に秩序づけ， 下位の諸能力を理性の規律の下に態勢づけ，

そして意志を神に秩序づけねばならない。 かかる徳は， それへの適性とし

て万人に生具しているが， 腔種の如くであり完成されたものとしてではな
(7月) (79) 

いから， それは習徳されねばならない。 従って， 習徳的徳によって能力が

完成し(静的像の完成)， 完成された能力より完全なはたらき， 即ち神の

認識と愛が生じ(動的像の完成)， これによって自然本性による 人間の完

成がなされることになる。 しかしながらトマスは， かかる完全な徳の習徳
(80) 

は健全なる自然本性 naturai ntegra の状態に於ける可能性であり， 原罪

後の喧落せる本性 natura l apsa に於ては可能でないと断っている。 従っ

て， 現実 には原罪が人間の自然本性的完全性に及ぼした影響を考慮しなけ

ればならない。

「ものは存在する限り善であり， 悪はかかる善を決して破壊 することは

できない」とし、うのがトマスの根本テーゼであり， 彼は原罪及び罪の結果

に対して全堕落説から程遠いかなり楽観的見解をとっている。 まず彼は人

間本性の普を三様に分け， これに即して考察する。 人間本性の善は， (1)自

然本性を構成する諸原理principi a とそれより流出する諸特性 proprietates

(例えば魂の諸能力) (2)人聞が自然本性的に有している徳への傾向 inc1i

nati o  (3)全人類の為 に最初の人聞に与えられていた原義の賜物 donu m jus

titi ae origi n al is に分けられる。 このうち第一の善は， 実体的存在と穐に固

有な附帯性に於ける完全性で， ものが存在する限り有する善である。 これ

は， 人聞が人間たる所以のものであり， 悪に対する基体そのものであるか

ら， 原罪も罪も含めて悪一般が損うことのできぬものである。 第二の蕎は，
(84) 

「基{本の有する現実態への性能 h abili t asJつまり態勢 disposit io で あ り，

これは原罪によって減少した。 罪への傾向が生じた結果， その反対に向う

傾向である徳が減少したのは当然である。 第三の善は， 実体的存在 に付加

された善 bonu m superad ditu m で， 喪失可能な完全性であり， 原罪によ
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(85) 

って全く失われたと言う。 従って， 人聞は徳への傾向の減少によって身体

的情念との葛藤という惨めさに服せしめられたとはいえ， 人間の根源的本

性を成す理性的本性は原罪によって何ら損われず， 原罪前と同じく理性的

本性を有し神の像としての威厳を変らず保っている。 つまり根抵的神の像

は， 原罪によって何ら損われず， ただいわば徳への傾向の減少によって査

められ， 恩寵の喪失によって曇らされたといわれよう。 だから人聞は原罪

後も神を知り愛する自然本性的適性を有しており， これが哲学的神の認識

及び凡ゆる自然宗教の根源となっている。 しかしながら， 徳 への傾向の減

少によって， 神の認識は無知によって， また神への愛は悪意によって困難

にされている。 原罪は他の能力に勝って意志に多く影響しているため， 人

聞は悪意によって妨げられて神よりも個々の被造物に向い， 神を何よりも

愛することに殊に大きな困難を有している。 従って， 人聞の完成にとって

先ず必要であるのは， 原罪によって損われていたものの回復である。 これ

をなすのは思寵であり， この故に恩寵の第一の効果は癒し sa nat io である

と言われる。

ところでトマスは， 発展過程の第二段階として思寵による相似の像を挙

げているが， これは単なる原罪によって損われたものの回復に止るのだろ

うか。 恩寵の第二の効果は高揚 elevati o であると言われるが， それは具

体的に如何なることを意味するのであるか。 そして， その人間の完成に対

する関係は如何なるものであるか。 一一 これらの聞は， 自然と恩寵の関係

の問題である。 ここで差当り以上から推論されるところを纏めてみよう。

1) 自然は 創造によって生じたある意味で 必然的結果であるのに対し，

恩寵はそれに付加されたところの非必然的な狭義の(広義には自然本性も

含まれるから〉賜物である。 のそして， 原罪以前の状態に於ても恩寵(原

義の賜物) なしに， 充全的意味では人間の自然本性的完全性はなかった。

なぜなら 身 体やz濯の下位の諸能力は本性的に理性に服するものではない

から， 理性的魂と下位の身体的諸情念、との聞に絶えず葛藤があったであろ
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うから。 3) 従って， 恩寵は人間にとってある意味で自然的であるともい

え， 自然と恩、寵とは対立せず， 両者の聞には連続及び調和がある。 のし

かし， 恩寵は自然から分離されて喪失可能なるもの故， 両者は秩序を異に

するものとして峻別されねばならない。 5) 結論として， 人間にとって自

然本性の秩序に於ける完全性は， 最高の完全性でも究極的完全性でもなく，

恩寵によるより高い完全性がある。

では恩寵による定全性， 相似の像とは如何なるものであろうか。

(2) 思寵による相似の像

トマスは恩寵の本質を(ここでは常住の思寵 gr atia hab itualis， 後の言

葉で成聖の思寵 gr atia sancti ficans である〉実在的に魂のうちに惜定され

る超自然的性質ないし形相であり， 賜物として偶有的に付加された附帯性
(90) 

としての神性の分有であるとしている。 恩寵は魂の本質に宿り自然本性を

超自然的本性に高揚するものであって， 超自然的秩序に於げる魂の諸属性

がそこより流出すべき根源である。 自然的生命にとって魂がその第一の根

源であるように， 超自然的生命にとって思寵がその第一の根源である。 従

って， 人聞は恩、寵による再生 regener ati o ないし再創造recreatio によっ
(93) 

て超自然的生命に誕生する。 しかし， 恩寵は魂にとって付帯的であり'支 体

的なるものではないから， 自然的魂あって初めて恩寵は語られうる。 思寵

は自然左前提し自然を内部から高揚するものである。 従って丁度自然的秩

序に於ける像の有機的構造に対応するものが超自然的秩序に於て見出され

る。 つまり自然的秩序に於て魂の本質から諸能力が流出し， 諸能力が更に

徳 によって完成され(静的像の完成)， 活動にまで賓らされる (動的像の

完成 ) 如く， 超自然的秩序に 於ても恩寵から超自然 的 諸能 力 (対神徳
(94) 

virtutes the ologicae)が流出し， ぞれが超自然的徳(注入徳 vir tutes infusa引

によって完成され一一一ただし， ここで静的像の完成はなされず自律的には

たらきうるものとはならない。 超自然的はたらきをなしうる為 には型霊の

触 発 instinctus が必要であり， 魂はそれを受ける態勢である聖霊の賜物
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(96) 
dona Sp iri tus Sanc ti を有していなければならない。 一一一活動に於ける完

(97) 
全性(福 音的至福 b ea ti tudin es と聖霊の実 fr uc tus Sp iri tus Sanc ti )に鷲

らされるのである。 これらの超自然的有機的諸要素は， いずれも自然的諸

要素と別箇無縁のものではなく， 自然本性を高揚する為にそれに付加され

た附帯性である。

では恩寵による神の像は具 体的に如何なる現実 的完全性を達成しうるで

あろうか。 まず認識の領域に於ては認識が成立つ為には表象像とそれには

たらきかけて抽象作用を行うところの自然本性の光(能動知性 )が必要で

あるが， 居、寵はこの両者には!して援ける。 一一トマスはこれを恩寵の啓示

rev ela tio gr a tia e と呼ぶ。 一一つまり自然理性の光は， 思 寵 の光lum en

gra tia eないし無償の光lum en gra tui tum の注入によって強められる。 恩

寵の光とは対神徳に他ならない。 従ってまた信仰の光 lu m en fid ei とか予

言の光lu m en prop hetia e とも呼ばれる。 また表象{象に関しでも， 時とし

て予言的幻視にみられる如く， 自然本性によらず神的仕方で表象像が与え
(1∞) 

られることがある。

かくして恩簡の啓示によ 〉て， 自然本性によるよりも向次の認識が可能

となる。 つまり， 自然理性は果なる日JI盛的被造物を通して原因なる神を探

究しうるのみであるが， 恩寵によっては自然理性の達しえない可知的世界
(101) 

や神の認識(例えば神の三位一体性〕が可能となる。 また， 自然理性によ

るよりもより多くの神の果をノjミされ， よりよく神を知ることができる。 更

にまた， 救済の為に必要な神の認識に関しては， たとえ自然理性によって

獲得可能なものであっても， 自然理性によるよりもより容易な仕右で、達成
(103) 

される。 しかし， 恩寵による認識も神の直観 vi s io D ei ではなく， 従って

神の本質の認識ではない。 それは依然として「知られざる神Jの認識に止
(104) 

っている。 そして自然的認識の場合と同様に， 一度に完成するのではなく，

聖霊の賜物によって徐々に増大し完成されてゆくのである。

思舗による愛はカリタスと呼ばれる。 自然的愛によれば， 人間は神を自
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然的善の始i原及び終極として愛するに止るが， カリタスによれば， 神を至
(106) 

福の対象として友愛関係を以て愛する。 カリタスは， 聖霊によって注入さ

れた神の愛， 即ち聖霊の分有であり， 自然的意志に能力態的に付加された

ものである。 それは， 自然的愛に対して速かさと喜びを加え， 神を自由に

容易に喜びを以て愛せしめるものである。 カリタスは， 神に近づくに従っ

て増加してゆくが， 聖霊の無限の愛の分有であるから， 無限増加の可能性
(109) 

を有している。 しかし， この世に於てはカリタスも端的に完全にはなりえ

ず， 人は常に現実態的に神を愛することはできない。 神への愛の強い熱望

を有する極く僅かな人々を除いて， 普通にみられる完全性は， 心を能力態

的に神に向けている(つまり， 神に反する如何なる事柄も考えたり望んだ

りしないという〉完全性にすぎない。

以上の恩寵による相似の像の考察から， 自然と盟、寵との関係及びその人

聞の完成に 対 する意義について次のようなことが言えよう。 まず， 1)思

寵は自然に付加された附帯性であり， 自然を前提せずに恩寵そ語ることは

不可能である。 従って， 自然は実体として附帯性なる恩寵よりもより高次

の存在性を有する。 のしかし， 恩簡は神的本性の分有として自然本性よ

りもより高貴な本性である。 3) 恩寵による定全性は， 自然本性による完

全性よりもより高い完全性であり， 秩序の異るものとして区別されるが，

しかし両者は無縁ではなく， 自然の上lこ立った恩寵の完全性は自然の完全

性を包含し， 両者は調和的に融合している。 人聞に自然本性的に与えられ

た神の像は， 恩寵によって破壊 されず， 却って高められた存在に膏らされ

る。 つまり， 自然的像の有機的構造は恩寵によって何ら失われず， 却って

夫々の要素は， 恩寵の諸要素が附帯的に加わることによって高揚され所有

態ないし能力態的に完成される。

恩寵による相似の像という名称は， 相似 confor mit as が形相に於ける一

致を意味し， 人聞は恩寵によってある意味で神と形相的に一致することか

ら生じている。 つまり恩寵によって神的本性を附帯的形相として分有する
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魂は， 形相的に神と一致すると言われうるのである。 また第二現実態に於

ても神との一致がある。 即ち， 認識主 体は認識対象の形相をある意味で自

らの形相とするのであるから， 神を認識対象とする魂は， 神の形相を自ら

のうちに受けとると言える。 これによって人間の知性は神の知性に似たも

のとされ， いわば神の目を以て全てを観るようになる。 また意志、に附帯的

形相として付加されたカリタスによって， 魂は神の愛と形相的に一致して

神の如くに愛するようになる。 しかし， この一致もこの世に於ては不完全

に止っている。

(3) 栄光による類似の像

神の像としての人間の終極的完全性は， この世にある限り思寵によって
(118) 

も達成されず， 天固に於ける至福の状態に於て初めて到達される。 至福の

状態に於ては人間の知性は桝lの知性に接合 u mnされ， 栄光の光l u men
(119) 

gl oriae によって神の知性に似たものとされる。 この故に栄光による 類似

の像i mago secundu m si mil it udine m gl oriae と呼ばれる。 この状態に於て

神の認識は， もはや被造物を通しての認識ではなく神の本質そのものの直
(120) 

観である。 しかし， 有限な被造物は無限な神を完全に知的尽すことはでき

ない故， その認識も把握的認識 co mp reh ensi o とはなりえない。 そして，

栄光の光の受容の差異によって神の本質直観の完全性も異る。 より多く栄

光の光を分有するものは， より完全に神の本質を観るのである。 この差異

を生ぜしめるものはカリタスの大小で、ある。 つまり， より多くの愛を有す

るものはより多く栄光の光を受ける故， より多く愛をもつものは， それだ

け一層より多く神の本質を観， より至福なものとされるのである。 至福の
(123) 

功徳的原理である恩寵は， 何よりも愛を近接原理とし， 功徳を増すことは

愛を増すことに他ならないのもこの理由によると言えよう。 人 聞がこの世二

に於てもつカリタスは， 天国でもつカリタスと本質的に同一 である。 従っ
(126) 

て， 恩寵はいわば栄光のF妻子ーであり， 栄光は恩寵の開花である。 本質的に

恩寵と栄光とは同じ神的本性の分有であり， 恩寵にあっては未だ現実的に
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顕われていない潜在的神的本性の分有が， 栄光に於て現実 化されるのであ
(128) 
る。

む す び

以上にみられたよう に， トマスは， 神の像を作動因なる神と範型因なる

神との関連に於てみているのみならず， というよりむしろ一層目的因なる

神との関連に於てみている。 つまり， 人間が神の像として造られたという

ことは， 単に非理性的被造物と[2(別される精神を有するという静的完全性

を意味するのではない。 むしろ， 精神をはたらかせて目的因なる神を認識

し'愛し， これによってfj-えられた各々の神の像を増加し， 究極的完全性に

粛すという課題を負う動的なものを意味している。

ところで， この課題の実現の為 に自然本性のみでは不十分であり， 恩寵，

更には栄光の光が必要である。 トマスはアウグスチヌスを承けて， 人間は

本性的に恩寵を谷れうるものであり， 神の像として造られたことによって

恩寵によって神を符れうるものである， という。 人間精神は普遍に向うも

のであるから， 最も普遍的なる神に到達するまでは知性も意志、も決して安

らうことなく完成されることもない。 従って， 神の像として造られた人間

精神は， 本性的に思議を谷れうるもの capax gr atiae であり， 神的本性の

分有に招かれているもの， 神を谷れうるもの capax Dei である。 現世に

於ける人i聞の1[1，1々の付為は， この招きに応えるものであり， 自然と思寵と

の協力によって至福に於けるより完全な像の実 現に向って秩序づけられる

ものである。 こうした神の像の理解の上に立って， トマスは第二部全体を

!神の像なる人間の神への運動」として展開しているのであり， この課題

達成の必然的要請として第三郎のキリスト論を展開しているといえよう。
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dice par H-D. Gardei1， 0・ p.) P. 380. 
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(3) 発展史につ いては上記の書に基つマいて述べる。

(4)註(1)

(5) Psal. 8:6-7. Cf. Genesis， 5: 1-3; Ibid.， 9: 6; Eccles.， 17: 1-4. 

(6) Co1os. 1: 13-16; Heb. 1: 3; II Cor. 4: 4. 

(7) Rom. 8: 29; II Cor. 3: 18. 

(8) Ireneus， Clemens ho A1exandria， Origenes ， Gregorius de Nyssenus， etc. 

(9) Augustinus ， De Trinitate (VIII-XV). 

(lÒ Dionysius Areopagita. 

111) Petrus Lombardus， Sententiae， 1， d. 3， De Trinitate; IT， d. 16， De 

creatione hominis. 

11泊1 Sent. ， d. 3; II Sent. ， d. 16. 

同 De verit. q. 10. 

11� 1， q. 93; 1， q. 35， a. 2; 1， q. 45， a. 7， etc. 

11� Expositiones super: 1 Cor. 11， 1ect. 2; II Cor. c. 4， 1ect. 2; Col. c. 1 ，  

1ect. 4; Heb. c.  1， 1ect. 2; l'asl. 8 ;  lV C. G. c.  26; De Pot. q. 9， a. 9. 

H骨 1. q. 93. 

H司 1. q. 45， a. 3 c. 

同 De processione creaturarum a Deo (qq. 44-119). 

1. de productione creaturarum (qq. 44-46). 

2. de distinctione creaturarum (qq. 47-102). 

3. de conservatione et gubernatione (qq. 103-119). 

H司1. q. 44， a. 1 c; 1. q. 45， a. 1 c; Ibid.， a. 5 c; 1. q. 104， a. 1 c. 

剛 1. q.45， a. 6 c; Ibid. ， a. 7 c. 

制 1. q. 44， a. 3 c. 

幽 1. q. 47， a. 1 c; Ibid.， a. 2 c， ad 1， ad 3; Ibid.， a. 3 c; 1. q. 65， a. 2c，ad 3， 

闘 1. q. 44， a. 4 c; I. q. 103， a. 1 c; Ibid. ， a. 1 c; a. 2 c.; a. 4 c. 

凶 1. q. 4， a. 3 c; 1. q. 93， a. 9 c; II C. G. c. 11. 

附 形相の共通 性が同ーの観点の下にある類似性とは， 例えば， 二つの白いもの

の関係 。 同ーの観点の下にないもの とは多義的能動者とその果との関係。 程度
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が均等な類似性とは， 例えば， 等しい白 さ の二つのものの関係( 完全な類似性

と言われる)。 均等でない類似性とは， より多く白い もの とより少く白 いもの

の関係〔不完全な類似性といわれる〕。 また， 形相の共通 性が共通的附帯性ac-

cidens commune によるもの， 類 に於ける共通 性 によるもの(similitudo gene-

ris )。 種に於ける共通 性 によるもの(similitudo _speciei) 。 類比によって共通 性

が言われるもの(similitudo analogiae) 等， 更に種々の観点から分類 されうる。

(2� 1. q. 4 a. 3 ad 2; Ibid.， ad 3. 1. q. 93 a. 1 ad 3. 

抱司1. q. 45 a. 7 c; 1 Sent. d. 3， q. 2， a. 1 c. 

松司 1 Sent. d. 28， q. 2， a. 1 c. 

倒 1， q. 45， a. 7 c; 1， q. 93， a. 2 c; 1. q. 35， a. 1 c. 

側 1， q. 93， a. 2 c. 

(31) 1， q. 35， a. 1 c; 1. q. 93， a. 1 c. 

<l� Buonpensiere， o. p.， Commentaria in 1. P. Summae Theologiae S. Tho-

mae Aquinatis， o. p.， De Deo Trino， pp. 338-340 は次の如く分類 している。

(a) Imago proprie dicta， imago improprie dicta， et imago analogice sumpta. 

cf. 1， q. 35， a. 1 ad 1; 1， q. 4， a. 3 c. 

(b) Imago perfecta et imago imperfecta. cf. 1， q. 93， a. 1 c; 1， q.35， a. 2 

ad 3; 1 Sent. d. 3， q. 3， a.. 1 c; II Sent. d. 16， q. 1， a. 1 c; 1， q. 88， a. 

3， ad 3; IV C. G. c. 7. 

(c) Imago naturalis， imago intentionalis， et imago artifi口alis

倒J， q. 35， a 1， ad 1. 

倒 1， q. 35， a. 1 c. 

む国 Athanasius， Basilius， etc. 

裕司 1， q. 35， a. 2 c. 

制1， q. 93， a. 1 ad 2; 1. q. 35， a， 2 ad 3; 1 Sent. d.3， q. 3， a. 1 ad 5. 

ca 1， q. 93， a. 2 c; De verit. q. 10， a. 1 ad 5. 

<l司 1， q. 93， a. 3 c; II Sent. d. 16， q. 1， a. 3 c. 

削 トマス は知性ないし理 性 intellectus或い は理 性的 本性 intellectualis natura 

の語を用 いるが， この場合知 性 i.�tellectus とは， 意志voluntas をも含めた精
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神mens と同じ意味 である。

Ii� 1. q. 93， a. 6 c; 1 Sent. d. 3， q. 3 a. 1; IV C. G. c. 26. 

Ii� 1. q. 93， a. 5 c. 

Ii� 1. q. 93， a. 6 c. 

凶 三位一体の像なる人間 の精 神につ いては， トマス はアウグスチヌス の『三位

一体論」に基づいて 考察 を進めている。

住国 1， q. 93， a. 7 c. 

同 De verit. q. 10， a. 3 c. 

間 アウグスチヌス「三位一体論」に於ける記憶memona知 性認識intelligentia

意志voluntas の三一 性(De Trin. XIV， 7) を窪全なる模倣 の像とし， 精 神

mens， 識 notitia， 愛 amor の三一 性(De Trin. IX， 4) を不完全な模倣 の像と

している。 前者に於て 記憶は識と 愛 の能力態 的保持habitualis retentio を意

味 し， 知性認 識と 怠志はそれより発 する 現実的活 動， 即ち 現実的認識cognitio

actualis と 現実的 動き motus actuale を表わすからである。 0， q. 93， a. 7 ad 

3. cf. De verit. q. 10， a. 3 c) また後者に於ては精 神は能力 を意味 し， 識と 愛

とは精 神に存 する能力態 を意味 するからである(I， q. 93， a. 7 ad 2) と 説明

している。

制1， q. 93， a. 7 ad 4; De verit. q. 10， a. 3 c. 

側 1. q. 93， a. 8 c. こ こでもトマスがアウグスチヌス の『三位一体論』に基礎

を置いているこ とは結論 を示 す次 の三つの引用から明瞭にみてとられ る。 即

ち: “non propterea est Dei imago in mente ， quia �ui meminit， et intelligit 

et diligit se : sed quia potest etiam meminisse， intelligere et amare Deum， 

a quo facta est. " (De Trin. XIV. 12)， (sed contra) : “mens meminit sui， 

intelligit se， et diligit se: hoc si cernimus， cernimus trinitatem; nondum 

quidem Deum， sed iam imaginem Dei."(De Trin. XIV， 8)， (corpus): “(in 

illa parte rationis quae derivatur a parte temporalium) etsi trinitas inve. 

niri possit， non tamen imago Dei potest inveniri."(De Trin. XII， 4) 

この点に関する議論 はr真理論」に於てより明瞭にな されている。 .I'lPち， 人

間 の精 神には， それが有する如何なる知識によっても神の三位一体性の類似性
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が反映してL、る。 しかし， そ れが像である為には種的類似性が要請される放v

その知識はそ れによって神の何ら かの意味での種的表現 を精 神に付与するもの

でなければ なら ない。 とこ ろで， 対象によって知識は区別きれる故， 三縁類の

知識， 即ち， 物質的事物に関 する知識， 人間 精 神それ自身に関する知識， 神に

関する知識によって区別が生ずる。 第ーに物質に関する知識に つ いては， 物質

は精神よりも一層神に非類似 的である故に， 精 神が物質に関する知識を有しで

も， そ れによって神への形相的類似 化は な されず， 従っ て相 似 的 像 irn ago 

secundurn co nfo rrn itatern とは なりえない。 また物質に関する知識は， 物質が

精神とは実体 的本性を異にする故に， 三位一体の実体 的 同一性を表現し えず，

類比的にも神の像 irn ago secundurn an a10g iamとは なりえない。 第二仁， 情

神のそ れ自身に関する知識につ いては， 精神は自らを知るこ とによ号て言葉を

生み， そ れより 愛 が発する故， 三位一体 内の発出を表 現する。 従って， 類比的

に神の{象といわ れうる。 しかし な がら 認識するものは認識という限りに於 て，

認識されたもの と同ーの形相を有するのであるが， この仕方， !!Pち， 形相的栢

似 sec undum co nfo rrn atio nern ve1 confonmn血怪却によって神への類似 化 が な

されるのは， ただ神のみを対象とした時で、ある。 とこ ろで類比によるものより

も， 形相的頬 似 によるものの方がより高い類似性であるから ， 第一義的， 本 来

的には， 神の{象は， 精神が神を対象としても つ 時に見出されるのであり， 精神

が自己を対象とする時には， そ れが自己を神の像として神を非直接的に対象と

する限りに於 て， 第二義的意味 で神の像と言わ れるのである。 精神が物質的事

柄を対象とする時には三位一体 のある類似性は見出されるが， そ れは， むしろ

痕跡としての類似性である。(De verit. p. ]0<， aJ.. "{; c..) 

倒 1， q. 93， a. 4 c; こ こ で， トマスは伝統的区分伽tにこ従勺てu占

一てで、はない。 r註解jJ G10ssa の用語 によれば鋳造による像im agø， creationis. 

再創造による像 irn ago r ecreatio nis ， 類似の像im ag・ sim i1itu dinisである。

5 11 I. q. 93， a. 9 c. この「像から 類似性へJ (irn ago -sirn i1it吋0 ， fÍKゐν一件。E(JJI

。t<;; )の発展性は創世紀の「我々に像って我々に 似 せてJ (副 im agi nern et sirni. 

1 itudinern nos trarn )  に 基づき類似性を像の完成されたものとみるギリシャ教

父イレネウス以来の伝統である。(cf. Somm e ThゐlCl gi哩ue ， L es o rigin白血
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l'homme， pp. 388-89， “De l'image邑la resemblance") 

倒1， q. 3， a. 1 ad 2. 

側 1， q. 93， prologos. 

倒 以上から， 便宜上， 人聞 に於ける神の像を次 のよう に分類できょう。

r imago Dei quantum ad naturam divinam 
(a) � 

l imago Dei quantum ad Trinitatem Personan，m 

r imago dynamicus vel actualis 
(b) � 

l imago staticus vel habitualis 

r imago secundum analogiam 
(c) � 

l imago secundum confomitatem 

r imago aptitudinis naturalis vel imago creationis 

(d) � imago per conformitatem gratiae vel imago recreationis 

， imago secundum similitudinem gloriae vel imago similitudinis 

制1， q. 4， a. 1 c; 1， q. 5， a. 1 c; Ibid.， a. 3 c; I .II， q. 3， a. 2 c. 

側1， q. 6， a. 3 c; 1， q. 73， a. 1 c. つまり， ものは， 実体 として存在する限

り可能的存在(非有) に対する現 実 的存在 としての完全性を有しているが， そ

れは最下底の完全性であり， ものは単 に存在するのみ ならず夫々のもの に固有

なはたら き に必要 な附帯性を具えている。 それが第二段階の完全性である。 と

ころで， 全て存在するものは何らかのはたらきを有しており， はたらきは， 目

的 に向うのであるから， 目的 ないし終極 に到達してい ない限り， そのうち には

まだ可能態が含まれている。 従って， 全てのもののうち には， 究極的現 実性で

ある呂的 に向う動き， はたらきが見出される(1， p. 89， a. 1 c.)。 だから， は

たらきは存在よりも現 実性の高い段階 にあり， 更に終極 ないし目的は， はたら

きの完成 として最高の完全性とされる。 (1， q. 105， a. 5 c; I-II， q. 3， a. 2 c.) 

制 1， q. 6， a. 3 c; 1， q. 4. a. 2 c. 

闘 1， q. 6， a. 4 c. 

倒 1， q. 73， a. 1 c; 1， q. 4， a. 3 c; 1， q. 5， a. 3 c. 

側 1， q. 5， a. 4 c; 111 C. G. c. 16; 1， q. 103， a. 2 c; III C. G. c. 17; 1， 

q. 6， a. 1 c; 111 C. G. c. 19; 1， q. 6， a. 4 c. 
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制 1， q. 103， a. 1 ad 1; 1， q. 59， a. 1 c. ここでは inc1inatio の 様式を三つに

分けている。 即ち， appetitus naturalis， appetitus sensitivus ， voluntasである。

給油 1 ，  q. 77， a. 2 c; 1， q. 76， a. 3 c; 1， q. 80， a. 1 c. 

(6� 1 Cor. 2，  lect. 1. 

絶品 1， q. 22， a. 2 ad 4. 

(6司1， q. 62， a. 4 c; 1， q. 62， a. 5 c. 

相司 1， q. 62， a. 5 c ad 1; 1， q. 77， a. 2 c. 

和司 I-II， prol. 

(倒I-II， pro1. 

将司 1 ，  q. 93， a. 4 c; Ib id. ，  a. 8 ad 3; 1 ，  q. 12， a. 12; 1 ，  q. 13， a. 1; 1 ，  q. 

56， a. 3; 1， q. 60， a. 5; I-II， q. 109， a. 3， etc. 

『的I， q. 56， a. 3 c. 

!71) 1， q. 12， a. 4 c; cf. Rom.， 1， 20. 

『却1， q. 12， a. 12 c. 

17� I-II， q. 109， a. 3 c; 1， q. 60 ， a. 5 c. 

!7� I-II， q. 62， a. 1 ad 3. 

『司1 ， q. 77， a. 2 c; cf. 1， q. 62， aa. 1， 5; I-II q. 3， a. 2 ad ， 4; I-II， q. 

5， a. 7 c. 

『国I-II， q. 49， a. 4 c; I-II， q. 55， a. 1 c. 

tn) I-II， q， 56， a. 4 c; Ibid. ， a. 6 c. 

『司I-II， q. 63， a. 1 c. 

『掛Ibid.， a. 2 c. 

制 普通 人間存在の可能な存在様式は五つに区別 されている。 トマス自身は， こ

の五つを明確にー箇所て、列挙して はし、ないが， 彼が人聞を論じる 場合こ の五つ

の状態の区別は常に背景とな っていると 思われる。 五つの状態とは即ち， 純粋

な 自然状態 natura pura， 健全なる自然本性 の状態 natura integra， 原義の状

態 justitia originalis， 墜落せる本性 の状態natura lapsa ， 回復せる本性 の状態

natura reparataである。(cf. Somem Théologique， Les Origines de l' Homme， 

pp. 432-33; La grâce， pp. 349-54.) R. 'Carrigou-Lagrange， O.p.， "De Deo 
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Trino et Creatore" pp. 412 -13 に は， トマスの典拠が挙げられている。 それ

に依れば，

1. Status n aturae purae'" …lV， C. G. c. 52 

2 .  Status naturae integrae.. . ... 1， q. 97， aa. 1， 3. 

3. Status sanctitatis et justitiae originalis...… 1  ， q. 95， a. 1 

4. Statius naturae l apsae nondum reparatae'"…]-[[， q. 83， 85. 

5. Status naturae reparatae...... m， q. 69， aa. 1-6. 

このうち， 第一の状態に関して は， 天使のそれに関してと同様， これを認め

るものと否定するものとの二つの意見が対立していた 。( 1 ， q. 62， a. 3 c; 1， 

q. 95， a. 1 c.)つまり， 人間も天使も先ず原義ないし思寵なしに純粋 に自然状

態に於て創造され， 原義， 恩寵はその後 に， しか し罪を犯す以前に与えられた

として純粋 に自然、状態の 存在と認めるものが一方にあり， 他方では人間も天使

も原義の状態に於て創造された のであり， 純粋 な自然、状態は単なる論理的な仮

定にすぎない， とするものがあった 。 トマスは後 者の意見に賛意を示し， 第二

の状態に連関して 説明している。 第二と第三の状態は具体 的には問ーであり，

原義が与えられることによって健全な自然本性 が 存在した のである。 この状態

に於て は， 理性 が神に服し， 下位 の諸能力が坪ー性 に服し， そして身体 が魂に服

していた 。 しか しながら， これは自然本性によるものではなく， 恩寵の超自然

的賜物 によることであった 。 というの は， 原罪によって自然本性 的なものは取

去られた のではなし、から， もしもそれが自然、本性 的なものであるならば， 今も

なお， その状態は 存続した のであろうからである。 ところでトマスは， II伝j亘

書」の!神は人聞を直しきものに造り給うた 」とL、う言葉の権威に基づいて，

当然， 人間は 創造の最初から上述のような健全な状態にあったとすべきである

と結論している。

すなわち， 人聞 は 創造の最初から， 原罪によって原義ないし恩寵が失われる

以前に於て は， 身体 の弱さや欲情の奴隷ではなく， 理性によって全てを統御し，

神に全く服していた 。 その結果， 神に関しでも天使に関して も(その本質を観

るのではなしゅり， また 下位 の被造物 に 関しても原罪後 のそれに造るかに優る

知識を有していた 。 そして完全なる諸徳を有し， 情念も全て理性に 服 し て い
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た。 また身体 に関しては不死性を与え られ， 下位 の被造物 に関しては完全なる

支配力を有していた， というのである。 だから， 思痛 による原義の状態に於て

人聞は自然本性 の充全な完全性を有し， 同時 に何 らか の超自然的完全性(超自

然的全き完全性は有していなかった〕 を有していた のである。 ( 1， q. 94， a， 

1 c; 1， q. 95， a. 3 c.) 

相甘 I-II， q. 1 09， a. 2 c. 

担司 1 ， q. 48， a. 4， c. 

制I-II， q. 85， a. 1 .  c. 

54) 1 ， q. 48， a. 4 c. 

稲田 I-lI， q. 85， a. 1 c. 

告団 C f. The Doctrine of Man ， Chap. IX， The Loss of the Divine Image 

through the Fal1. ここで imago Dei を如何 に解 しているか が問題である。

'8司1， q. 93， a. 8 ad 3. 

倒I-Il， q. 85， a. 3 c. 

倒I-II， q. 83 a. 3 c. 

側 I-lI， q. 1 1 0， a， 1 c; Ibid.， a. 2 c; Ibid.， ad 2. 

骨骨 Ibid.， a. 3 c; Ibid.， ad 3. 

相到 1， q. 75， a. 1 c. 

i931 HI， q. 1 1 0， a. 4 c. 

fl4) 1-II， q. 62. 

相司I -II， q. 63， aa. 3-4 

0国HI， q. 68. 

0甘HI， q. 69. 

細司 HI， q. 70. 

。司I-II， q. 1 09， a. 1 c. 

(100) 1， q. 12 ，  a. 1 3  c. 

(101) HI， q. 1 09， a. 1 c; 1， q. 32， a. 1 c. 

(102) 1， q. 12 ，  a. 1 3  ad 1 . 

(103) 1， q. 1 ，  a. 1 c. 
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(104) 1， q. 12， a. 1 3  ad 1 ;  Ibid.， a. 11 c. 

(105) II-II， q. 2， a. 3 c. 

(106) I -II， q. 109， a. 3 ad 1; II-II， q. 23， a. 1 c .  

(107) Ibid. ， a. 2 c .  

(108) II-II， q.  24， a. 4 c ;  Ibid. ， a.  5 c. 

(109) Ibid.， a. 7 c. 

(110) Ibid. ， a. 8 c. 

(111) 1，  q. 73， a. 1 ad 1.  

(112) I-II， q. 110， a. 2 ad 2. 

(113) 1， q. 62， a. 7 c . 恩寵は自然を廃棄せず却って完成するもの(1， q. 1， a. 

8. ad 2， cum igitur gratia non tol1at naturam， sed perficiat) なる故， 恩

'íf�と 自然の秩序J主判然と分たれるとはいえ， 具体的にどこ までが自然、本性によ

る完全性であり， どこからが恩寵による完全性であるかを判別することは困難

であるの 従っ て， 一方では恩績を無視する危険があり， 他方では区別をあまり

に強調するこ とによっ て， 自然と恩寵との造り主な る唯一の神の唯一の世界を

二分するこ とになる危険が存 している。

(114)所有態も能力 態もラテン語ではどちらも habitus であ るが， 恩寵は魂の性

質としての habitus であり， 能力 のそれではないこ とから所有態と訳 した。 後

世スコラの用認を用 いれば， 成聖の恩寵は habitus entitativusであり， 対神徳

(1 habitus operativus である。

(11日) 1 Sent. ， d. 48， q. 1， a. 1 c. 

(116) トII， q. 11 0， a. 2 ad 1; I-II， q. 111 ， a. 1 ad 1. 

(117) 本註(49)， (93)， (107)参照

(118) 1， q. 12， a. 3 c; II-II， q. 24， a. 11 c.  

(119) 1，  q.  12， a. 2 c; Ibid.， a. 4 c. 

(120) Ibid.， a. 1 c. 

(121) Ibid.， a. 7 c. 

(l22ì Ibid.， a. 6 c 

(123) I-II， q. 114， a. 4 c. 
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(124) Ibid. ， a. 8 c. 

(l25) I-II， q. 67， a. 6 c. 

(126) II-II， q. 24， a. 3 ad 2. 

(127) I-II， q. 111， a. 3 ad 2. 

(128) I-II， q. 114， a. 3 ad 3 

(129) II-II， q. 175， a. 1 ad 2. 

(130) I-II， q. 113， a. 10 c; II-II， q. 175， a. 1 ad 2. 

(131) I-II， q. 3， a. 8 c; I-II， q. 5， a. 1 c. 


