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渡 部 清

トマスの自I1ml;命を包括的に取り抜ったこの研究"命文は1968 1f-冬fュンヘン大

学にtM IIIされたDisser tat i on (指導教校はKa rlRahne r ， S. J.)であり， 著者 は

現在ミ ュンヘン大学科学科の助手のA人として活躍している。

本書の参考文献夫の中に加えられていないが， しかしこの研究の契機を先取

し， それについて大変筒ìj1.にではあるが述べていたひとつの小論文があるや それ

l;t Jose f P iep e r の “ Unaust r i n kba res Licht . Das negat i ve El eme nt in de r 

We lt ansi c ht des Thomas vo n A quin，"  M ün c he n 1963 ，2  Aufl. (邦訳 田淵文男

沢7汲み尽しえない光一一号!トマス・ アクイナスの科学における百定的要素|

「ブJトリソ クtlll学』第六け所載)である。 P iep er はそこで， トマスの科学にお

いて彼の介在l泌を全体的に似本から規定しているのは「創造」の概念であり， こ

の概念はトマスにとって余りにi'I明であったので， いわば言外の言として彼の著

作のうちにもこれについて明維にはH命じられていず， それをわれわれが行間に読

み取らなければトマスの析学をIfしくJI]!解できない， と述べている。 すべてのも

のは古1J.ìii1なる1'111によって， 金!造ーされた er dac ht ものであることによって， 被

造物であるものはI出l識 にたいしてその存在に かなった明るみと公開性と同時に

( im sel ben )，その不"Jil!llt'lとをあわせ持つことがトマスには明維に意I識されてい

たがゆえに， このことをJI[!解せずして卜7スが4方では「知性はものの本質にま

で透徹する!と言い， 他方では|われわれは -VLの蚊の本質さえも把握しえな

Lリと言いうることの真窓生われわれは11' Lく.fIH解す ることができたL、のであ



1')') 

る。 人間的必Irt誌の場における真J'r�の概念と創造のi'Nt、としての小川J知If[との結合

をP iep er は彼のl論文で取り上げたのだが， この問題をさらに掘り卜げるなら，

認識において言われる思考と作会在の合致11 ，すへてのもののイf在が{{在そのもの

によって成立していることにより， f(在するものとイ(ú，のあいだのイ(1生命的差央

1"[と同時に， 存在が存在するものを現象させつつも， そのFJL象そのもののうちに

ι統していること(同 ー性)を明らかにするぷみを新たに提起し， このl試みはし

たがって存在するものの似拠への問L、の遂{ Jとして把握されなければならなくな

る( cf.M art i n H eidegger I den titii t lmd Diff er enz， Pfu ll inge n 1957)りこのfriJ -1"[:. 

と差異nが111来する創造そのものの;意味合l マス的形而|二学の1'H似として十令:に

)'1'.解しないとき， I偏向した|学校(スコラ)析学が11\叫するという意見で

P iep er もまたDü mp el mann もA致してい'るのである。

そのため持者は本書では， トマスが明白に彼i'I身の問題提起と|占l有の範岡内で

創造について，;古ったことだけを収集して述べようとするのではなく， 方法論的内

存的に見て 1，，"スの創j告諭の背足、をなし， ûlJili，l命にとって決定的な意味をもっ

形而上学的活前提 これはトマスの吉lJ.ìtr治のうちに以映しているとはいえ， 展

開されてはいず， 全くあるいはせいぜい輪郭しか述べられてはいないものなのだ

が を問題にする3 この舟山から本研究は ，本米この 研究に続くはずの

F abr o， G eiger， S iew er t hなどによる優れたトマス研究書を批判的に参照しつつ，

それらの研究成果をl;(i過する」のである〉

本書は4 (:1�から成る。 第l部は「 創造"命の形而L学的基礎I (トマスにおける

esse の解釈)と題され， 上述した形而l二学[ドJ ril目前挺がl片lぷされる。 ここで持者

が特に注意をうながすのは， トマスにおいて esse の名のもとに)'1'解きれるべき

ものは1"jかが彼の創造品にとってはすでに前提3れているということである。 ト

マスの諸著作のうちに散在している， この前提( e目的に関する詳細n な記述に基

づいてこそ， ト7スは神学大全の創造"命の冒頭で esse causatu m と esse non 

caus atumの相違を取り扱い， この相違を p artltI p at!O entls の原則を引き合いに

だして儲認するが， その仕方は大変簡単なものであり， 'WJlトマスはそこでは短

くJEるだけでよかったのである。 そのためここでは actu s としての esse の解釈

が，[1:安である。 第2部では， 著者が伊"の世界に対する関係(世界の伊pに対する関
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係ではなし、 )のf'1'解のために強調する2つのテーゼ力、分析されるが， この2つの

テーゼとは，自11立iのJ'n解のためにITi要なものであって， つまり1''i'の世界からの無

限の隔絶と神のl吐界に対する「 現実の関係無さ rel at io nes ，quae d i cun t u r  de 

Deo ad c reat uram， n on 叩nt rea liter 旧I p SO である。 これら両説の側から， ー見

矛盾ずるように思われるかもしれないが ;欠のような同 じことを意味するテ一七

につき当る。 すなわち， 1''i'の世界に対する身近さである。 このようにここでは

「創造ぬの飢域からの1つのテ ゼの解釈jがなされるわけであるが， その際男

者はHeideg ger の基礎的作在ldHの方法舎内分のものにし， それを批判的に駆使

していることは興味深ーい。 第3却では「創造行為」における a ctlo tran Slens と

actl o  lmmanens の弁J 法 的な相瓦 ・ 対な関係が説明されるが， これは従来ほ と

んどかえりみられ々かったトマ スの説である。 イ;:在諭がJ には actl o t ran Sle ns の

働きと， この actl o から生みIHされたものはその a c tlo の内的なイヂ庄にしたがっ

ては|寸じ(se lb ig )である。 そう見るならば， 伊jrの行為は被造物の被造Mからもは

や分離されなくなる この意味で仰の行為は[相違していないものJ ( das Un 

u nte rschie de ne )と言うことができる。 仰 の行為 と仰 の存在とは同 ーなのである。

こうしてl相違しない所の相違としての神Jという題は， 存在論的に思惟I可能な

も の で あ るばか り か ， ただ そ の ように 考 え ら れ るべき共属1'1

Zusamme nge hörig ke it と ， 世 界 の作在と 神 の存在 と の 「い わ ば 同 ー性|

(Quasi -Selbig ke it )を意味するのであり， これは決して世界と神との 同 一件を単純

に指向するものではない。 むしろ， \It界と神の同 ー性を説くことこそ「存在的

汎1"j'J命的1"ドJ'I!.解にして世界f'j!解]と言うべきで， それはこの研究において厳しく

排除されなければならないものである。 第4 (;j)では， 被造物の能観点目性の光につ

いてと lumen inc reatumと lumen creatumの関係についてのトマスの説が著者

の問題性， つまり創造を仰の側から考察すること， のもとで悶い直される。 その

際この関係のV山口De ip e r  esse ntiamの説における極端な強調において神の世

界に対するラディカルな近さが|呼び明らかにされ， そのため|非相違性とLての

神」はまた新しい，lJ与を得ることになる。

著者は卜 rスの創造"向の基礎をj架く探究することを通して， トマスにおける被

造物の存(t.:，Pげ|絡を則定す る方U、 と彼のi"jr学{ドJd.i!，，:(� の方法 とそのlLEI識の意志 の!京
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|材ともなっているのが， まぎれもないアリストテレス的方法であることを洞察

し， このアリス|テレ スt義がトマスの本来的危神学的l沼I織においては2つの起

点から111発する二本の軌跡のうちにI認められると説く。 この 2起点とはex

p a rte cre a tl とex par te cre a ntlsであって， これらから111る2，j(の思索の軌跡は

トマスにおいてたえず内的緊張と二元性としてとどまり， 彼の創造泌を特徴づけ

ている。 この二元1"1ーによってトマスの伊jlfl!!解のうちに「存在命的差民性 があ

り， この「差異|は上述の2起点が等しくI主目されるならば明らかにされるもの

である， と著者は言う。 トマスは日、?折， 創造の11'111の側からlの考察を「被造物

の側からJの考察方法のうちに取り入れることによって彼のコ元;治に対処Lょう

としている。 しかるのちわれわれは創造から創造j'-への道のりを歩むことができ

るし， 神の批界に士、Iする関係は|世界の神にあIする関係」にj宝元J<-れることとな

る。 このような意見は納得のいくものであるつ たしかにトマスはi�IJ�I;命を展開す

るに当って， 被造物の側からのIH発により多くの関心を示している。 しかしこの

ことを強調する余り， 神の世界に対する関係についての卜 ♂スの 創造神学におけ

る他の而(創造神の側から)をTi過することは訴されないの 実際に彼の創造神学

におけるこの他の耐についての発言は量的にわずかであり， 目立たないものでは

あるが。 だが}マスが特にI甘:界の有限件についてl治じる際には， 1'111と世界のあい

だの「差異 相違|を前提にして(e_g.1I.SenU，1，5)， 創造を神の側から考察する

のである(e.g.P ot.3，3C)o�tlþの側からJ ，;再るなら， 創造は伊jIの本質である所の

神の行為である。 そしてこの起点は決して 被造物の側から」の考察と矛盾ーする

ものではなL、。 むしろ著者は!神の側からlの考察こそトマス的自IJJl1tl命の形而上

学における「決定的な語り11: L Jと見る】 なぜなら， と〉行者は言う， この起点

は， 他の起点からの解釈と要求にとって受け入れられないような奇民なl_張をj"J

も行なっていないからであるの トマスが創造を何Iの側からJ予察する際に話った

l神は被造物とは re alite r には関係を持たない」という意見に践し て， 著者は

「創造の本質とはj"Jか」そLて「創造主としての神はなお 世界と本来どのような

関わりを持つべきなのか」という新たな聞いを立てるのであるの このような聞い

に対してトマスは明白な解答を提示してはいなL、。 このf仔1'ì=を�1号はもうイ主卜

マスにtる仰の側からのOU;01治に還帰L， それをlLZJ識吋能なもののd、識主体との
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関係というアリストテレス的方ì.tと結びつけることによって引き出そうと本書で

l試みるわけである。 また著者は In d ist inct ione d i st ingu it urという言葉で糾!の被

造物への関係を表現した M e凶erEcR:hart と の比較研究を考慮する ならば，

Thoma sとEckhartの二人の卜fニコ会神学者の精神的な親近性と結びつきが

明らかに なるのであろうとも指摘している。 本書のいくつかの有意義 な指摘を受

け入れることによって， 卜 才スの形而i上学の用解がより深められることと思われ

る。




