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Thomas: Summa Theologiae 1， q.3， a.5に関す

るPetrus de BergomoのDudium 464について
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神が類の中にあるかないか。 トマスは『神学大全」第一部の第 3問第 5 項
(1)

でこの問題を取り上げて論じる。 ここで類( genus ) というのは事物について「そ
れは何であるか」ということを一般的な仕方で規定する概念， つまり或る事物を
種概念、によって把握するときに種概念の構成要素として前提されているより一般
的な本質である。 そこで我々 の神認識は何らかの類概念を前提するか。 これが問
題である。
もっともトマスは彼の哲 学がそれの上に成り立つ基本的命題として ， 人間の知
(2)

牲は神の本質を類として知ることが出来ないと明言している。 有限なものが類、限
なものを把握することは出来ないから， 神の本質が無限であるのに対して人間知
(3 )

性が有限であるなら， 神の本質は我々 には知られ得ないというわけである。 たし
かにこの意味において神の無限な本質を完全に知ることはただ神自身にのみ可能
であろう。 否トマス哲学によれば自己の本質を完全に知性認識する神が被造的世
界の創造因として現にある。 これに対し通常我々 が事物の本質を認識するのは諸
事物の聞の差異を知って或るものを他のものと区別出来たときである。 このとき
事物の認識は本質の一般的認識に限定を加えて特殊な認識に変 わる。 このように
して類と種差によって種概念、を構成することが出来たときつまり事物の本質を定
義出来たとき我々 の事物認識は成立する。 ところが我々 は神認識をこういう仕方
で行なうことが出来ない。 その理由は何か。 それが問題であるけれどもこの問題
に対するトマスの解答は『神学大全」第 1部第 12聞で既に彼自身によって与えら
(4)

れている。 すなわちその第 4項で彼はこの問題を「認識は認識されるものが認識
するものの中にあるときに成立する」という伎の認識論の基本命題に従って解くc
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そこで認識されたものは認識者の様態に従って認識者の中にあるから認識者は自
らの本性によって認識可能な範囲を決定されていることになる。 人間精神は身体
に結合した魂としてそれ自身一つの質料的形相であるから， 人間に認識可能な事
物の範囲もまた質料的なものに限られる。 それは一方で身体的器官の現実態、であ
る限り質料的個物を認識することが出来る (感覚的認識〉。 他方またそれ自身と
して身体器官によらない認識能力の現実態である限り， 質料的個物の本質を知性
認識によって質料的個物におけるあり方から抽象して普遍的な仕方で認識するこ
とが出来る(知性認識〉。 ところが非質料的に自存する事物 (天使的本性〉 を認
識することは， 非質料的形相〈天使的知性〉 にのみ可能であって， 質 料 的 形相
(人間精神〉 には不可能である。 さて神的本性は自存する存在そのものとしてい
かなる形相的限定をも超えた無限なるものであるから ， これを認識することはた
だ神的知性にのみ可能であって他のいかなる被造的知性によっても認識不可能で
(5)

ある。
このようにして先にも 述べたように要するに神的本性の無限性は質料的事物か
ら類概念や種概念を抽象して事物の 普遍的特質を認識するという人間の知性作用
の及びえないところにある。 こういう秩序はトマスの最初期の哲学的著作である
『有と本質』の中で既に気付かれていたことでもある。 そこで、は， 神は無限に単
純なものであるから我々 はこれに類概念も種概念も適用出来ないし従ってまたそ
(6)

の単純↑生の故にこれを定義することも出来ない， と言っている。 言い換えればも
ともと我々 の神認識は種差概念、を知って論理的限定を加えうるような類的認識で
もなければ既に種差によって明確に限定された種的認識でもないということであ
るから， トマスにとって神の本質を他の質料的事物に対するのと同じ仕方で把握
する途は人間には初めから閉ざされているのである。 それにもかかわらず神を知
(7)

ることは『有と本質Jの究極目的であった。 そのために神の存在の認識否より厳
(8)

宮、に言うならば神が存在しているということの真理性の認識にもとづいて可能な
限り神の本質に関 する考察を深めてゆく必要があった。 そこでまず神の本質につ
いていわれる無限な単純性とは何かということが問題である。 そしてその考察の
方法としてトマスはいわゆる否定の途をとる。 言うまでもなく仮にこの途をとる
ことが出来たとしてもまたたとえこれによって神観念から一切の被造的なものを
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除外出来たとしても ， それは終始「神が何でないか」という認識であって「何で
(9)

あるか」の本質認識では決してない。

神が類の中にあるか否かという論題も『神学大全』第 1部第 3聞の中にあって
(10)

基本的にこの線に沿って設問されている。 すなわち神があることを知ったならば
次に神の本質を明らかにしなければならないが， 神が何であるかということを知
ろうとしても知りえない我々 には神についてそれが「どのようであるか」という
ことを知ってそこから「何であるか」を認識するに至る途はありえず， ただそれ
が「どのようでないか」から「何でないか」ということを考察する途しか残され
ていない。 こういう構想にもとづいてこの第 5論題もまた， トマス自身の意図す
るところでは， 神から類と種差による概念的合成を排除して神的本質を否定的に
(11)

認識する途を一歩前進するために設問されたのであった。
ところでこういう 否定の途に従って「神が何でないか」ということを知ったと
してもそれだけでは「何であるか」を知ったことにならないのであれば ， そもそ
もこの神についての「何でないか」の認識も或いはまだ遡って神があるというこ
とについても ， それが果して真に「神」についての認識でありえたかという疑問
がおこりうる。 これは陳腐であるけれども重大な問題であり ， 我々 の問題にも直
(12)

接かかわってくるけれども ， さしあたっての問題は一応これとは別である。

2

我々 の問題は次の点にある。 神が類の中にあるかという論題に対してトマ

スがこれに「然り」と答えることは彼の哲学の原則に背馳するからありえないは
ずである。 事実これと同じ論題はほかの主 要ないくつかの著作で取り上げられて
(13)

いるけれどもそれらのどれをとってみてもトマスの答は「 否」である。 しかしな
がら実際にテキストにあたって詳しく調べてみると彼の「 否」の一貫性ないし徹
底性にはある種の陵昧さが残されていて一考を要することがわかる。 というより
は ， そのことから「神が類の中にある」と肯定的に解答する余地が残されている
のではないかという当然の疑問が生ずる。 すなわちトマスにとって何かが類の中
lにあるということは大きくわけで二通りあった。 一つは種が類の中にある場合で
これは言うまでもなく類概念と種概念の聞の本来の論理的な関係である。 もう一
つは， 欠如や根源が還元によって類の中にあると言われる場合である。 自らの本
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質を持たない欠如や根源は本質を持つものに対して欠如態にあるものとして関係
(14)

づけられた仕方でのみ存在するからである。
さてそこで『神学大全』の第 5論題で トマスはこう推論する。 もし神が類の中
にあるとすれば上 述の第ーか第二か二つのうちのどちらかの意味でなければなら
(15)

ないはずだが， どちらでもない。 故に否。 ところがこれに対して 他の或る著作す
なわち執筆の時期から言うと『神学大全』第 1部と同時期に属する『能力論』で
はこれと同じ論題を扱うところで (第7問第 3項 ) ， 第一の意味でだけ否定して
第二の意味で肯定する。 二つのテキス トの結論の日食い違いは何を意味するか。 少
なくとも字面上明らかに組踊を来している。 神が何かの根源ないし根源的な何か
として類の中にあるということをときによって肯定しときによって否定するから
である。 この矛盾をベルゴモのベ トロは彼の有名な トマス辞典『タブラ・アウレ
(16)

ア』に464番目の du biu m として記載した。 ベルゴモのぺ トロ〈ベ トルス・マル
ドゥラとも呼ばれる〉 の du bia として 1222という彪大な数が知られているにも
かかわらず， 彼が トマス哲学全体の深い調和を確信していたであろうことは想像
(17)

に難くない。 とはいえ具体的にこの du biu m 464をどう解決するかということに
なると彼の考えは何も示唆されていない。 実際この辞典はある事項に関連するテ
キス トを トマスの全著作から抜粋しているけれども事項の配列はアルファベッ ト
j原であり ， du bi a の番号もその順に従っている。 Deu s の項の中に入れられた ト
マスのテキス トに矛盾があること， そしてこの矛盾は辞典に記載された順に番号
をつけると 464番になるというより以 上の意味はない。
さでしかし ， もしこの第二の意味が真か偽か不確定のとき上述の『神学大全』
の推論は明らかに成立たない。 ここで或る人は言うかもしれない。 大局的にみれ
ば トマス哲学において主 要なのは第一の意味つまり神が種概念でないという判断
(18)

の信湿性であって， この立場 は トマスによって竪く守られている。 一方第二の意
味で神が根源、であるという判断に何らかの類概念が先行するか否かの問題は， こ
(19)

れに対して如何なる観 点に立っかによって答が肯定と否定とに分かれる。 もし解
釈を加えて解決することがきわめて容易であるならたとえ表現上に不一致があっ
てもそれは実質的には取るに足りないことである。 事実カエタヌスの『神学大全
(20)

註解』を見ると先に挙げた『能力論』の該当箇 所を彼もまた取り上げていて『神
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学大全』のテキストに矛盾した表現であることを指摘している。 しかしカエタヌ
スによれば二つのテキストは一見矛盾しているように見えるけれども実はそうで
ない。 トマスはこの問題についてほかで充分説明したからここでは何も言ってい
ないだけのことで， ここに言う「神が根源として類の中にある」とは「神が類に
還元されるJ (reduc i tur ad genus)ということではなくて「類が神に還元され
る J( ad quod i psum genus reduc i tuのことを意味する。 神が「類に含まれる根
源J( princi pi um c∞0叩n巾 ntωun江lm

m

ge巴ne詑e r問e)ではなくて「類を含む根i源原J( pri ncip.

i um c o叩ntin悶1児e釘印ns羽5 i治p s叩u m g伊巴位叩nt凹lt山u s)でで、あることを意味しているという。
カエタヌスによればだから神が類の中にあるかないかという論題において ， こ
の第二の意味は二つに分けられる(つまりそれほど困難な内容を持たないという
(21)

ことである〉。 そして肯定的に類の中にあると答える余地があった。
問題はしかしこういう解釈の余地の有無でない。 神が類の中にあるかないかを
問うことが， 神的実在を我々 の思惟の対象として論理的に本質的に認識し把握す
る可能性の有無を問う問題である限りにおいて， その限りにおいてトマスから肯
定的解答を引き出すことはどこまでも 期待出来ないか。 これが問題である。 従っ
(22)

てカエタヌスはこれに対して消極的に 「期待出来ない」と答えたわけで、ある。 我
々 はこの問題に対して実際にトマスのテキストにあたることによって もっと積極
的に答えようと思う。

3

�神学大全』の問題の箇 所においてトマスは， 神が本来的な仕方で類の中

に種としてあるものでないということに加えて， 還元による仕方で根源、として類
の中にあるのでもないということを主張する。 これに対して『能力論』の問題の
箇 所でトマスは次のように言う。
神は， 類の下位に含まれる種や個のように言わば類に含まれるものとして， 実
体の類に関係することはないけれども， 還元によって根源として実体の類の中に
(23)

あるということは出来る。
そこで問題は神が根源的実体として実体の類の中にあるかないかにあることに
なるわけだが， ここで「実体の類」とは「実体という類概念を満足するもの〈い
(24)

わゆる本性〉 によって構成される類種の系列」つまり「範鴎」のことである。 無
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論我々が「実体」というとき必ずしも類概念としてのそれ ， つまり本性の名前を
意味するわけではなく ， ギリシア語のウーシア ( oòσJα〉 の訳 語として「本当に
あるもの」を窓味する「本質」の同義語でもあったし， また 「下に立つJ (sub
st are) という動詞に由来する名詞として 「他を担って立つもの」 を意味するこ
ともある。 これに対して類概念としての「実体」は最高類として事物の本質を最
も一般的な仕方で 述 語する。 すなわち「他においであるのでなしに自らによって
存立する」という存在様態を表示するところの， 例の実在有を分割する十の範時
のうちの一つである。 だから神が 一方において最もすく守れた意味における根源、的
実体であり ， かつ他方『神学大全』で強く主張されたように如何なる仕方でも実
体の類に属さないということは， 両立する。 ただしそのためには「神が実体であ
る」というときの実体という諾の意味を制限しなければならない。 つまりその場
合の「実体」は範応ないし類としてのそれでないと制限しうることが前提条件で
ある。 これを前提するとき， たとえ神は実体であると言われたにしてもそれに先
立つ神認識は論理的に把握された本質認識でありえないことは言うまでもない。
しかしながら「能力論』においてトマスは， 神がすぐれて実体的であることと
それにもかかわらず工夫る限られた意味で実体の類に属さないものであるというこ
とを， これとは別の仕方で両立させようとしているようにみえる。 それは神が種
として実体概念、を満だすものでないが， 根源としてすぐれた実体であるという解
決法であった。
周知のようにトマスにとって実体の類に還元される根源は二種類ある。 一 つは
自存することは出来ないけれども自存する実体の部分として実体の類に還元され
(25)

る根源である。 〈合成実体における実体的形相と第一質料がこれである。 〉このほ
かにもう 一つある。 それは論理的に完全な本性を持たないから種として実体概念、
を満たすことは明らかに出来ないけれども， 自 存する可能性を有してその限りに
おいて少 なくともそれについて実体性を肯定しうるような根源、で、ある。 これが人
間の魂である。 すなわち人間の魂は人間本性における形市目的部分である限り本来
的な意味で種概念、を欠く。 種として類(この場 合は合成実体の類〉の中にあるの
は全体としての人間の方だからである。 他面しかし人間精神は他の実体的形相と
違って不完全ではあれ知的本性を有するものである。 様々 の制約を受けてはいる
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が知的活動を行ないうる限り非質料的に自存する可能性がそこにあるから ， 人間
知性は完全な知的本性を有する天使的知性に共通する実体性を持つものとして不
(26)

完全なものが完全なものに対する仕方で単純実体の類の中に入れられる。

だからもし神もまた何かこういう人間精神のようなものであったとするなら，
そのとき神は質料的世界の中にあるけれども論理的本性を持たないから径として
実体であることはなかったであろうし， また知性的で、ある限りにおいて自存しう
る実体でありえたで、あろう。 そうであったとすると神は或る人間の魂のような実
体的根源として天使的知性に共通する一義的な実体慨念を担うものであろうから ，
そのとき神の本質は概念的論理的に全く把握を出来ないわけではないことになる。
種としてではないが類として認識されうるからである。 事実またあるテキストで
は実体を合成実体と単純実体に分けるとき単純実体の中には人間の魂と天使的知
(27)

性のほかに第一原因つまり神が入れられていた。

4 たしかにトマスは神を単純実体とみなす表現をすることがある。 一方しか
し我々 の 論題において明らかなように神が種でないことに与えられる証明は同時
に神を類として認識する可能性をも 否定する。 これは『能力論』でも 「神 学 大
全」でも同じである。
トマスは幾通りかの仕方で神が類に対する種でないことを証明 す る。「神学大
全」においてその第ーは(1'能力論』においては第二である )， 種概念が類概念と
種差慨念から構成されていることにもとづくもので， これによると ， 種を構成す
る種差と類のもとをたずね てゆくとそれぞれ事物における何らかの本性にゆきつ
く。 そのとき種差のもとになる本性と類のもとになる本性の聞には現実態と可能
態の関係がある。 ところが神は純粋現実態であるから神において現実態に可能態
が結びつくことはない。 従って神が種として類の中にあることは不可能である ，
(28)

という。
同じ理由で， tことえ「神的本性」ということをしばしば言うにしても「それよ
りも現実的な本性」がないならそれは類概念のもとになりえないし ， またそれが
(29)

「何らかの可能的本性に対立的な現実態」でない限り種差のもとにもならない。
これによって前述の『能力論』で「神は根源として還元によって実体の類に属す
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る 」 と言われたのは， 神的本質がこの仕方で論理的に認識可能であるという意味
でなかったことがわかる。 上 述のカエタヌスの解釈通りであるかどうかは別とし
(30)

て， いわば超越的な神的実体とそれに対する被造的な実体の聞のアナロジア的関
係を， 被造的な事物同士の関係に引きおろすことは出来ないからである。
だから ， 神が類の中にあるかないかを問う問題に対して， それが神的実在の本
質を一義的概念でもって論理的に認識する可能性の有無の問題である限り， トマ
スの解答は徹底的に 否である。 表現上の矛盾が「意味表示の仕方J( modus s igni
五c andi) と「意味表示される内容J (s ign泊c atum) を区別することによって説明
出来るなら， この種のいわば表面的な矛盾がしばしばあるからといってトマスの
思惟そのものが論理的に破綻をきたしているわけではない。 意味表示の仕方の側
からみれば神の単純性も天使の単純性も ， 質 料的世界の事 柄を表示する言葉で非
質料的世界の事 柄を表示する用法に従うわけであるから二つの聞に何ら相違はな
い。 しかし意味表示されるものの側カ〉ら言うと， 二つは大いに違う。 事 実 ま た
「神がいかなる意味においても類の中にない」ということは或る箇所において，
神を他の被造的単純実体から峻別する。 いわく， 造られた非質料的実体は質料的
実体と本性上の類を共通にしないけれども論理的概念の上で類を共通にする。 非
質料的実体もまた存在と本質を異にするものである限り， 実体の範酵の中にある
からである。 これに反して神は質料的なものに対して本性的にも論理的にも類を
共通にしない。 何故なら神はいかなる意味においても類の中にあることがないか
(:11)

らである。
この引用では， 質料的実体は勿論のこと非質料的実体もまた造られたものであ
る限り存在と本質を異にするから実体の範院に入るとされている。 我々の論題に
おいてこれに対応して， 神の存在と本質の同 一性にもとづく二つの証明がある。
そのーは， 神の存在が神の本質であるなら神の本質を表示する類は有( ens ) つま
りあるところのものでなければならない。 しかし有と非有( non ens ) の聞に類
と種差の関係がないから， 有は何もののの類であることも出来ない。 故に却って
(32)

神が類の中にあるのでないことが帰結する。
この証明からも先と同じくトマスにとって， 神の本質を概念的に把握して認識
することが徹底して不可能であったことが明らかである。 このことはまた神を表
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示する名として「有」つまり「あるところのものJ (Qui es t) が設も適切で、ある
と考えられたのも， それが類概念でないというほかでもないこの理由にあったこ
とからも確かめうる。 すなわち， 神的本性は「神」という名前に固有な表示内容
である。 しかし「有」は本質ではなく存在そのものを表示する名として， 神的本
質がそれであるところの神的存在そのものを表示内容とし， そして本質が存在と
同一であるということは神にのみ固有なことであるから， I神」 という名よりも
一層神的本性に固有な名である。 また我々 の知性はこの世の生のままでは神の本
質そのものを神自身においてあるがままに認識することは出来ない。 神について
認識したことをどういう仕方で規定しても神が自らにおいてあるがままの仕方か
らほど遠いのである。 だから， 或る名前がより少なく規定されたものでそしてよ
り多く共通的で無条件的であればあるほど、それだけ一層我々 にとって神に固有な
l呼び名である。 「有」 という名以外はいかなる名前であっても事物における実体
の何らかの様態を規定するけれども「有」つまり「あるところのもの」という名
前はいかなる存在様態をも規定せずかえってあらゆる様態に対して無規定的であ
る。 本質ならざる有の普遍性は類概念の無規定性より無規定的であるから， 神を
(33)

表示する名として最も適当である。

神の存在と本質の同 一にもとづくもう一つの証明もまた， トマスが我々 の問題
に対して一貫した態度をとっていることを示している。 すなわち， 一般にものが
類の中にあるならそのものにおいて存在と本質が異なっている。 しかるに神にお
いて存在と本質は同一である。 従って神が種として類の中にないことが明らかで
(34)

ある， という。 笑際存在と本質は普通の意味にとるなら互いに排斥しあいこそす
れ， 同一であるというのはきわめておかしい。 しかしトマスに即していうなら，
それは単なる表現ヒの矛盾に過ぎない。 否むしろこれを矛盾した表現としてだけ
受け取るならトマスの言わんとする意味はまだ誤解されている。 神の存在が神の
本質であるというのは「だから神の存在もまた知りえない」ということを意味す
るのでなく， 周知のように神のすぐれた自存性を表示するために， それを「存在
に対して可能的にある被造的本質」としてつまり 「自存することがそのものに適
合する」にすぎないものとしてでなく， 自存する存在そのものとして， 何ものに
(35)

対しても可能的にあることのない存在の現実態として表示している。
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以上要するに， トマスにとって人間知性が神を本質的に認識することは， 本質
ということが伝統的な論理学上の類概念を意味する限り， 徹底的に不可能である。
認識せんとする神そのものの無限な 単 純性は， 種差による限定を受け た種である
こと も ， 種差による限定を受ける類であることもないから ， 本性を共通にするも
のの認識が実際上不可能であるという意味にもまして， 論理的一義的判断も不可
(36)

能である。 一一それにもかかわらずトマス自身が「神の本質」 ということをいう
ときこの用語は， 或る事 柄として最も先なるものを指し示す意味用法で用いられ
ていることを看過出来ない。 このきわめて重要な例外というよりは全く別の拡 大
(37)

された用法でならば， つ まり largo modo に， large に言えば我々 の神認識は
すべて神の本質についての認識である。 そしてトマスの用語においてこの用法が
優先されるべきである限り， ベルゴモのペトロが指摘したこの dubium 464 に対
しても ， それを受け入れるか否かは別にして， 結局次のように言わなければなら
ない。
神は他の被造的原因と 同じ 仕方で類に属さない。 しかしやはり何らかの原因と
(38)

して何らかの仕方で類に属する。 そして神はただ 単 にあ たかも実体であるかのよ
うに認識されるにすぎないのではなく ， 我々 によって最もすぐれ た実体として認
議される。

註
(1)

ThomasA qu inas， Su mma Theologiae， p.I ， q.3， a.5. Utru m Deus sit in
genere aliqu o. 本論文が引用ないし言及するトマスの著書は 『神学大全』 第

一部(以下 I と 略記〉 のほかに『護教大全j](Summa contra G entiles， 略 称
G ent.) ， IF能力論 j](Quaestiones dispu tatae de P otentia， 略 称 Pot.) ， IF有と
本質j](De Er巾 et Essentia， 略 称 Ente) ， IF 命題集註解j](Scriptu m in l ibros
S ententiaru m， 略称 Sent.) および『神学提要j](C ompendiu m T heologiae ad
f ratrem Reginal du m sociu m suu m c arissimu m， 略 称Comp.) である。 「 命題
集註解 j](P. M andonnet編 Lethiell eu x版 1929) 以外はすべて M arietti版 の
テキストに従った。
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(2 ) Gent.， lib. 1， cap.14( n . 118) …・.in consideratione substantiae divina e
non possumus accipere quid， quasi genus;…・ また 1. q. 12 ， はこれの認識論
的反省 である。
( 3) 山田晶「神の 存在と エッセ」人文研究第 11巻第 5 号( 1957) pp . 57-5 8を参
照。 ・ … 神の 存在 ( existentia Dei) は知られ得 る。 …… 神の本質( essentia
Dei) は知られ得ぬ 。 …・・神の エッセンチアはその エッセ である0 ・…・ これら
〔三つ の 〕 命題 は， いづれもトマス哲学に於 ける根本命題 であって， そ のいづ
れか一つを否定すればトマスの体系 は根本的にくつ がえされるのみならず， こ
の 三命題 は相互に連 関 し ， そのーは他の こ からみちびき出され得 るような関係r
にある。 〔以下 同論文は， r ところがもしも…・・ エッセ は エグシステンチアであ
る ， と前提すると， これら 三命題 のうちいづれか一つ は否定されねばならぬ こ
と になる」 としてその論証を展開 するが 略 す。 〕
(4 ) 1. q.12 は Quomodo Deus a nobis cognoscatur. と題される。 次に 引用する
a .4 は Utrum aliquis intell ectus creatus per sua natura lia divinam essentia m
videre possit. を問う。 神認識は他の事物を認識するときと原理的に異 なる。
しかしその 共通性が問題 にされなければならない。 次註参照。
(5 ) ただし原文では次の 条件がつ いている。 nisi inquantum Deus per suam gr ・
atiam s e intellectu i creato coniungit， ut intel ligibile ab ipso このきわめて
重要な 条件 は per naturam に対する per grat 1am という神認識の可能 性を
示唆する。 また人間の知性が如何に微力で、あれもしそれが知性でなかったらか
かる grat1a を受けることもありえなかったであろうことを示している。 なお
id. ad3参照。
(6 ) Ente， c .6( n.4 1). S ic ergo patet .. .qualiter in h is omnibus (οi. e. substa 出is et accident ゐus， substantiis simplicibus et composit同mtentlOnes universales logicae inveniuntur; excepto primo principio quod est infinitae sim
plicitatis， cui non convenit ratio generis ve 1 speciei， 巴t P巴r consequens ne c
def initio propter suam simplicitatem，・・・・ .
(7) 前註の 引用は更 に

in quo sit finis et consummatio h uius sermonis. と続

く。 これでもって同書は結ぼ れる(Roland圃Gosselin の 校訂本Le “ De Ente et

神

と

類 概 念

167

Essent ia" de s. Thomas d' Aquin， T ext e ét abl i d' apr色 s les manuscrit s par
isiens， Int roduct ion， N ot es et Et udes hist oriques par M.D. Roland.Gosselin，
O.P.， Vrin， 1948) ではA men の諾が 加 わる〉。 文中の quo は何を指すかに
つ いて二説ありうる。 primum princ ipi umを指すともとれるし，1以上述べたこ
とでもって云々」と普通の結びの文 句を 導くともとれるからである(V. Poul
i ot， O . P.， 日下昭夫共訳『有と本質につ いて』 第六章訳註 13参照〉。 いずれで
あるにしても『有と本質」が神的本質を深く追求した知性的営為の所 産である
ことには変 わりがない。
(8) 山田品 ， op.cit・，pp.61，6 2及び p.63 註 4参照。 存在判断の真理性にはア・
プリオリな証明とア・ポステリオリな論証がある。 判断の主語になるものの概
念、の中に「存在」が含まれていることが了解される場合， 存在は必然的にそ の
主語につ いて述諾される (ア・プリオリな証明〉。 アンセ ルムスはこの仕方で
「最大なる有 」としての神は当然「存在」を含むから Deus est という命 題は
真であると考えた。 トマスはこの証明に反対する。 神の本質を知らない我々に
は神の概念を分析して「存在」を導き出すことは不可能であるし， また仮にこ
の方法で証明出来ても， 神の概念的存在が証明出来るだけで ， 実在界における
存在の証明にならないからである。 トマスはア・ポステリオリな論証を試みる。
それは結果の存在を確認することによって原因の存在を推知する方法である。
この場合「原因としてのXが存在する」という命 題の真理性が証明されるので
あって， それは， Xが何であるかということつまりXの本質ではない。 この諭
証に対しても当然疑問がおこる。 自然界における事物の聞に因果関係を指定す
ることは経験的に可能であっても， だからといって神と被造物に被造物の問で
成り立つ 因果関係を適用するなら， もしそれを適用することが別のしかるべき
理由で可能であるとされていない限り ， 論理的飛躍である。 またもし世界を何
ものかの「結果Jとして見るときに既に原因としての神の存在を前提している
なら， あらかじめ前提された神の存在を世界の存在から 導出してみせてもそれ
は論理的虚偽である。
ところで神ありという命 題そのものの自明性は『有と本質』においても既に
明らかである。 というのは真なる命 題において主語と述 語は異なった概念のも
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とに同ー の事物を指示すると考えられ るか ら

Deus est suum esse であるな

ら命 題 Deus est は自明的に真である (1， q. 2， a.l ， c. ほかにも神に関する
肯定命 題をつくることは可能である。 q.13， a. 1 2， c.)o 11有と本質 」において命
題に関するこれ と 同じ考え 方は 問 書 第一 章 ( n. 2.) で示され る。〔原文目的 。 ま
た同書第四章 で非質 料的な知性実体に おける複合性の 否定として al iqua res
cuius quidd山s sit中sum suum esse が 導入され る( n. 26)。 第五章 でこの神
観念 aliquid est， si cut Deus， cuius essentia est ipsum suum esse は主題的に
言及され る(n.30)。 しか しこの神は causa prima， principium primum として
の神であ るか ら(id. ， c. 2， n.4， substantia prima et simplex， quae Deus est.;
id.， c.4. n. 27，・・・…Primum ens quod est esse tantum;et h oc est causa Prima，
quae Deus est . ) その存在は果の存在か ら論証され るべき性格 のものであって ，
既に第四章 で壮大な宇宙観 が示され る。 しか し神的存在のア・ポステリオリな
論証は ， 11護教大全J( 1ib. 1， c. 13， etc.) や 『神学大全J( q. 2， a .3) を待 た
なけれ ばならない。 非質料的世界か らではなく質料的世界か らの論証はそこで
与えられ る。
(9) 以上述べてきたことについて Gent. ， lib . I， c. 14， Quod ad cognitionem
Dei oportet uti via remotionis.( nn. 116， 117) 参照。
叩

すなわち 1， q. 3 はDe Dei simplicitate と題され た。

(lD 1， q. 2， pro1. でCirca essentiam vero di vinam， primo considerandum est

an Deus sit; secundo， quomodo sit， vel potius quomodo non sit; と言われ
たことが q.3， pro1. でも繰り返 され る。C ognito de aliquo an sit， inquiren dum restat quomodo sit， ut sciatur d巴 eo quid sit. S ed quia de D巴 o scire
non possumus quid sit， sed quid non sit， non possumus considerare de D巴 O
quomodo sit， sed potius quomodo non sit. ...P otest autem ostendi de Deo
quomodo non sit， removendo ab eo ea quae ei non con veniunt， utpote compositionem， motum， et alia h uiusmodi. Primo ergo in quiratur de simplici・
tate ipsius， per quam removetur ab eo compositio・ かか る 第 三 問 において 第
五 に ， utrum sit in eo compositio generis et differentiae が 問 われ る。
聞

この 問 題に対するトマスの解決は ， 神の存在を証明するための 媒辞 は神とい
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う名 前が「何を表示するか 」であっ てそれが「何であるか 」 で は な い (q.2，
a.2， ad2)
というもの。 神を表示するために被造的事物 を表示する名称を用いる
場合 ， そ の名称は被造的世界から 得られ たものであっても明らかに「神」 を表
示する。 し か し ながらそのように し て表示さ れる「神 」 の本質を表 出すること
は出来ない。 この点被造的事物を指す 場 合には名 祢は知性観念 の 記号と し て事
物の本質を表示 しうるのであるから ， つ まり二つの場 合では表示の仕方が違う
(q.13， a.1， c.)。神 に限らず一般に本質を知らない事物につ いても， それに或る
名前をつけ ること によって本質を表示 し ない仕方で指し 示すことが可能である。
(13)

すなわち年代順に 列挙すると ， 1 Sent.， d.8， q.4， a.2， Utrum Deus sit in
praedicamento substantiae(1253/5); Gent. lib.， 1， c . 25， Quod Deus non sit
in aliquo gen巴re(1259); Pot. q.7， a.3， Utrum Deus sit in al即10 genere

(1265/7); 1， q.3， a. 5，Utrum sit in genere aliquo(1266/8);C omp.， c.12，
Quod Deus non est in aliquo gen巴re sicut species( 126 8/73). 括弧内に 記し
た著作年代はC hronotaxis V itae et Operum S. Thomae ， A uctore P .A.
Walz， O. P .による。
M 1， q.3， a.5， c .， …aliquid est in genere dupliciter. Uno modo， simpliciter
et proprie; sicut species， q uae sub genere continentur.Alio modo， per reductionem， sicut principia et privationes: sicut punctus et unitas reducuntur
ad genus quantitatis， sicut principia; caecitas autem ， et omnis privatio， reducitur ad genus sui habitus.
(1国 1bid. ，Neutro autem modo Deus est in genere.
(1骨1n opera S ancti T homaeAquinatis lndex seu T abulaA urea eximi doctoris F. Petri de Bergomo( ed.， P aulina)すなわち今日我々 が 手にするのは
彼の弟子AmbrosiusA lemanus (+ 1515)編 のものである 。 Petrus M aldura
Bergomensis(十14 82)は例めカエタヌス(T homas de V ioC aietanus， 146 91534)より僅 かに前の人である(次註参照 〉。 なお Leonina版や P aulina 版
の『神学大全』には q.3， a.5 のこの箇所が Dubium 464 に該当することを誌
言己している。
{1司 M arietti版 の Gent. ， vol. 1， pp. 574-581 を参照 。
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(1司 Speci es という語にとらわれすぎると， 神自身によって自己認識されてい る
神はときに Speci es inte lligibilis と呼ばれることもあるから (1， q.14， a. 2)，
これに向調できないことになる。
(1司

ある名称が神と被造的事物の両方につけられる場合， 同名同義的か同名異議

的かそれともアナロジア的かという問題が 1， q.13， a.6 で問われる。
白01 Caietanu
oni na， t.IV ， Romae， 1888. なお「ほかで」というのは 1 Sent の前 掲箇所
のことである。
削 類つまり普遍が神の中に還元されることを意味する場合である。 こういう肯
定的解答の余地をみとめたことは哲学史的に重要な意味を持つ。 たしかに我々
はこれが普遍についてのトマス自身の見解であること佐知っている( II Sent.，
d.3， q.2， a. 2. 山田晶�Tもの」とは何か一一ラチオの研究第三一』人文研究第
15巻第 2号 p. 96， 普遍についてトマスの見解は ， 通常 「穏和なる実在論」とい
われる。 すなわちトマスは普遍がそこにおいて見出される三つの場所を区分す
る。 第一に ， 神の精神において「普遍」は「ものの前にJ ( ante rem)あり ，
実在の世界において 「ものの中にJ ( i n re) あり ， 人間精神において「もの
の後にJ( post rem)ある。 〉 しかしながら周知のように普遍が事物に先立つて
神の中にあると主張するトマス説は後にオッカム( c.1300- 134 9/ 5 0)らの鋭い
批判を受け ， 創造における神の自由に関する問題として普遍論争の新たな局面
が展開されることになった。
凶

カエタヌスの前 掲 書において esse sp巴Cl五cu m なる語を見出しうる。 トマス
自身の用語である。 (Deferrari，A Lexicon of S t. ThomasAqu i nas)ただ カ
エタヌスはこれを esse actu alis existentiae に 対置させるけれども ， この点は

研究の余地を設す。 山田品「聖トマスにおける esse と existere について』 哲
学研究第435号を 参照。
凶

前 後のつながりを考えて若干変えて訳 した。 原文は 次の 通りである。

Pot.，

q.7， a.3， ad7， ・ぃ licet Deus non pertinet ad genus su bstantiae qu asi in genere
contentu m， -si cu t sp巴 ci es vel individuu m su b genere conti n巴 ntu r， - potest tam
endici qu od si t i n gener巴 su bstantiae per redu cti onem， si cu t pri ncipiu m， et
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s ic ut punct um est in genere quantit at is c ont inuae， et unit as i n genere num eri;
et per h unc m od um est m ensura subst anti arum om ni um ， sic ut u nit as num eroru立1 .
倒 1， q.3， a. 5， arg. 1 et ad 1; P ot . ， l oc . cit . arg. 4 et ad 4 を参照。J os巴ph us
Gredt， Elem ent a Ph ilosoph iaeA rist ot erico-Th om ist ic o， vol.I， p.120s. 参照。
捌 Ent e，c.6( n.39 ) .
側 Ent e， c .4， n. 29; c. 5，nn.31， 3 2を参照。
.1，2司 Ent e， c .4， n.22， …per quem m od um sit esse口t ia in su bst ant iis separat is，
sc ilic et in anim a， int elligent iis et c ausa prim a. しかし実際にはトマス哲学
においてく『有と本 質』 で既に開らかなように〉 存在の第一原因である神は天
使的知性にもまして完全であるから ， 神を人閣の魂と混同することは出来ない。
したがって『能力論』的な解決法は， この意味で不可能である。 しかし ， もう
一つの解決法を思いつくことが出来る。 それは， 神 は他の天使とともに一種の
知性的根源として単純実体の類に属するから(根源、として類の中にある〉合成
実体の本性に関する類種の系列の外にある〔種として類の中にない〉。 この場合
にも， 人間知性による論浬的な神認識は非質料的知性の実体性を知ることが出
来る限りある程度可能であることになる。 しかし， いかなる被造的知性にとっ
ても神は極概念として認識されえ ないとしたら ， つまり神を被造的可知的形象
として認識することが不可能であるなら(1)単純実体に類種がないか(2)或いは神
は天使とも本性を具にして天使に対しても根源としてかかわるものであるか ，
いずれかで、なければならない。 さもなければ神は単純実体としての種概念を担
うものであったろうからである。 しかるに(1)単純実体には類種がある。 このこ
とはトマス哲学の天使論において決定的に重要である。 天使的本性もまた神か
ら存在を受けた被造物であって， 純粋現実態ではない。 現実性ないし完全性の
度合を異にする諸々の天使的実体には存在の仕方の共通性と差異にもとづく類
種がある。 従って(2)神 は知性的実体をも超出した根源でなければならない。 こ
れはもはや天使的知性による神認識という人間知性による神認識とは別のいわ
ば現実離れした主題に属することであって， そのようにして神の類を知りうる
か 否かを云々しても現実に専ら被造的事物について思惟する我々にはおよそ 縁
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遠い ， ともいえよう。 しかしトマス哲学においてきわめて切実な問題であった。
天使的知性は純粋知性として現実態 にある限り必然的に自己 認識する。 しかし
自己の本性が類種の限定を受けたものである限り， いかにすぐれ た純粋知性で
あろうとも ， 天使的知性は現実に有限である。 自己 の本性に限界づけられ た被
造的知性には無限な 神的本性そのものを spe cies として認識しえ ず ， 被 造 的
sim ilitudo を 通して神認識を 得る にとど まる。 かかる

sim ilitudo を我々は質

料的世界から得るのに対して， 天使的知性は非質料的な世界としての自己自身
から得る0， q.12， a.4" c.; q.56 ， a.3)。
凶 原文を 略す。
側 これ はトマス自身の 指摘するところである。 二著 のいずれ にお いても主要な
証明を与えたあとで系として 次のように言う。

Et e x

ho c patet quod non

habet genus， neque di fferentias ; neque est de fin itio ipsius ; neque demonstratio ， nisi per effe ctum : quia de 五n itio est ex genere et di 妊e rentiae， demonstrat ionis autem medium est de 五n itio. また E x ho c ulter ius quod Deus non est
spe cies， nec individum， ne c habet di fferentiam， ne c de 五n ít íonem : nam omn ís
de 五nit io est e x genere et spe cie ; unde ne c de ipso demonstratio 五eri potest
n1S1 per e 妊e ctum， cum demonstrationis propter quid medium sit de 五nitio.
(Pot. ) これ はGent. でも同じであるO
M前 註22参照。 またカエタヌスの『有と本質 註解j] Comm entaria in “DeE r巾
et Essentia " ed. Mi chaele， Romae， 19 07.
旧日 1， q.88， a.2， ad4.
倒 原文略 。 カエタヌスは前 掲 書にお いてこれ を 註解 して

ens の signii
f cati o

と praed icatio を 分ける必要を 指摘している。
附

更 に有と置換される超越的概念、も有に対して少なくとも何らかの概念的限定

を 加 えるから有はそれ よりも無限定的である。 また第三に神は「あった・あ
る・あるだろう」といわれ えず常 に現在的にあるからこの固有性 も ま た Qu i
est という名によってよく表示される0， q.13， a. l 1， c.)。
凶 原文略 。 この証明は前述のG主13) 五著のど れ にも合 まれ ている。 更 に「有
と本質 」 にもある (Ente.， c.5， n .30)。 カエタヌスの 註解 が 参考になる 〔前 註

神

と

類 概 念
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30)。 な お 1 S ent. ではトマスはこれを Av icenna に帰して， subtiIior である
と評している。
附 1， q . 3， a.5. ad l; q . 4， a .l，ad 3(なお， 高田三 郎訳註 194参照。〉
附 質料的事物の本質直観は実際には感覚的制限の故に完全に獲得 されることは
ない。 被造的な非質料的事物にも類種があるか ら対象の側に述語づけ(判断 〉
の可能性が蔵されている。 もっとも非質料的事物の本質直観を実際上得 ること
が出来ないなら， それにもとづく判断もありえ ない。 (Ente， c.5 n.31参照。 〉
附 Largo modo は1Sent.， Io c. ci t.， ad 1， large はカエタヌスの 1， q.3 " a.5，
ad2 に関する註解の部分か らとった。 語の意味は同じ である。 こ のごつの異論
の内容は違うけれどもトマスの解答の趣旨が同じである。
倒 この場合の「類」とは何か 。 これはもはや種に対する類でない。 伝統的論理
学(Ari stoteles や Forphyriu s のそれ〉 において類は種に対立的な概念であ
る。 トマスにおいてもそうであって， 類概念は述語付け(Fraedi catio) という
知性作用の枠内で考えられた。 しか し genu s と praedica bili tas を区別してい
る (Ente.， c.3， n.20)。 狭義の本質を表示しないことが明らか な用例もある
( e.g.， Deu s a巾
t m poni tur pri n cipiu m ， non materiale ， sed in genere causae
e 伍cienti s， et ho c oportet esse per fe ctissimu m，1， q . 4 ， a .l ， c. 高田訳 では
「領域」。 またNon enim fo rma secu ndu m totu m gen廿5 suu m materi a i ndi ・
get， Ente.， c.4，n.24.

服部英 次 郎訳 「その類の全体にわたってJ )。 いわゆる

c1assifìca tion である。 この意味における先とは別の 類概念と神観念、を対比さ
せるとき近代の不 可知論とのつながりが一層明白になると思われるけれどもへ
との論文では果せなか った。 しか し神の本質直観の可能性の基礎はトマスによ
れば上述のように〔前
註5 ) 知性が本性的に本質直観するところにあった。 従
って知性は神を実体としてそれに向う。 しか し実体であると即断することは決
して出来ない。 かか る即断は殆んど不可避的におこる(異論がそうである 〉と
はいえ徹底的に退けなければならない。 (I， q . 3， a.6 ad 2; q.4， a.2 参照。
(*今道友信先生の御指摘に負う。 〕

