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F.

AnaJogia というラテン語はすでに古典時代に見いだされ，

ペ

レ

ス

M. T. Var ro (116-27

. )，Sene ca (5/ 4-6 5Q
) ， uintilian 山 (? 42-117)等はそ
B.C.)，Caesar (100/102- 44 BC.
れを用いている。 しかしそれは明らかにギリシア語から借りたものとして使用され
ているのであり，ギリシア字で書かれることもあり， また， ローマ字で書かれてい
(1)

てもその変化がギリシア語のそれに従っている場合もある。 その意味も また， 根本
(2)

的にはアリストテレス等 IC見いだされるのと同じで， 中世的アナロジアの哲学的な
窓味を まだ含 まない。
実は，この語を使った古典時代の著者たちが問題にしていたのは，哲学に関する
ものではなく， 文法学lζ関するものであった。 Varr o の著書名はDe
で，それを明白 IC示している。
analogz'a

h'ngωlatina

また， βrutusの中で Ci cero は Caesar 著のDe
(3)

!こ触れ， その内容を“der atione Jatine Joquendi" として表現している。

そこでCicero は， なぜ当時の人々がそのような問題に対して特 別な関心をもつよ
うになったかを示しており， それは ， ラテン語の正しい使用法を知らない多くの人
(4)

々が八方からロー?に集 まってきていたからだとする。 以前同じ問題がギリシアに
(5)

起こったということをもかれはついでに指摘している。
この歴史的なコンテキストの中で，ギリシア語からの借用は当然のように思われ
るが，もっと具体的にいえば ， 乙のラテン語の直接の由来は ， アレクサンドリアの
文法学者の間で交わされたゐMoy!aと ゐωμaÀÍ，αとについての有名な論争であっ
w

rn

た。 それは ， 語の正しい変化や発生についてであって， 正しくない言い方を正すの
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(8)

が目的であった。
(9)

さて ， 古典時代のこの意味は， 文法学の用語に残ったが ， 中恨の哲学的用法とは
別に関係ない。 周知のように， トマスのアナロジア説は， アリストテレスの影響を
受けているが ， 言葉使いに関しては必ずしもかれに従っておらず， アリストテレス
の叩ぬ5νや&cp'élJぬをもアナロジアの一種としてみなしている。 それはトマス
(10)

以前に定着した使い方であるが， どのように始 まったかは まだよくわかっていない。
(11)

スコラ哲学初期の magistri によるのではないかといわれ，

先駆するものとして新

プラトン主義のある教説 がしばしば挙げられる。 それは， 分有の考えをもってア
リストテレスのπpò<;; [11をさらに深め， 豊かにしようとしたのだが，

言語の上で

(12)

mぬゐとdνα)l.Oy!，αとを一つに まとめようとはしなかった。 ボエティウスはそれ
ivoc
u
m a consil ioとして まとめたのであ
をしたが， analogiaとしてではなく ， aequ
(13)

る。 また， 述語を一義的と多義的と類比的とに三分する乙とがアラブ・アリストテ
(14)

レス学派に由来するということもいわれている。 とにかくトマスがつねに analogia
(15)

を univocatio と aequivocatio との中間としてみなしているのは確かである。
用語の歴史的な考察をこの程度にして， 次に， トマスのアナロジア説の内容につ
いての検討 を始める乙とにする。 トマス 解釈者として有名なカエタヌス

( 1468-

1 534) は， ギリシア語のもともとの意味l乙基づいて， 真のアナロジアが比例性のそ
れだけであることを主張し， 長い間多くの人々がかれの解釈に従った。 しかし， 最
(16)

近のいくつかの研究の一致した結論の結果， トマスのアナロジア説にとってもっと
u
m であることは明らかになり， アリストテレス自身も存在
も 根本的なのが adun
論の 根本的な問題を論じるとき， &ναλOY!Iαを使わず， πpò守5νを使うということ
(17)

も周知のこととなった。 カエタヌス等が一番大事にしていたDe乞Jerzt
・' t
a e q . 2 a. 11
!c関しては， 最近の研究書に二通りの態度が見られる。 ある研究家たちは， 帰属性
の 決定的な重要性を明白に認めながらもなお ， その個所で示されたものの意味を何
らかの仕方で保持しようとしているのであり， ある研究家たちはむしろその個所を，
後に捨てられた一時の試みとして片付けている。
さて， 問題を正確に理解するためにト7スのアナロジア説の一般的な筋をよくつ
かむのは大切である。 しかし， 残念なことには， トマス自身はど乙にもそれを まと
めていない。 したがって種々のコンテキストの中からその考えのもっとも 根本的な
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点を拾い，自分なりに まとめてみるほかに道はない。
さて， 全く一般的なこととして まず指摘しなければならないのは，かれにとって，
理性が一番 最初に把握するのは 有であり，すべての概念が 最 後に 有に還元されると
いうことである。 いいかえれば， 有概念は完全に普遍的で，他の概念に基づくよう
なものでは決してなく，もっとも 根源的な意味 ぜま1既念なのである。 だからこそ，
最高の類としてそれを考えるととは不可能である。 というのは，すべての意味は必
(18)

ず 有という意味を含んでおり， 有と区 別される差はありえないからである。 アリス
トテレスから 受け継いだこの考え方をつねに前提してトマスはアナロジアの他の問
題を論じている。
この前提から必然的に導きだされる一つの結論は， 同種のもの同士の間lこも 有と
しての類比性を認めなければならないということである。 神と被造物とについてわ
れわれが何も一義的に述べることができないという問題を論じながら，トマスは，
い まの点について極めて重大なことを指摘している。 すなわち， 一義性が抽象的に
考察された本質の間だけに見いだされるのであって，存在自体を意味するいかなる
名辞も一義的でありえず， 有が一義的に述べられないのもそのためである ， という
のである。
一番はじめにとの点を指摘したのは， アリストテレスもトマスもふつう，これに
ついてではなく， 有の種類について論じているからである。 確かに，異なった種類
の存在者の聞に成り立つ関係を明らかに示すのは， 存在するものを深く理解し，存
在論の内的統ーを確認するために大切である。 したがって， 存在について体系的に
検討するとき， 抽象的に把えられたものの聞にし、かなる一義的共通性も見いだされ
ない場合を重視するのは当然である。 そのような場合は， 範鴎的分類の枠を越える
問題を意味するのであって，一義的に妥当するような一つの概念の下にはもはやお
さめられないのである。 存在の類比的統一の 根本的構造を知るためにそのような場
合は重要である。 しかし， 注意しないと， 同種のもの同士の場合にも 有が類比的で
あるととを忘れてし まう危険があり，この誤解を避けるのも大切である。
存在の異なった種類の関係についてトマスは， 一般的にアリストテレスに従って
おり， 範鴫聞の問題に関しては十分満足していたようであるが， 神と被造物との問
題になると，何らかの困惑を感じていたようである。 しかしいずれの場合について
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もかれの考えに発展が見られるので， まず 範時間のアナロジアについての発展を検
討しておかなければならない。
アリストテレスに従ってトマスがつねに 範鴎聞の関係を帰属性のアナロジアとし
て考えていたことは確かであるが， いかに乙の場合のアナロジアを理解していたか
に関して発展が見られ， 最初に存在!C対する 実体と偶性との異なった関係としてそ
れを考えていたのに対し， 後にはそのような把え方をやめ ，偶性の 実体lζ対する直接
(20)

の関係をいうようになった。 いし、かえれば，第三者への両者のアナロジア(ana log
ia
duor um a d ter i
t um ) から一方の他方へのアナロジア (ana log
ia uni us ad a lter um )
へ移ったわけである。

e
範時的アナロジアについて トマス がよく使う p er p ir us t
(21)

p osteir usと p er se et p er p ari
tic p ai t o
n em というこつの言い方を比較すれば， この
発展の合みがよりよく理解されるだろう。 というのは， 前者に対して 後者は分 有説
によるもっと深い把え方を意味しているからである。 それは， アリストテレスには
見いだされず ， 新プラトン主義者にはじめて見られるのである。
神と被造物との関係、についてはアリストテレスの考えは明確ではなかったが， キ
リスト教の創造説を知っていたトマスにとっては 乙の問題乙そ重大であった。 そし
てその正しい理解は必ずしも容易ではなかった。 というのは， 創造主である神が完
全に超越的存在であり， 真の無限者であり， 自存する存在そのものでなければなら
ないからである。 慎重に一生この問題を検討し続けたトマスは， 以前試みた説明を
乗り越えてゆかなければならないこともあった。 その説明が重大な一面を強調した
反面， それに劣らず重大な 別の面を十分考慮していなかったからである。
さて， トマスがこの問題に触れるのは， いわゆる超越的 述語づけ(一 ， 真， 善)
(22)

(23)

について論じる場合と， 神の名前について論じる場合とである。 そのいずれの場合
にもかれは神と被造物とのアナロジアが内的妥当性をもつことを強調する。 乙の点
についてアリストテレスは， それを否定したとはし、えないが， 積楓的l乙何も明言し
なかった。 トマスが明白にそれを強調したのは， 一方， 第二類比者である被造的な
もののほんとうの価値を守るためであり， もう一方， 本来の意味でわれわれが神lζ
帰属させるような名辞の内的妥当性を示すためである。 乙うしてかれは ， 汎神論的
な考え方lと対して被造者の 実在を， また ， 不可知論的な傾向K対して神認識の可能
性を守ろうとしたのである。
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アリストテレスlこ対するもう一つの新しい点は，神の完全な超越を明白lと自覚し
. lのあの有名な箇所はちょうどこの自覚から
たというζとである。De開r.q . 2，al
生 まれたものである。 当時トマスは，神の完全な超越を損わないために，神と被造
物との直接の関係を否定し， 比例性のアナロジアを唯一の可能性として考えていた。
しかし， そとでかれが挙げている理由はただ， 明確に規定され ， 神の認識を一定の
量の何倍という仕方で可能lとするような関係がありえないζとだけを示すにすぎず，
(24)

そ れ 以 後の著作にはとのような主張はど乙にも見当たらない。 それは， 神と被造物
とのアナロジアのためにトマスが ます ます原因と結果の関係を重視するようになっ
たからである。 以前の否定的な立場を 乗り越えてかれは明白に神と被造物との直接
(25)

の関係を主張し， 宵定・否定・卓越の三段階の弁証法を神認識のために使用するよ
(26)

うになった。
分有説と， r働くものはみな自分に似たものをつくりだすJ (omn ea gen sa git s i.
m ile sibi)という原則がこの理解の 根底に横たわっていることはいう までもないが，
t a le)が自らの自然的跡を結果に 残し， 一義的作用者
自然的に働くもの (a gen sna ur
と呼ばれるのに対し， 神は理性と意志とによって働く類比的作用者であり，その結
果lζ神の無限な完全性の不完全な類似しか現われない。 だからこそ，神と被造物と
の聞にいかなる一義的共通性も見いだされない。 それでも， われわれは神について
何らかの真の認識をもつことができる。 というのは， 結果に見いだされるすべての
完全性があらかじめその原因に含 まれていなければならず， われわれが 実際，いか
なる不完全性や制限をも合 まない純粋な完全性の概念をもっているからである。 そ
のような概念をあらわす名辞は，本来の意味で神に当ては まる。 表現の様式はこの
場合にら われわれが直接認識している被造的存在に相応しいものであるが，この
ような名辞が意味している内容は，被造物より まず神に当ては まるのであり，われ
われはそうであることを知っている。 したがって， 実在の順序だけではなく，われ
われの理解の順序においても第一類比者は神である。 発見の過程においてわれわれ
は被造者の認識から創造者の認識へと進むのだが， 創造者を知ってはじめて被造者
を究極的に理解することができるのである。
アナロジァと分有の密接な関係を示してトマスは正当に， われわれが神を命名し
うるのはかれを知っているかぎりであり， かれを知るのは被造物に 残したその類似
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を通してであることを指摘している。 この指摘の重要性をわれわれも認めなければ
ならないが， 現代人として， さらに， 神認識における人間の 精神的存在の決定的な
役割を指摘したい。 そこにとそ， 神の似姿として造られた人間の固有の意味がはっ
きりと現われるからである。
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