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トマスにおける個物の認識について

蒔 苗 暢 夫

は じ め に

1. ト7スにとって， í伺物J (singularia) 即ち， 具体的に存在する個々のもの， の

認識は極めて重要である。 たとえば， 神が創造したのは 「個物」 であり， í説か

んとする『 教えJ (sacra doctrina) の目的は人間の救済であるjと彼自身がいう時の

人間も， 一人一人の具体的人聞に他ならない。

トマスは『神学大全』第一部十四問題十一項， 五十七問題二項， 八十六問題一項

に於てそれぞれ， 神， 天使， 人間知性による個物の認識について論じている。 これ

等のテキストの理解を通して， 神， 天使， 人間知性lζ於る認識の構造を明らかにす

るとともに， 個物を認識する とと， 或いは認識し得ないととの意味を知る ととが，

本稿の目的である。

我々はまず， 乙れら各々の箇所で論じられている個物が， いずれも同じく質料的

実体， 詳しくいえば， 質料によって個体化されて独自の存在をもって自存する， 一

つ一つの具体的物体的個物である ととを， 予め確認しておとう。

E 神による個物の認識

2 . では神は， そのような個物を認識し得るであろうか。 それよりもまず， 神は自

己以外のものを認識するのであろうか。 トマスは， 神である第一勤者としてのヌー

スを 「思惟の思惟Jと規定するアリストテレスの結論を受け取る。 神にあっては，

知性， 知性認識されるもの， 知性認識の媒介， 知性認識の働き， いずれも事柄とし
(6) 

ては全く一つのもの， 神の本質であり存在なのである。神の知は自己認識でなけれ

ばならない。

一方神にあってはその存在が完全である以上， その知性認識も完全でなければな

らない。 即ち， 神は自己を完全に認識する。 と乙ろであるものを完全に認識するに

は， そのものの力が完全に認識されなければならず， その為lとは， その力の及ぶす
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べての果が， 完全に認識されなければならない。 神はすべての存在するものを存在

せしめる第一原因として， その力を自 己以外のものに及ぼす。 従って， その完全性

の故l乙， 神が自 己以外のものを認識することは必然である。 ふくて我々はアポリア

に遭遇する。

3. このアポリアを解くべくトマスは， ものが認識されるといわれる場合に二通り

の仕方があることを指摘する。 「そのもの自身においてJ(in seipso)と 「他のもの
(8) 

lζおいてJ(in altero)とである。 そして神が自 己自身をみるのは， 自らの本質によ

るのであるから第一の仕方によるのであるし， 自 己以外のものをみるのは， 神の本
(9 ) 

質がそれらのものの類似性 (simi1itudo)を含む限りに於る神自身において， つまり

それらのものにとっての「他者においてJみるのであるから第二の仕方による。 RU

ち， 神によって第一義的にみられるのは神自身のみであるが， 神以外のものも第二

義的な対象としてやはり神によって認識されるのである。

4. しかしこれではまだ先のアポリアに対して不充分と思われる。 「知性認識され

るものが知性認識するものの完成であるJから， 神がたとえ二義的にせよ自 己以外

のものを知性認識するならば， 神以外の何ものかが神の完成となり， 神よりも尊い

ものとなるであろう。

トマスは乙の反論の大前提を吟味する。 即ち， r知性認識するものの完成である」

といわれる「知性認識されるもの」は， 知性認識するものの外にある「ものの実体

そのもの」ではなく， 知性のうちにある「そのものの形象Jに他ならない。 神以外

のものが神によって知性認識されるのは， 神の本質がそれの形象を含む限りに於て

であるから， 知性認識するものとしての神の完成一一そういい得るならばーーは，

神以外の何ものかではなく， それらの形象を含む限りにおける「神の本質そのもの」
(10) 

によるのである。

5 . かくて， r神が自己以外のものを知性認識するとすれば， 神はそれらのものに

対して可能態にあるととになるJという難問は解かれた。 しかしことに新たな問題

が生ずる。 「神は自己以外のものを， 自己のうちにある限りにおいて， そのような

ものとして自らの本質において認識するJのであるなら， 神以外のものが神によっ

て認識されるのは， 第一の普通的原因のうちにあるものとしてであり， 普遍的仕方

で認識されるのであって， それぞれの固有性に従ってではない ととになるのではな
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ぃ31 もしそうなら神の認識はやはり不完全なものとなってしまう。 これは不都合

である。

ト7スはここでも完全性の段階の考えを用いて答えていく。神のうちには， 被造

物に含まれる如何なる完全性も， その全体が， 卓越した仕方で先在し， 包含されて

いる。 それぞれの被造物が， それによって固有な種に構成される形相なる完全性も，

神のうちに卓越した仕方で先在している。 しかも， 神の本質のすべての事物に対す

る関係は， 一般共通的なるものの固有なるものに対するそれではなく， 完全な現実

態の， 不完全な現実態に対する関係なのである。 完全な現実態たる神の本質によっ

て， 不完全な現実態たる諸々の事物は， 単に一般普遍的仕方によってではなく， そ

れぞれの固有性に従って他とは区別されて認識されるのである。

6. それでは我々の「神は個物を認識するか」の問は， 既iζ「然り」と答えられた

のであろうか。 そうではない。 事物について固有な認識をもっということと， 個物
(13) 

を認識することとは別のととなのである。 改めて「神は個物を認識するか」が関わ

れなければならない。

『真理論』第二問題五項における神の知と制作者の知との比較に従って論をすす

めよう。即ち， 制作者が産出するのは， 形相に関する限りにおける作品であって，

質料は既に自然が用意している。 従って制作者がそれによって作品を認識する技術

の形相には， 質料の理念は含まれず， 形相の理念のみが含まれる。 制作者は作品を，

形相の理念に関する限りにおいてのみ認識する。 と乙ろが神がつくる場合は一般の

制作者が作品を制作する際のように質料が前提されているわけではない。神lこよら

ぬ質料の前提は神の全能性lと矛盾する。形相のみならず質料自体， ともにつくられ
. (15) 

たのである。 制作者の制作が質料を前提にした「形成」といわれるのに対し， 神の
く16)

それが「無からの創造」といわれる所以である。 神は形相のみならず質料をも原因

する。 従って神の知のうちには， 形相の理念のみならず， 質料の理念も存する。 神

は事物を， 形相lζ関してのみならず， 質料lこ関しでも認識する。そして質料は個体
(17) 

化の根源である。 神は個物を個物として認識する。

7 . ところで我々が先にみた「神は自らの本質によって， 自己以外の事物を認識す

る」というととから， 神の本質は， r神によって認識される神以外の一幸i1� ，iilj，ë

存するものであって， それらの形相， 事物の認識の根源、である」という側面をもっ
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(18) 

ことになる。 この傍点は， 事物のイデアの定義そのものである。 従って， í神は自

己以外の事物を， それらのイデアによって認識するJと言い換える乙とができょう。

そして神はそれらの事物を個物として認識するのである。 神のうちには個物のイデ

アが存することになる。 トマスは， 種のイデアのみ認め個物のイデアを認めなかっ

たプラトンに対し， 自分の立場としては， 神の炭理が種にとどまらず， 個物にまで

及ぶものである限り， 神のうちに個物のイデアが存在しなければならないことを言

明する。

しかし神は個物を自らの許にある個物のイデアによって認識するのみではない。
(20) 

とのことは後に触れられるであろう。 天使による個物の認識へと論を進めよう。

11 天使による個物の認識

8 .  トマスは， 聖書の記述を核とした神学的論拠と， 宇宙の完全性の充足といった

いわば論理的要請から， 被造物のうちに， 身体とか物体とかから離れた， 純粋に霊

的な実体， 部分的にではなく全体的に知性的な実体が存在しなければならないとし，
(22) 

「こうした実体を我々は天使と呼ぶ」という。 そのような天使は， 如何に認識する

のであろう。

被造物である以上， 天使にあってはその存在と本質は別であり
)

純粋現実態では

ないが故に， 知性認識の働きはその実体乃至本質ではあり得ない。 亦その存在その
(24) 

ものでもない。 知性認識能力としての知性も同様である。 それでは天使がそれによ

って事柄を認識するものは， 天使自らの主体乃至本質そのものであろうか。 これも

否である。 天伎の認識能力は， 存在するものに置き換えられる真なるものを対象と

する限りにおいて， あらゆるものに及び得るのに対し， 天使の形相即ち本質は， 類

や種にまで限定されており， 自らのうちにすべてを把持しているのではない。 天使

は有限な自らの本質によって， すべてを認識することはできない。 諸々の事物を認

識する為にはその知性が， 何らかの形象によって更に一段完成の段階を高められな
(25) 

ければならない。 乙れらの点に於て神と相違し， 人間知性と共通する。 しかしその

高められ方に於て人間知性とも異る。

以上述べてきたことからも知られるように認識ということも広義の存在論を基に

して考察するトマスは， 天使を， 諸々の霊的実体lこ於て， 天体の諸実体が物体的諸
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実体iζ於て占める段階を占めるとし， その知性認識の能力は， 他からそのつど形象

を受け取ることなく， 本性的に可知的形象によって充たされている， そしてその生

具的可知的形象によって， 諸々の事物を認識するとする。 天使がそれによって事物

を認識する形象は， 人間知性のそれの如く外界の事物から獲得されるのではなく，

天使自身の知性的本性と同時に， 神から注ぎ込まれたのでなければならない。

9 . 我々は先に神による個物の認識を論じた際， 神によって神以外のものが認識さ

れることを確かめたように， 天使が自 己以外のもの特に質料的事物を認識するとと

を確認しておかなければならない。 天使は如何にして質料的事物を認識するのであ

ろうか。

先lζ我々がみた「天使は， それによって事物を認識する形象を争11から注ぎ込まれ

たJという乙とを， I流出」という観点から把え直してみると次のようになる。 神

がそとに於て万物を創造し認識する限りにおける神の本質一一郎ち御言一ーに， 永

遠とのかた存在していた イデアは二様の仕方で流出した。 一つは， 天使の知性の中

iこ形象としてであり， 一つは， それぞれのものが， そこに於て自存する回有な本性

としてである。 つまり神は， 事物を自然的存在へと産出するとともに， そのものに

対応する形象を， 天伎の精神へと刻印したのである。 ところが御首のうちにはすべ

ての被造物の イデア及びそれ以上のものが存しているのであるから， それぞれの天

使には， 単K霊的なものにとどまらず， 質料的事物のすべての理念が刻印されてい

る。 天使は自らに刻まれたそれらの形象によって， 質料的事物をも認識する。 ただ

し一個の天使に着目するならば， その天伎の種の理念は， 上記二織の仕方で， 且IJち

自然的存在に 即してと同時に， 可知的存在に即して刻印される。 天使は臼己に関す
(27) 

る限り自らのうちに存する種的本性， 即ち自 己の本質によって認識する。

10. ところで 「何ものかのうちにあるものは， 臼らがそのうちにある当のもののあ
(沼)

り方に従ってそのもののうちにある」。 被造物の中で最も神に近く， その完全性を

より多く， より完全に分有する天使のうちには， 下位に位置するあらゆる質料的事

物が， 神lζ於るよりは多数化され不完全な仕方で， しかし質料的事物そのものに於
(29) 

るよりも一層単純に非質料的仕方で刻印されている。 そとで問題が生ずる。 天使は

たしかK質料的事物を認識する。 しかしそれは， 自らのうちに存する質料的事物の

非質料的普遍的形象によってである。 果して質料的事物は質料的なものとして， 更
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lこは個物として認識されているのであろうか。

11. ここで鍵となることは， この可知的形象は， 我々が先にみた如く， 事物から受

け取ったのではなく， 事物が固f守な本性において自存するものとして神から流れ出

るのと， 場乙モiさえ， 同じ資格で天伎のうちに注ぎ込まれた， ということである。

両首は作出凶， 範型としての神の本質から離れること同じく「一番目Jであって，

夫伎のうちの形象は， 決して事物に介在された「二番目Jではないのである。 とこ

ろで， 神がそれによってすべてを原因し， すべてを認識する神の本質は， 事物の全

体のれ出凶であり， 事物のj彰相， 質料いずれに関しでもその類似性を含む。 更に，

質料的事物が凶のな本性に於て自存するとは， 形相のみならず質料をももった個物

として存在することに他ならない。 従って， 質料の類似性も含む神の本質から離れ

ること， 質料をもっ個物としての自然的事物と同じ「一番目」である， 天使のうち

に注がれた事物の形象も， 質料に対して何らかの類似性をもっと考える乙とは， 何

ら不都合ではない。 もっとも， 天使のうちに質料の類似性があるといっても， それ

はあくまで非質料的な仕方で， 可能性が昇華された形で存するのである。 神の場合

とI"，J綴， 質料をもた ぬ限りの， ではなく， 昇華された， あるいは非質料的な質料を

合んだ 意味での普遍的形象によって， 天使は事物を， 単iζ普遍的本性に関してのみ

ならず， それぞれの個別性に関しても認識する。 即ち個物として認識する。 我々は

いよいよ人間知性による個物の認識へと論を進めなければならない。

III 人聞による個物の認識

12 我々は既に， 桝iおよび天使による認識を論ずる過程において， 人聞による認識

に関しても， 神ならざる被造物である人聞にあっては， 天使同様その知性認識の働

さは臼己の在在そのものではないこと， 人間知性がそれによって知性認識するもの

は， 白らの本質ではなく， 可知的形象， しかも天使の如く本性的に具わったそれで

はなく， 事物から獲得したそれである乙と， 従って個物を個物として認識し得ない

ζとまでを， 断片的i乙先取りしてしまった。 ここではそれを整理しつつ跡づけてみ

ょう。

人間も神， 天使と同様， その知性によって物体的事物を， 非質料的普遍的認識に

於て認識する。 ただしζの「非質料的， 普遍的」ということの意味は， 吟味されな
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ければならない。

13. 人間知性にも， それによって認識する形象が与えられており， ただ 身体 と一体
(30) 

となっているが故にそれを現実化し得ない， という立場もあり得る。 しかしトマス

はそれを採らない。 本性的に認識している と とを， 自分が認識しているこ とを知ら

ぬまでに忘却するこ とはあり得ないし， 魂に とって本性的働きである知性認識が，

魂にこれまた本性的に属する「身体 との合一」 というこ とによって完全に妨げられ
(31) 

る というこ とも認め難いからである。 人間知性は， 教えられ見出す以前の状態に於

て， あらゆる事物に対して可能態にあり本性的に与えられた可知的形象を何一つも

っていないのである。 天使の知性が， すべての事物の形象を刻み込まれ映し出す鏡

の如きものであるのに対し， 人聞のそれが「何も書かれていない筆記板の如きものj，

といわれる所以である。 それでは， 人間知性がそれによって事物を認識する可知的

形象は如何にして得られるのであろうか。

人間知性の固有な対象は， 個体的質料l乙於てしか存在をもた ぬ本性乃至形相であ

る。 それは個別のうちに存するもの として認識されない限り完全に認識された乙 と

にはならなし、。 然るに人聞が個別を認識するのは， 感覚や表象力によってである。

人間知性がそれによって認識する可知的形象は， 表象像から とられなければならな

い。 しかもそれは可知的形象である限り， 表象によって表現されている個体化の根
(33) 

源たる質料から抽象されたものでなければならない。 つまり人間知性に於る非質料

性， 普遍性 という乙 とは， 神や天使の場合 と異り， 文字通り質料が捨象された限り

に於る非質料性であり， 普遍性なのである。

ただしここにいう質料は， た とえば， 人間 という種の定義に含まれる「肉j， r骨」

といった， 指定されざる共通的質料ではなく， 種の定義のうちには含まれず， 個体

の部分たる「これらの肉j. Iこれらの骨J といった「指定された個的質料」なので
(34) 

ある。

14. ところが， そのようにして得た可知的形象を所有しているこ とによって， 人間

知性は現実的に知性認識しているわけではない。 如何なる能力も自らを対象物 lζ向

けるこ となしにはその対象を認識する乙 とができない。 知性に対しいわば感覚K対

する感覚物の如き関係にある表象像へ自 己を向けるこ となしには， 知性は， 表象像
(35) 

がそのものの類似を表現している当の事物を現実に認識するこ とはできない。
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かくて我々は， 人聞が質料的事物を， 表象像から偲的質料を捨象して得られた普

遍的形象によって知性認識する， しかしその事物を現実に認識する為 lこはその表象

像に知性が自らを向けなければならないことを知った。では人聞はその知性によっ

て個物を認識し得るのであろうか。

15. 我々はもはや多くを語るを要しない。我々が今確認した結論にすべての鍵が含

まれている。 即ち， 我々がここでいう個物とは， 個体化された質料的事物lζ外なら

ない。ところが人間の知性がそれによって知性認識する可知的形象は， 個物を個物

たらしめる個体化の根源たる個的質料から抽象されるのである。従って人間の知性

は， 直接第一義的には質料的個物を知性認識することができない。知性が直接的に
(36) 

知性認識し得るのは普遍のみである。質料的事物を普遍的に知性認識すること， こ

れが人間知性l乙固有な働きである。

しからば人間知性は如何なる意味でも全く個物を知性認識し得ないのであろうか。

ここにおいては先の結論の後段が有効である。我々の知性は， そこに於て可知的形

象を認識する表象像へ自 己を向けることによって現実的に認識する。ところがとの

表象像は個物の直接的な， 従って個別的な類似である。従って人間知性は， 間接的

!C， 一種の立ち帰りによって表象像を認識し， その限りにおいて個物を認識し得る。

IV 神・ 天使・ 人聞による個物の認識

16. 以上孜々は， 神， 天使， 人聞による個物の認識を概観してきたが， それぞれを，

認識するもの， 認識の媒介， 認識されるもの等の観点から整理してお ζう。しかし，

「認識されるもの」は， それぞれに於ける固有な対象としてのみ問題となり， 今の

問題 lζ関する限りは， いずれの認識に於ても同じ質料的事物であって問題とならな

い。 ただ しこの「同じJということの意味は小さくない。いずれの認識にあっても，
(羽〉

同じ「もの自体」の認識が問題とされているのである。

17. 先ず「自存する自らの存在」である神にあっては， 知性， 知性認識されるもの，

知性認識の媒介， 知性認識の働き， これらすべては事柄としては同ーのもの， 神の

本質であり存在である。従って自 己認識がその本来の姿である。ところが神はあら

ゆる事物を全面的に， 即ちその形相のみならず質料をも存在せしめた。神は自 己を

完全に認識することによって， 自 己の果たる質料的事物をも完全に認識する。 即ち
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神の本質のうちにはあらゆる事柄が， 果が因にある如き仕方で， 即ち イデアしかも

個の イデアとして存する。 神はこれをみる乙とによって， 個物を「個物の相の下ICJ

みる。 とれは「単純な覚知の知j (sci削ia simplicis intellig出i23 と呼ばれるもの

である。 しかしそれだ けではない。 [存在せしめるj限りにおいて， I存在的接触を

もちj， あらゆる事物に現存する。 そして神にあって存在する乙とは知性認識する

ことであるから， あらゆる事物を知性認識する。 この仕方で神は個物を， 具体的個

物として「個の存在にがそう 「首議」 する。 「現視の知J(scienbvisioJg と呼ばれ

るものである。 しかし， いずれの仕方に於ても， すべてを， 永遠の今に於てである。

18. 次いで， I自らが自らの存在ではなく， 存在をもつものではあるが， 本性がそ

れだ けで自存し， 質料をもた ぬ純粋霊的実体」である天伎にあっては， 知性， 知性

認識の媒介， 知性認識の働き， いずれも自らの本質乃至実体ではない(ζの点は同

じ被造物たる人間も同様である)。 そして， 身体的器官の現実態でもなく， 物体的

質料と結びついたカでもない(乙の点人間と異る)天使の知性の固有な対象は， 質

料なしに自存する形相である。 質料的事物は， 非質料的実体たる自己自身乃至神lζ
(45) 

おいて認識される。

さて， 天使がそれによって質料的事物を認識する媒介は， fII!の如く臼己の本質で

はなく， 人聞の如く事物から獲得された可知的形象でもなく， 自己の存在と同時に

神から与えられた可知的形象である。 それは事物から得られたが故に事物の類似な

のではなく， 同じ神の イデアの受肉したものであるが故にそうなのであって， いわ

ば双子の兄弟の如く似ているのである。 天使は可知的形象に於て， 質料的事物が質

料的にもつ個的質料を， 非質料的にもっており， その同じ形象によって， 質料的個

物と何らかの「存在の接触」をもっ乙とによって， 個物を個物として知性認識 する。

乙のことは天使におけるロカリザチオと関りをもっと思われる。

19. 最後に， Iその本性が， との個体的質料においてしか存在をもたぬ， 霊的実体

と物体的実体との複合体」である人間にあっては知性は， 感覚とは異り， 特定の身

体的器官の現実態ではないが， 身体の形相たる魂の能力として， 特定の身体と結び

ついている。 従ってその固有な対象は， I個別的質料に於てしか存在をもたぬ本性」

である。 乙れは我々が問題としてきた個物に他ならない。 とζろが神の如く創造主

でもなく， 天使の如く生来的K具わった可知的形象をもってもいない人間の知性は，
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乙の個物の本性を， 個物に於てある限りにおいては認識し得ない。 知性は， それに

よって知性認識する可知的形象を， 事物の類似を表現している表象像から抽象しな

ければならない。 つまり， 質料的事物lと対する人間知性における可知的形象の関係

は， いわば， 原物に対するそれを描いた絵闘の模写の関係の如きものである。 そし

て乙の抽象において， 個物を個物たらしめる個的質料が捨象される。 従って人間の

知性は， 本来の意味においては， 個物を普遍的lこ知性認識し得るのみであり， 何物

としては知性認識し得ないのである。 更に， 認識である以上， 認識するものとされ

るものとの「存在の接触」が要求されるが， 人間知性におけるそれは， そこから可

知的形匁を抽象し， そこに於て可知的形象を認識する表象像に自らを向ける乙とに

よって得られる。 この限りにおいて人間知性も， 間接的lこ個物を認識し得るのであ

る。 我々は現実には普遍を純粋に普遍として考えることはない。 「人間」を考える

場合， 必ずその背後に「具体的人間」を考えている。 我々がそれによって認識する

可知的形象には， 切り離し難く表宗像がつきまとっているのである。

む す び

20. 我々は， 本稿の考察を終えるにあたって神や天使が何故個物を認識しなければ

ならないのか， 人間がそれをできないのは如何なる窓味をもつのか， を考えてみよ

つ。

21. 神は何故何物を認調しなければならないとされるのか。 そ れ は祈1の 「摂m1J
(47) 

(Providentia)の故である。 祁lは万物を摂理する。 すべての事物は， 単にfF遍とし

てのみならず個々のものとしても神の摂理の下になければならなし、。 認識のない処

に摂理はあり得ない。 従って個物は認識されていなければならない。 更に， 特 !c人

間lζ関しては， r 永遠の救し、Jとの関連において， 或る者を予定し， 或る者を斥け

る。 1主体的個人が放われ， 具体的個人が永却に断罪されるのである。行為がそとに

於て見出される伺別的なととが認識されなければならない。

22. 天使の場合はどうであろう。 人類の救済のための 「奉仕J(administratio)とい
(日)

う彼がiEわされた日的の遂行の為である。 即ち， 天使がもし個物を認識し得ないな

ら， この世において行われる事柄について， 如何なる配慮ももち得ず， 守護はおろ

かとんだ見、日主いもおとしかねまい。 働きは個物l乙関わるからである。 人郊の救済
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への奉仕というその務めを全うすべく， 天使は個物を認識 しなくてはならない。

23. それでは， 人聞が個物を知性認識 し得ないということは如何なる意味なのであ

ろうか。

まず， 行為がそれに関わる個物を知性認識 し得ないのであるから， 我々は自分の

行為に責任がない， というととであろうか。 そうではない。 感覚的部分に属する倒

的把握 (particularis apprehensio sensitivae partis)を媒介と して， 実践知性も行為の
(51) 

選択に関わるのであって， 責任は免れられない。

では， 同じ知性でありながら人間知性のみが個物を知性認識 し得ないのは， 身体

と結合 しているが故であり， 身体から浄化されなければならない， ということであ

ろうか。 そうではない。 む しろ逆である。 人間知性は， 神や天使のそれと比べ， そ

れによってすべてを認識 し得る可知的形象をもたず， 事物からそれを獲得 しなけれ

ば何も認識でき ぬ劣ったものなのである。 その弱さを補う為に， 身体が結合されて

いるのである。 自らが世界である天使に対 し， 人聞は， 自らがそこに存在 し， 生き

る世界を， 身体を否定 してではなく充分に生か して認識 し， 図と しての見えざる神

へと還りゆかなければならない。

更に何を意味するのか。 摂理への信頼であり， 信仰である。 我々は明日の他人は
(52) 

おろか今の自分すら知らない。 「裁くな， 思いわずらうな， 野の花を見よJ， 神はす

べてを知り， すべてを摂理する。
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