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第四の道に ついて

宮 内 久 光

(ー〉

神の存在証明が志向するのは神そのものではなく， 此岸に於ける 神 の

跡， 印の保証(le t êmoig nage de Dieu cont e nu da ns ses vest iges， ses 

sig nes d 'i ci -b as ) を探り明らかにすることであると言われる。 聖トマスが

自らの証明を「道」と呼んだのはその故である。 神の存在(a ctus esse ndi) 

は決して明らかにされず，わずかに神の存在(Deus est ) の肯定に我々は

辿り到らねばならないのであるから。 神の存在証明に対するかかる慎しい

態度はア・プリオリな論証である本体論的証明の否定と対応する。 従って

運動による道が第一に置かれたのは， 神への上昇の支点として求められた

感覚的事物に於て運動こそが我々にとって最も容易に捕捉 される事実であ

るからであり，第一の道はその厳密性によってではなく，認識の人間的形

式に最もよく 合致していることによって他の道に優先するのである。 しか

しながら本体論的証明はquiaに留らず， p ropt e r  qu id をも与えんとする

その意図に於て頗る野心的であり， 大きな利点を有している。 何故ならば

運動の第一原因は単にそれであるに過ぎないが，我々がそれを神と名付け

る時神の完全性に 就て何等かの観念が前提 されねばならないからである。

従って神の認識には， そ れ が 論 理 的概念的に発展する以前に不可避的に

自然的原初的直観が先行する。 即 ち，我 と々 諸事物の存在の根本的偶然性

。t re -a ve c-nêa nt ) の直観が， 我々を無から独立した存在 (Etre ・鎗ns ・

nêa nt )の直観に導く? とのことは神の存在証明が， かかる原初的直観に還

元可能か否かの問題を示唆する。 第ーから第三の道に共通して見出 される



66 

二つの契機， 因果系列の措定と，その無限遡行の否定は，因果系列の措定

が正に因果系列そのものの要求に応じてその無限遡行の可能性を否定する

故に， 唯一つの上昇過程に還元 される。 運動の事実が因果系列によって説

明さるべきであるなら ば，系列の頂点に第 一原因が前提 されねばならない

からである。 即ち， 因果系列の措定は必然的に第一原因を定立する。 更に

因果系列に於けるこ次的原因は第一原因と感覚的現実世界との媒介として

その本来的意味に於ける原因性が否定 される故に， 感覚的現実世界は第一

原因に直接結合せしめられる。 従って因果律による第ーから第三の証明は

第 一原因に感覚的現実世界を説明すべく 帰せられた性格によって 規定され

る。 即ち神の存在証明の根拠は出発点としての現実世界の根本的偶然性，

すべての存在が変化と消滅の可能性を常に有するという根本的偶然性の中

に， かかる現実世界を支える必然的 存在を要請する心的態度によって決定

ずけられる。 換言すれば， 聖トマスの試みた証明は出発点に於ける直観の

確実性にのみ 依存しているということができる。 論証を第一原理に還元し

ようとする努力もこのことを意味するに他 ならない。 その意味に於て，運

動がその一様態に過ぎぬ存在そのものの原因を 辿る第二の道は確かにその

絶対的普遍性によって第一の道の完成 ではあるが， かかる直観の論 理 的展

開としての第三の道こそ最も根本的であり，第一，第二の道と並列的に考

えられるべきではなく， それらの 基礎になるものである。 かくして本来的

な意味に於ける因果系列にはよらないで， 諸存在の階層(g radus) を 基礎

として直接神の存在を導出する第四の道が新たな光の下に現れてくる。

(二〉

第四の道は事物の中に見出 される完全性の階層を経て絶対者に至る過程

である。←ー善， 真， 高貴その他この種の完全性には階層がある。 しかる

により 多いより少ない(m agis e t  minus ) は最も多く(m a xime) あるも

のに様々に近接するに従って言われる。 それ故に最も真なるもの，善なる
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ものがなければならない。 そして最も真なるものは又最高度に存在である

故に， すべての存在にとって存在， 善， 各完全性の原因である或るものが

存在する。一ーしかしながら「より 多いより少ないは最も 多いものとの関

係に於て言われる」という命題は普遍的に妥当し ない。 聖トマスがこ とで

例に挙げた熱の高低は最も熱いもの「火」との関係に於てではなく， 熱の

一定の単位との関係に於て言われるからである。 即ち此処では同 一類に於

ける完全性の階層と因果性が扱われているのではない。 相対的な類を超え

た所に上昇過程の 基礎は求められねばならない。 第一の道に於て運動の第

一原因が運動の充実としての運動そのものではなく，運動の否定，不動なる

もの(omnino non motus)としてのみ与えられるということに注意せねば

ならない。 そのことは運動が少くとも目的へ の関連に於ける欠除によって

不完全なものであるという前提に 制約されて居り， 運動が完結的秩序では

ないこと， 即ち 自らの秩序の中に充足的根拠を持たないということを意味

する。 従って運動の第一原因は同 一平面に展開される時間的因果性を超え

た所に求められねばならない故に必然的に運動の秩序を超えはするが， そ

の規定は否定的にしか与えられない。 運動の第一原因としての純粋 現実態

は単に 純粋な運動否定を表す。 かくして否定的ではなく積極的完全性の充

実としての絶対者に至る道の 基礎は相対的ではない所の， 類を超えた完全

性に求められねばならない。従って，類を超えて一切に普遍的であるか， 或

は 絶対的な， 即ち何等の不完全をも含まない階層的完全性から一挙にその

全き充実としての神の存在に到ろうとする第四の道は正にかかる要求に応

ずるものであると 考えられる。 e ns 並びに p rop rie ta tes trans ce nde ntales 

は 一切に於ける絶対的内在と普遍性によって， 生命， 認識はその意味に分

有の様態を含ま ないことによって， 絶対者に至る出発点として相応しい。

さて完全性に階層を認めることは， 同一完全性に不等性と 多性の存在を

認めることである。 そのことは制限と充実， 相対的完全性乃至不完全性と

絶対的完全性の対立を意味するb そして聖トマスは両者の因果的結合を分
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有の関係として把握する。 或る完全性そのものではない所のものは， その

完全性を分有的に所有するのであり， 従って 自らの根拠に基いてそのもの

であるのではない。 此処に第四の道を制限から充実への上昇過程として考

察する可能性が拓けてくる。

(三〉

(a) 第四の道は完全性の階層即ち magi s e t  mi nus を我々に認識せしめ

る内的 基準から出発している故に， 内的 基準の実在検証に依存する。 かく

て我々は先ず無限者を 基準として認識することによってのみ制限 されたも

のを認識できる。 換言すれ ば， 制限をそれ 自体として認識していることは

我々が既に神を認識していることを証明する。 即ち認識の妥当性の証明が

神の存在証明である。

此処では存在と真 理の可換性に基いて， 判断の妥当性によって観念的秩

序から実在へ向う。 事物に於て見出 される階層が観念的秩序に属する限り

この過程では ma xime verum は前提 されていることになる。

。国) 制限 されたものとは或る可能的完全性を， それが他によって所有 さ

れるか否かに拘らず排除するものを意味する。 即ち或る完全性を欠いてい

るものを示す。 かかる制限が実在的であることは存在に於ける階位性， 多

性，可変性によって 自明である故に，制限が第四の道の確実な 基礎となる。

制限 されている存在が欠いている完全性は， それが欠いているということ

に よって必然的に real is であり， 従って制限は実在的完全性の排除であ

る。 所で制限 された存在に よって包含 されるものも， 排除 されるものも共

に含めた可能的完全性の全体は無限である。 若し無限でなく制限 されてい

るとすれば， 現実化 されてはいないにしても少くとも可能的な， それ以上

の完全性を排除することになるであろうから。 そして可能的完全性の全体

は唯一の単 純な完全性に於てのみ可能である。 無限性は 多と矛盾し， 混 合

乃至 合成 はそれ 自体制限を意味するから。 それ故に唯一の単 純で無限な完

全性が， 制限 された存在の可能性の条件として現実に実在する。 単に可能
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的な 無限の完全性はその可能性，従って又完全性そのもののf u ndame ntum

に依存する故に，f u ndame ntum が有する indepe nde nt ia という完全性を

欠くことになるからである。

第四の道を範型因のみによって理解しようとする此の立場では， 動力因

への還元という一般的な 過程を経ず諸存在に於ける完全性の制限からその

成立条件として 無限的完全性の実在を 主張 する。 しかしながら無限的完全

性の可能性を問う時， I神は可能であるならば実在する」 という 自然神学

的テーゼが前提されている。

上述の証明は結局相対的に完全な存在と， 絶対的に完全な存在とを範型

的因果性によって結合することに存する。 もし絶対的完全性が実在すると

仮定すれば， それと 区別される一切の存在は必然的に不完全なものと規定

される。 しかしながら不完全な 諸存在から絶対的完全性の観念は 純粋に内

的な光によるのでないならば， 何処から導出され得るであろうか。 何故 な

らば此処では不完全性は絶対的な意味に取られ，経験によって充全的には

与えられていない所与， 即ち e ns そのものによってその不完全性は測ら

れているからである。 従って 諸存在の不完全性を確認する為には絶対的完

全性の認識を予め所有することが不可欠である。 完全性によってのみ不完

全性は明らかにされるのであるから。 しかしながら我々の認識が不完全な

諸存在に出発点を置く 限り，絶対的完全性は我々に知られていない筈で・あ

る。 即ち不完全な存在の概念から絶対的に完全な存在の概念、を導出する過

程には悪循環が必然的に伴う。 何故ならば完全な存在の概念は不完全な存

在の概念、より前にあると同時に後にあらねばならないからである。とのジ

レンマから脱する為には内的照明による経験から独立した最も完全なるも

のの生得観念を認めるか， 或は不完全性から完全性へ の移行と い う 過 程

に， 我々の思惟の先天的 制約を見ないで，それ 無しには我々の思惟が 無に

帰する所の存在そのものの先天的 制約を認めるかしなければならない。 前

者を否定して後者を認容することは即ち，神の存在証明が同 一律の直観に
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於て既に決定されていることを意味する。

(四〉

Geig erは聖トマスの体系に於ける分有を，pa rticipa tion pa r com pos ition 

と pa rticipa tion pa r s imi litud e ∞limita tion f orm ell e の二つに分類し，
(20) 

それぞれに上昇過程が対応することを示した。 此処ではこの分類に よる上

昇過程を第四の道との関連に於て考察する。

⑩)先ず第四の道の基礎である完全性の階層は合成(compos itio) に よっ

て説明される。 同一完全性の不等性， 即ち制限と 不完全性は合成の結果と

考えられるからである。 換言すれば， 或る完全性その も のでない ものは，

その完全性を部分的に， 即ち分有として所有する故に必然的に合成体であ

る。 そ こ で compos itioから s impl exへという過程が成 立 する。 即ち或る

存在が分有によってのみそれである所の完全性， つまり 基体と完全には一

致しない a ttribu tum は， 自らの根拠に 基いてその 基体に 帰属せしめられ

るのではない故に， その原因として， 本質的にその完全性その も のである

所の存在を必然的に定 立 する。 すべての合成体の ess eはその要素(com 

P∞entia) に 依存する故に， 絶対的意味に於てそれ自らによる存在， 第一
(23) (24) 

の存在ではあり得ない。 即ち合成体は原因を有する。 そして合成体が ens

compl etumであるためには諸要素は現実態一可能態という構造を必然的に

有し， 可能態は制限の原理 である。

かくて諸 存在に於ける esse の分有は，その原因として， 純粋現実態で

あるIpsum suum ess eを必然的に定 立 する。

聖トマスがアヴィチェンナの も のとして伝えるこの過程は諸存在に見出

される現実態一可能態の構造， 即ち質料 乃至 基体と形相，実体と偶有， 本

質と存在等々の合成に よって 諸存在の不完全性，或は制限を説明し， そこ

からその原因としての純粋現実態を導出する。 しかしながら 此処では合成

に よる制限は， 無限存在と，それ自体に よる 単純存在との同一性から演緯
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されて い ま)
従って再び合成 から 単純存在へ の 移行の妥当 性 が問われなけ

ればならないであろ う 。I psum esse sub s ist e ns との対 比 に於て は爾余 の ー
(28) 

切 の esse は必然的に 合成によって 制限 されることになるからである 。

更 に 合成 から 単純 体への過程 はe sse の一義性 を必然 的な 基礎とする 。

何故ならば esse によって 類似 して いる 諸存在に於て ， それ等相 互 を 区別

す る原理と， それによって 相 互 が類似 する原 理 (esse) の 合成 を先ず認め，

次で 純粋状態に於ける ipsum es se sub s ist e ns を 考察する故に， と の過程 は

多様 性 の原理に元来関 ること なく， その結果必然的に esse の一義的類似

性 に基礎を置く ことになるのである。

諸存在の制限を 合成に 見 る 立場で は， 現実態として の分有さ れたも の

( part ic ipatum)， 形相的秩序に於ける不完全 性 ， 多 性 の 起源 が専ら考察さ

れ， 多様 性 の原 理 である可能態として の分有する も の ( partic ipans) に 就

て は 何 も語 らないのが特質である 。 従って かかる上昇過程は ess eの一義性

によって最も空虚で、無規定な抽象体， i psum esseの分有に 、還元されること

になる。 しか も 制限が 合成によって説明 される限り， 基 体 は必然的に前提

されねばならない 。 即ち一切の制限 は それを説明する 基 体 を要し ， その結

果 相 互 に制約する基 体 の無限の系列が要求されることになる。 かくして そ

れ 自 体 全く 無規定で 無 差別 な 永遠的 制限の原理， 究極的 基 体 として の第一

質料の存在が， 世界の永遠 性 の 主張 を伴って 容認されねばならない 。

それ故に合成から純粋 自存 性 へ の 過程 は， 両者の対立に於て ， 純粋充実

性 が絶対的 自存 性 を保証する限り， 完全 性 の制限 は必然的に基 体 との 合成

を含まねばならないという 前提l乙依存する。

プラトン に帰せられる多から ー へ の 過程 も同様の 性 格を有する 。 此処で

は 多の ー に対する依存 性 が前提 され， esse に直接的に 適用される 。 従っ

て 諸存在に於ける esse の 区別 の原 理が語 られない 限り， esse は 一義的抽

象的に 理解され上述の 諸困難を免 れ得ないのである 。

(b) 合成に於ける基 体 の必然的前提 は， 基 体 その も のの 理拠によって ，
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分有を偶有的内在としてのみ規定する。 諸実体に於ける善(bonum)が善

そのものでないならば， 分有によって善であると言わねばならないが， そ

の時には実体的に善であるとは言われ得ないことになる。 若し諸実体が実
(お)

体的善でないならば， 諸実体は存在することに於て如何に善であるのか。

偶有的内在を意味する合成による分有のみを認めるボエチウスが提出し

たこの問題に対して聖トマスは分有が同一形相の完全性の度合の聞の似同
(34) 

性 ( si mi lit udo)の関係としても考え得ることを示した。 従って此処では

基体と形相との関係を部分として考察するのではなく，或る下位の階層に

於である完全性から，より上位の或は絶対的階層に於ける完全性へと向う

のである。 しかしながら完全性に於ける一切の制限が合成を含むと す れ

ば， 制限はいかに理解すべきであろうか。 正にこの故にこそ第四の道の基

礎は実在の根本的構遣を示す t ranscen dent ali a と絶対的意味で言われる

完全性に求められるのであるが， 此の場合には感覚的現実世界の力動的な

内実が静的な形相的関係に還元されることにより ，因果性は著しく弱めら

れ， 諸存在の制限に不可避的に伴う合成 の事実を説明し得ないという新た

な 困難が生ずる。

聖トマスは先ず 自然の中に形相的似向性の階層を見出す。 所で存在の完

全性に於ける形相的階層は作用に於ける形相的階層に対応する。 作用はそ
(38) 

の力が 高いだけ一層 多くを統一的に 自らの中に包摂する。 かかる階層性が

絶対的意味で言われる完全性としての生命や認識に見出されるのは事実で

ある。 しかし完全性の階層が， かかる形相的関係として理解される限り因

果的 依存性は見出され得ない。 聖トマスは人聞の魂より上位の int elI ect us

の存在を確立しようとするが，分有的 存在から本質的 存在， mobi 1e から

i mmobi le， i mpe rfect um から p e rfect um への移行は必然的なものとして

前提されている。 そして rati o の i nte lI ect us に対する不完全性は rati oの

認識が di scursus et mot usを伴う限り inte1 1i genti aの秩序に於て下位の階

層にあることに帰せられるが，その原因は rati o が魂の部分であり ， 魂が
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(41) 
身体に結 合していることに求めざるを得ないのである。

(五〉

73 

上述のような 諸困難を含む第四の道を支えるものは何であろうか。 何よ

りも先ず存在に於ける階層性が神学的綜 合の役割を担うものであることを

指摘しなければならない。 上位の完全性は下位の完全性を包摂し， 上位の

完全性の最低段階は下位の完全性の最高段階と接 合 する， という密着した

階層的秩序の観念は， その秩序に於ける第一のものに原因性を認めない 限
(43) 

り完結しない。

かかる字宙体系は明らかに「すべての原因は 自己と類似の結果を生み出

すJ (Omne agens agi t  si bi si mi le)  というネオ・ プラトン的 原 理を根拠

としている。 似向性( si mi li tudo )の関係に因果性を附与することを可能に
(44) 

するのはこの原理 である。 類 比 的認識も， 神へ至る因果性， 否定， 優越的

肯定( causali t as， remo tio， eminenti a) の三つの過程も此の原理 無しには

理解できない。

更に， 存在の多様性 こそ人間的認識の第一の所与であるが， 存在の真に

根本的な 多様性の原理が 永遠不動の本質に於て与えられているトマス的 存

在論の性格も第四の道を規定していると言わねばならない。 完全性の階層

に示 される多様性も正に形相的本質の多様性に還元 されるが， 本質が時間

的空間的制約を脱して居り， 個別的 存在が 存在として意味を有つのは正に

此の絶対的本質との関係に於てである限り， 本質は 永遠的 なものと 規定 さ

れる。 そして本質は esse に対して可能態にありながら， その可能態は個

別的存在への可能態であり， その観念には c reatus ということが含まれな

い 限り， 本質は神的知性にそのj原を求めねばならない。 似同的関係に於け

る因果性を認めることは， 一切の完全性の全き充実である神の永遠的な 印

を形相的完全性の中に見ることである。 真 理に永遠性を見出す時， 既に永

遠真 理に拠る神の存在証明は完成している。 同様に第六の道は int ell ectus
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(48) 
supra te mpusの直観に於て決定されている。 かくして神に至る道は決して

純粋に論 理 的 な道で は あり得ない 。 そして神の存在証明の論 理 的性格を図

式的に見るならば， その推論は 単なる叙述の形式に 過ぎず， 論証の一切は
(49) 

大前提の直観に於て決定されている。 “ll1 udquod e s t pe r al te rum re duci tur 
(50) 

sicu t  in causam ad i1 lud qu od e s t per se ."‘'Omne quod dici tur se cun dum 
(51) 

quid origin a tur ab e o  quod e s t simpl ici te r."‘'Omne imperfe c tum a pe rfe cto 

trahi t origine m." 之等の命題が我々の直観の内容を 指示する。

従って第四の道に於て は体系構造の下降的形態が上昇的形態に先行する

のであ り ， その限り ， 神の存在証 明 は一応体系構造の 出 発点 に置 かれなが

らも， 全体系が其の上に築かれる基礎としてあるのではなく， 却って存在

の全体系を背後lこ予定するのである。 その為に第四の道の充全的理解は存

在論の主要問題， perfectio， transcendentalia，及び両者の関係， 就中分有の

理論の諸問題の立入った考究の結果として与えられねばならないの であ

る。 (此の小論:主昭和33年11月中世哲学会に於:十る発費に手を加えたものである)
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