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トマス「神の直視」とその視点
CDe Verit. Q.8.)(j)
藤

本

雄

一

I
1.

至福における「神の直視J (し、わゆる至福直観)は， 知性的被造物の究概目的

であるといわれるが， トマスにしたがってこれを考察するに際し， とくにつぎの点
を指摘したいとおもう。
まず第一!L. それはト7スにおいて， 被造知性が「ものjをもっとも深く包括的
!L見るζとを意味した。
第二l乙 それはトマスにおいて， あくまで知性の自然本性!L実在的に根ざしてい
る諸特質に基礎をおき， それらの存在性が超自然的秩序において内側から拡大され，
充実されるものでなければならなかった。 超自然的秩序の付加が， 漠然とした観念
的な接木のようなものであってはならなかった。
以上の二点である。 しかし， とれに加えて指摘されねばならないのは， との 問題
の根底にある「恩寵」についてである。被造知性の認識という面に視点を設定する
とき.

I恩寵」が， われわれの陥る困難を救う最終的な手段のようなものにうけと

られて， その本来の意義が失われる危険性が十分にある。 その意味で， 考察の途中
で， 根本的!L視点を転ずる必要性!c迫られざるをえなくなるととを認めたいとおも
う。 それについてはのちに触れられよう。

2.

至福における「神の直視」へ至るために， もっとも基本的とおもわれる前提が

確認され， 出発点とされねばならないとおもう。 そのひとつは， われわれの「魂J
の特質に関するものであり， いまひとつは.

I知性」の認識活動そのものの特質に

関するものである。
まず「魂」についていうならば， われわれの魂はすべてのものの認識に関かれて
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いるという特質である。「可能的にはすべてのものを認識しうる」 という魂の本性
的特質を， 自然本性にもとづいて必然的な活動を現実にはたらいている非理性的被
造物の全体的世界を背景としてみるとき， この特質が空しく無益なものであるとは
考えられず， 究板の至福へと傾く意志の無限の欲求と相f突って， それは充足されね
ばならない， と認めるのである。 魂は， すべてのものを， すなわち宇宙の因果系列
の全体， 諸原因の因を現実に自己のものとするのでなければならず， それによって
はじめて魂は真の充足を得ると考えられる。 このことはいま， 道徳的な領域との関
連において認められているわけでなく， あくまで魂の自然本性に即して認められる
ととがらである。
もしも魂が， その本性において一定の質料的事物の認識にのみ固定され閉じられ
ているものであれば， われわれはいかにしても第一原因の認識について語るととは
できない。

3.

基本的な前提とおもわれるいまひとつは， 知性の認識活動そのものの特質に関

してである。
すべてのものを現実態的に認識しなければならないのであるから， それは第一原
因そのものを認識しなければならないということになる。 なぜなら， 第一原因のも
とに属するあるものを見るのならば， そのものはもはや原因されたものであって ，
われわれはなおもその原因を求めねばならぬからである。 ところで， 信仰の示すと
ころによって， われわれは第一原因を「神」とするのであるから， 知性は神自身を，
すなわち， 神の本質そのものを認識するのである。
さて， 一般的に知性の認識活動は「知性」と「認識されるものJとの一種の結合
同化であるとされる。そしてその際， かかる現実的な活動の根源となる「形相Jが
求められる。 いま， 知性は神のもとに属するあるものを見るのではなく， 神自身を
見るのでなければならないのであるから.

I形相jが神の似像のようなものであっ

てはならず， 神の本質そのものが「形相」となって， 一糧の結合同化が現実になさ
れることになるのである。
きて， との結合同化が， 両者 (1知性Jと「認識されるものJ)の「存在の秩序」
において (あるいは本性において)おとるかのように理解されることは絶対に避け
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られねばならないことは明らかである。 このことは， 知性の相異ーなる認識対象につ
いてもいわれるべきことがらであるが， いまの場合とくに明確にされておかれねば
ならない。 というのも， もしそれが「存在の秩序」に関していわれるときには， た
とい一部分であるにせよ被造知性が自らの自然本性を壊滅し， 神の本牲と等しくな
る乙とを意味するからである。 自然本牲が壊滅されてはならないのは， それが神自
身の善性によって造られたものであり， その壊滅は， 最高善たる神自身の詳性を自
ら壊滅することになるからである。
それゆえに， 認識活動が， 元来， 知性において終概するはたらきであるが， そこ
においてうけとられる「形相」は， I知性の形相と成る」のではなく， I形相として
知性に関わる」のであって， かかる意味における「関係Jが確認されていなければ
ならない。 すなわち， 乙の「関係」はあくまで認識の秩序におけるそれであって，
その際，

I形相」が知られるものの本質であることは， 知られるものの知性におけ

る表出がもっとも完全であるζとを怠味しているのである。
以上， もっとも基本的とおもわれるこつの前提が確認された。「神の直視」にお
いてトマスがもっとも重要な配慮をはらった点は， 被造知性があくまでその自然本
性的条件を確保しつつ， しかも現実に「存在の根源そのもの」に触れることによっ
て完全に聞かれる活動の状態を描き出すことにあったといえるとおもう。

11
1.

さて，

I知られるもの」の本質それ自身が形相として知性に関わってくるので

あるが， 乙の「として」ということばによって示される関係が， なにか外的， 付帯
的なもののようであってはならないのである。 というのも， それが知性の抽象作用
によってうけとられる似像としての「形象」ではなく， 知られるものそれ自身がう
けとられるのだからである。 知性において終極する活動の「形相」が， 知られるも
のに属する本質なのであるから， 知られるもの自身が全体として知性のうちへ入っ
てくるのである。「形相」としてのその本質は，

精神の全体にわたり深く密僚に関

わるのである。 それについてはわれわれの自己の存在についての知がその様態を示
唆してくれる唯一のものである。 魂は， その本質が認識する自己自身に現前してい
るという事実にもとづいて， つねに自己によって確実に知られているのだからであ
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(10)

る。 それは付帯的な知ではなく実体的な知である。 それでは， このような仕方で知
牲に関わる本質とはどのような本質であるか。
第ーに考えられるのは， 自己自身が閏己の本質によって知られる場合である。 こ
の場合， 知られるものと知る者とが 同一なのであるから， 同己自身の本質が現実に
可知的なものとして自己に現前していることによって成り立つ。 それは非質料的実
体たる神および分離実体の問己についての知である。
第二に考えられるのは， 異なった実体がそのものに属する本質によって知られる
場合である。 いま問題となるのはこの場合である。 乙の場合， 認識されるものの本
質が「形相」として認識者を完成するのであるから， 本性上， 認識者ーよりも完全な
ものと考えられる。 しかも， 実体的に区別せられた「他」の知性においであるので
なければならないのであるから， 質料による限定を免れているものでなければなら
ない。 したがって， この場合もまた神と分離実体とに妥当する。
以上のことから， まず分離実体についてみるに， 下位の分離実体の本質が自らの
上位にある他の分離実体の知性の完成者であることは逆倒しているので， 下位の分
離実体については否定される。 上位の分離実体についてはどうか。
一見すると， この場合は可能であるようにおもわれる。 上位のものであればある
ほどかれらの本性は現実態の性格を増し， 知的完全性はその光輝を強めるのである
から， それが自己よりも不完全なものの完成者であるとしても困難はなさそうにお
もわれるからである。
しかし， いまの場合は知性においてうけとられているのは， 区別せられた実体に
属する本質なのであるから， その本質がいささかなりともその実体的存在の限定根
拠となっている場合は， もはや「他」の知牲においであることは不可能である。 そ
して， 上位の分離実体といえども自らの本質は自らを一つの類に限定する根拠なの
であるから条件を充足しなしL
したがって， 知性を完成するものの側から条件が求められるならば， その本質は
いっさいの限定を免れたもの， すなわち， 存在が本質のうちに完全に包含されてい
るととろのもの一一一純粋現実態

をおいて他にないといわねばならない。 われわ

ーー

れはかかる本質を神に帰するのであるから， ひとり神のみが被造知性のうち深く，
全体的に， 密接に関わりうる。
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2.

上述のとおり， 知性はその自然本性において存在の根源そのものの認識へ開か

れている。 しかしそれはいまだ可能態においてである。 そしていま， 実体的に区別
される神の本質のみがその完全な無限定性ゆえに知性のうちへ関わることができる。
しかい ただちにこの「無限定性」そのものが 問題となってくる。 いったい， い
かなる限定も免れている本質が， 一定の類に限定せられている被造知性に対し， い
かにして自体的関係をもちうるのであるか。 「可能態」にあるものが 現実態化され
るのは， つねにそれとの比の関係を有する「現実態jの側均=らであって， いまの場
(14)

合， 両者はまったくその待外にあるからである。
しかしながら， いまここで，

I恩寵」を予怨するζとには少なからず 問題がある

とおもわれるのである。 なぜなら，

I恩寵Jはまさに恩寵なのであって， 知性認識

が成り立つための条件として， われわれの理性の要求するところから引き出される
ものではないからである。 冒頭にも触れたとおり， ここで恩寵を持 ち出すことはさ
きの困難を容易に解消するであろうが， それは恩寵そのものをまったく形式的なも
のにし， ひいてはトマスの至福における「神の直視Jの真意を狭小化してしまうこ
とになるととが俣れられる。 しかしまた， との 問題を回避して「神の直視」そのも
のへ向かうことはできない。
とれは， 至福における「神の直視lの 問題を， 被造知性の自己認識の完成 (ある
いは， われわれにおける本質による認識の究械の完成)という側面に視点を設定す
ることからくるいわば必然的な結果といえるであろう。
したがって， われわれが， とにかくわれわれの設定している場所に留まりつつ，
少なくとも上に述べられたような潔解に陥ることを避けようとするためには， その
ための手がかりとなるものがトマスの当該の箇処のなかに求められねばならない。
そしてその手がかりを， 同 問 (Q. 8 )， 第4項， 異論解答第 13においてトマスが触
れているととろの「服従の能力」に求めることができるのではなし、かとおもわれる。
あることが被造物の能力の可能性のうちにあるというとき， そのあり方は二様に
区別せられる。 そのひとつはいうまでもなく， われわれの自然本性的能力の可能性
のうちにある場合であって， われわれは自らの自然本性の限界の範囲内で能動的に
はたらきうるのである。 その限界内のはたらきに欠けると乙ろがある場合， それが
自然 本性の限界内であるという理由によって「不完全jなものとされなければなら
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なし、。
いまひとつは， 神が自らの「意志」によって， 被造物の自然本性を超えて被造物
のうちになしうるところのものが被造物の可能性のうちにある場合であって， それ
は， 被造物のうちに神がなすところのものをそのまま受容し， 神のなすところにな
りうるという「服従の能力Jである

:

重要な乙とは， ここでト7スが， この「服従の能力Jに触れているその背景であ
るとおもう。 そこに神の「意志」が明らかに姿を見せている。 神のその「意志」と
は， 白らの善性ゆえに世界を自由な意;走行為によって創造の決定をなした;意志に ほ
かならない。 そして， 神の善性ゆえに善なるものであると乙ろの被造的自然本性を
損うことを決定することのない意志に ほかならない。
いま， 被造知性は， その自然本性の限界内では欠けると乙ろはないのである。し
かしながら， その自然本性そのものの完全性のうちに， もしかして， 自然本性的に
は予想されがたい何らかの仕方によって現実態へともたらされうるかもしれないあ
る完全性が根ざしており， しかも， 被造物自身の本性的能力をもってしてはけっし
て現実態化しえないものについて， 創造者が自らの自由な「意志」によって介入し，
被造物はその意志されたところに服従することにおいて実現されるとするならばと
うであろうか。 そしてその場合， 神の「意志J ，こ服すること自体が被造物たるかぎ
りの被造物のうちに根ざしているひとつの能力であるとすれば。
このように「服従の能力」から， われわれは， 被造知性の自然本性を超えて， 神
の「怠志」によって被造物がそれに服するところの特別な秩序を予想することがで
きるであろう。 それは被造物の側から関われてくる 問題というよりは， 創造者の側
から考えられるべき 問題なのである。!神の直視」は， 究極的にはその全体が創造
者の怠志に根拠づけられるのである。
もしも神が.

(被造知性の側から)自体的な関係、を もつことがけっしてできない

ところの無限定な自己の本質を被造知性の「形相」とすることを意志しないのであ
れば， 知性はそれを自己のうちにうけとる乙とはできない。 逆に， 神がそれを意志
したときには， すでに神の本質は知性のうちにあるのである。
いまの場合， 被造知性の側の意志の 問題， あるいは倫理学上の 問題が捨象されて
いるが， われわれの当面している問題においては少なくとも 以上のことを認めるζ
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とで満足すべきであろう。 このような背景を考慮に入れるならば， われわれは当初
に危倶したととがらを最小限とすることができるとおもわれ， なお恩寵によって知
性のうちに付加せられる特別な光によってなされる神認識および神の本質における
被造物認識について語りうると考えるのである。

111
1.

自己はつねに自己自身によって保持し続けられてきた自己についての問ーの知

をもっ。 自己の活動は魂をその根基とし， そこから出たものであるかぎりただちに
自己自身に反射せざるをえない。 それは能力態的に保持される自己の存在について
の同ーの知となっているが， 自己が何らのか生命的活動をはたらいているととによ
って， いついかなる場合であっても現実態的に判断をくだすことができる。 自己に
ついての同ーの知は自己の記憶にあり， 記似のうちにあり続ける。
自己認識において知牲によって知られているものは， 知る自己自身と同一である。
そ乙に表出されているのは， 知る者と知られるものとの「同実体性jである。 自己
の魂の本質が自己自身に現に存在するという根源的事実にもとづいて， 自己は自己
自身を知り， 知られた自己を愛している。

2.

知性が超自然的秩序に参入せられるとき， 神の本質そのものが知性に関わって

きている。 神の本質が知性に現前しているのである。 神の本質は知性の全体に関わ
っており， 知性はいわば実体的に神の知を保持する。
神の本質が知性に現前するとき， 神は知られ， 愛されている。 神は自らの本牲に
おいて最高度に知られ， 自らの本質によって善なるものだからである。 したがって，
(20)

神が知性に現前しているかぎりをもって神は知られ， 愛されている。

このととから「神の直視」はわれわれにおける三位性の像の完成として描かれる
であろう。 まず， ペノレソナの「同実体性」に関してである。 この場合， 認識者と認
識対象との「同実体性」を意味するものではなく， 神におけるべルソナの「同実体
性Jの形相づけを意味する。 そしてそれがわれわれにおける三位性の像の完成であ
るのは， 認識活動の高貴性は認識対象そのものの高貴性に依存するという認識の特
質によっている。
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第二に， ベルソナ聞の「 同等性」に関してである。 この場合は， もっとも高貴な
対象を認識するときの認識者の能力聞の「 同等性」を意味している。 上述のとおり，
神は知性に現前し， 現前しているかぎりをもって知られ， 愛されているからである 。
すなわち， 記憶， 知解， 愛の三つは等しく完全に開かれ， ーっとなって対象に密着
している。

神の本質によって見られているととろのものは， 認識する自己自身を含むすべ

3

ての事物の深いところに浸透し， それらを現に存在せしめている存在の根源そのも
のである。 われわれの存在は「として在る」という表現をもって示される何らかの
「本質J の存在であるから， そこから， まったく在るだけのもの， すなわち純粋な
現実態そのものを表象するととはできない。 その点ではある意味で分離実体の「存
在そのもの」に関する自然的認識も 同様であるとせざるをえない。
分離実体はその自己認識において， 自己の存在と本質についてのーっとなった知
を現実に保持しており， その本性の非質料性ゆえに， われわれにおける自己の「存
在j についての知とは異なり， いっそう現実性を帯びた「存在」についての知をも
っていると考えられる。 しかし， 自らが原因された存在である 以上，

r存在そのも

の」についての自然的認識は， 依然として自らの本質を媒介としているものといわ
(22)

ねばならず， その点では完全な知に至ってはいない。
しかし， I神の直視」においては「存在そのもの」を直接見るのであるから ， I存
在そのもの」がし、かなるものであるかを知るであろうし，

I神は存在する」 という

命題によって表示されることがらについて， 自明的ないかなる第一基本命題の知を
(23)

凌いで知ると考えられる。 しかもそれのみでなく， かかる「存在」が分有せらるべ
き被造物をも見るのである。

IV
1.

被造知性がそれによって神を見るととろのものは， 神がそれによって「他」を

見ると乙ろのものである。 神によって知られる「他Jは， 有限な事物の原像ではあ
るが， 神の 精神l乙抱かれているかぎり神の本質と 同じものであるから実在的にーで
ある。したがって， 被造知性が神を見るとき， かれは， 神の本質を見ることにおい
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て被造物の原像を見ているのである。 神は「すべてのもの」の凶なのであるから，
(24)

被造知性もまた「すべてのもの」を見ている。
それでは被造知性の見る「すべてのもの!は， 神自身における「すべてのもの」
を意味するのであるか。
あらためて「恩寵」によって賦与せられる超自然的秩序が 問われることになる。
乙の秩序において与えられる光とは何であろうか。 乙れについてはトマスは詳細に
述べてはいない。 しかしそれは， 自然的認識においてトマスがとっている立場から
根拠を得ることができるとおもわれる。 すなわち， 完成された被造物において， 普
遍的な能動因の ほかに， 普遍的な能動者から派生して， 完成された個別的なものに
付与された固有のちからが内在するという事実を背景として， われわれの魂のうち
に上位の知性から派生したあるちからの内在を認め， それを能動知性の「光」と呼
(25)

んでいるのである。「神の直視」が被造知性の， 自然本性的認識の究極の完成とみる
以上， いまの場合も， 乙のような知性の「光J は， 神によって原因され， 神の知性
から直接派生したものでありながら， なおそれは被造知性の能力のちからの拡 充で
あり強化であるとしなければならないと考えられる。 したがって，との特別な「光」
は造られたものとして被造知性のうちにあるのである。 知性は神そのものを認識対
象とすることによって (というよりも 認識対象とすると同時IC)， 知性のちからは
拡 充され強化されるのである。 このととは何を意味するのであろうか。
認識の「形相」にはいささかの不完全さもない。 知性はいま， 純粋現実態そのも
のを眼前にしている。 かれは完全に単一な実体そのものを見ているのであるから，
けっして部分を見ているのではなく， その全体を見ているのである。 自己が自己自
身を知るときの密接さをもって純粋現実態の全体を知るのであるが， 認識対象の側
においてそれを全体的に知るわけではないのである。 というのも， 知性はなおも被
造性を保持しているからである。 被造的被限定性を保持している知性は， 非質料性
の極限にある神の可知牲を全体として包括しているわけではない。 神の単一性その
ものに触れるζとはできても， 神の能力の全体を包括していないのである。 神の単
(26)

一性は知られでも神の深さを完全に知るととはできないといえるであろう。
したがって， 神の 精神のうちにあって， あるとき， 自己の外へ産出されうるもので
はあっても， 現に存在せしめられないものについての知

神のもっとも内奥深く

一一
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lこ秘められる神の覚知の知一一ーは， 依然としてわれわれには知られざるものとして
残るのである。 神の 精神は汲み尽くされず， その近さにもかかわらずなおも神秘な
神として留まっている。
ここで「すべてのものjが 問われてくるであろう。 そこにおいて知性が見る「す
べてのもの」は， 神が見る「すべてのものJ ではないのである。知性が神において
見るのは， 少なくとも神の言のうちに抱懐され， 時間のうちに産出せられる「すべ
てのもの」である。 なぜなら， それらのものは分離実体の本質の上に付加せられて
いる「形象」によって自然本性的に認識されるのだからである。

2.

しかしことで あらたな 問題が お乙ってくる。 被造知性が神の言において 見る

「すべてのもの」と. 自己!C付加せられている形象によって見る「すべてのもの」
とはまったく同じものなのであるか。 二つはどのような関係にあるのか。
ある意味でそれは 同じ「すべてのもの」である。それが見られる「もの」の種に
関するかぎりで 同じなのである。 しかし， 認識の形相という観点からは二つの知は
(28)

まったく 同じものであるわけではない。
認識における「形相」は， それがより現実性をもつもの (より一性をもつもの)
であればあるだけ， いっそう包括的な知をもたらすものである。 ある「ものj につ
いて， そのものの個別的な「形相」によって得る知は個別的なものであるが， その
ものの因において得られる知は， その「もの」に関する因果系列を含む包括的なも
のと考えられる。
したがって，

1-もの」の形象によっては， 個別的な存在の様態に即した個別的な

「もの」を見， 神の本質によっては， 諸々の因果系列を背景にした「もの」を見る
であろ

号。 というのも，

乙の場合の認識の「形相」が純粋現実態であり， なはり

も第一能動因そのものだからである。 そとから，

Iもの」の背景が「可知的性格」

を帯びて知性の前に現われてくる。 無数に配列された因果系列が浮かび上がってく
るのである。自然本性的認識において隠されて完全には知られない「ものJ につい
ての存在の因果性が明るみに出されてくるのである。 したがって， 神の言において
知性が見ている「すべてのもの」は， 形象によって見る「すべてのもの」よりもい
っそう深化されている。見られるものの種!C関しては同じ「ものJ ではあるが， 一
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方は他方に較べていっそう深い「もの」なのである。
トマスは「もの」に関する 二つの認識をある循環的な運動として措いていると考
えられる。 知性は， その， 自然的認識において個別的な「もの」を見， 神の言にお
(30)

いて一つに結合せられている「もの」を見る。 一方で「造られたもの」を見， 他;土i
(31)

で「造られるべきもの」を見る。 二つのあいだになされる循環的な運動において，
知性は創造の業がいかなるものであるかを知解する。「神の直視Jは究極的には， 被
造知性による神の倉4造への関与であり， 創造の意味の知解といえるものと考えられ
る。
と乙ろで， 被造知性におけるこのような認識の二重の構造は， トマスにおいて，
すでに知性の自然本性そのもののうちに根ざしたものであり， その原初的萌芽を擁
しているものであることを指摘しておくζとがこの際適切であるとおもう。たとえ
ば， われわれにおいてそれは， 事物の「形相Jをうけとることによってそれとの関
係にある「質料」を知り， 事物のもっとも内奥にある「何性」を把捉するという知
(32)

性の特質である。あるいは， 分離実体においてそれは， 現実態的に自己自身を知り

(33)

つつ， 自己tc付加せられた「形象Jによって「他」を知るという知性の特質である。
知性のうちに現に根ざしているこの 二重の構造においては， 一方は他方に対してい
わば形相的に関わるものである。 トマスが，

I神の言における事物認識」と「自己

tC付加せられた形象による事物認識」というこ重の構造について， 前者を形中目的な
位置に配しつつζれを語りうるのも， あくまで知性の自然本性のうちlとあるこ重の
構造の実在性を基礎とするからにほかならないであろう。

3.

しかし さらに 問題が 残されているのである。 われわれは上述のところで，

「もの」の背景に存在する無数の秩序の 配列を認識するについて，
という言葉を用いたのであって，

[-可知的性格」

I可知的形象」とはいわなかったのである。 それ

はなにを意味するのであるか。
乙乙で関われてくるのは，

Iもの」を認識しつつある 知性の「実体」そのものの

様態である。それは非質料的実体であるから， その非質料性そのものの完全性の段
(34)

階がそのまま固有の種を形成するような実体である。非質料性の完全性の段階は可
認識牲の段階を意味している。 非質料的実体という点では[pJじであるが ， 個々の種
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の属している段階にしたがって自然的認識の完全性の段階も多様である。 そしてそ
のととは「神の高視j におけるかれらの「もの」の認識にも反映せざるをえないで
あろう。
知性は神を本質によって見， 神の言における「すべてのもの」を見る。 このこと
はすべての知性に共通して実現されている。 しかし， そのことは.

rもの」に属す

るすべてが， かれらにとって等しく現実態における「可知的形象j であることを意
味するものではないのであるc その本性において完全性の高い種にあるものであれ
ばあるだけ， 知性は「ものJ !C属する諸々の可知的性格をより多く現実に「可知的
形象」としているのであって， その被造物の認識は他の知性l乙較べていっそう包括
的で深いものとなっている。
第一能動因である神の仮IJからすれば， それがまさに第一能動因であるということ
によって， ある「ものJ の原像を抱懐するということは， その「もの」の種の形相
について， 自らの摂理のもとにあるいっさいのことがらの「可知的形象」をあます
とζろなく現実に抱懐していることに ほかならない。 神が個物を知るのはこのよう
な仕方によるのである。 そしてそれが， 神の 精神のうちに抱懐されている「ものJ
の「形相」が.

rもの」の「形相」と「質料」についての それであるというζと，

さらに， 神の本質が被造物の共通の， しかも箇有なものについての認識の「形相」
(36)

であるということを意味している。 しかし， 被造知性の側からすれば， かれらのす
べてが等しい仕方で被造物を見ているわけではないのである。

4.

以上のように， 被造知性の神の言における被造物認識については， まず， そこ

における「すべてのものJをめぐって， 被造知性たるかぎりでの被造知性の被限定
性が明らかにされ，

次いで. rもの」の「可知的性格」をめぐって， 被造知性の個

個の種としての存在の様態からくる固有の被限定性が明らかにされる。
では結局， 栄光の状態にある被造知性の認識は不完全なものというべきなのであ
ろうか。けっしてそうではないであろう。 もしもその自然本性の限界内における活
動に欠けたところがあるのならば， それは「不完全」と認めなければならなし、。 し
かし， 創造者によって被造物の自然本性的秩序を超えてなにごとかがなされるにつ
いては， それが自然本性にもとづいて(いわば質料的根拠として)なされるのであ
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るかぎり， 被造物たるかぎりでの被造物の被限定性そのもの， および， 被造物の種
としての存在の様態からくる固有の被限定性そのものもまた何らかの意味で残与し
続けるのであって， そこにおいてはもはや|不完全」の概念はその本米の意味を失
うのである。 知性はな んといってもその 自然本性の究極まで開かれ， さらにそれを
趨えて高 次の完成へともたらされているのだからである。
すでに述べられたように，

["神の直視」の 問題において， 知性の諸特質が厳密に

規定をうけながら認識活動の究極の完成としてこれを考察していく途上で， これを
た んに被造知性の 次 元からだけでなく， 創造者の但IJからも光を当てるべくわれわれ
の視点の根本的な転換を迫られざるをえないのは， すでにトマスにおいてこの 問題
が「恩寵」という大きな神学的 問題を軸として， 創造者の意志と被造物という全体
的な構図を背景として展開されているからであると考えられる。
被造知性の「本質による認識」について残されるのは， 諸々の能力態についてそ
の本質による認識という 問題である。 これについては別途考察されなければならな
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