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トマス ・ アクイナスに於ける真理の問題

一一『真理論』第 1間， r神学大全」第1部， 第16問 一一

渡 部 菊 郎

序

聖トマスは ， Ii真理論』第l問に於て真理をも の と知性との合致・対等 ( a dae・
(1 ) 

quat io， c onf orm itas re i e t  intellec tus) と定義している。 また知性の働きは二つ

に分かたれるが， 真理は主要第一次的な意味 では 「複合し分割する判断する知性の
• (2) 

内にある」と主張している。

小論の意図は， この二点を考察の中心に据え ， この内容的にア リストテレスに由
(3 ) 

来し， 古来より様々な論争を呼びおこした「真理の定義」をテクストに即して考察

してゆくこと である。

1 有と真と真理

トマスは真理を定義する際， 先人達の定義を， ①真理の概念・本質(ra tio)に先

立ち， その内に真のものが基づけられているものに即しての定義( 真のものとは有
(4 ) 

るところのもの:アウグスチヌス〉 ②形相的に真の概念・本質を完成するものに即

しての定義 ③帰結する果( effec tus)を表わすものとしての定義， という三側面か

ら考察を加 え， この三側面を共に含みも つものとして「ものと知性との合致・対等J

を真理の定義としている。

①アウグスチヌスの定義の意味するところは， 全ての「もの」は「有る」限り「真

のもの」 であるということ であるが， トマスはこの定義を， 真理の概念に先立ち，

その内に真のものが基づけられているものの定義 で， ア ウグスチヌスは， Iものの

真理」についてのみ語っており， 吾々の知性への関係を除外し て い る( s. T. 1， 

Q. 1 6， a .  1 a d  1)と言う。 トマスの存在論的認識論にとって根本的なことは， i) 
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(5 ) 

知性にまず最も知られたものと して捉えられるのは， 1有 (ens)Jと「本質 (essentia) J 

とである， ii) 知性認識の全ての諸懐念は「有」へと立ち帰らせられ， 1有への附
(6 ) 

加 ( add itio ad ens) Jによって得られるという洞 察である。

トマスの言う「有への附け加 え」の意味するところは， 個体 (suppo situm) と し

ては同一な「有」に「有」という「名ざ し言葉 no menJによって は表明的に は言
(7 ) 

い表わされてい な い「有の有り様 ( mod us e ssend i) Jを概念 ( ratio ) の次元で表

明的に表現 しているということであり， 1真」とは「有の他の有への合致 ( co nve ・
(8 ) 

nientia) Jという有り様を言い表わ している。 勿論， 他の有と しては「感覚と知性

とによって可能的に全てのもの ( 可感的・可知的ものども) で有る有J I全ての有
(9 ) 

に合致するよう生まれついている有」 即ち魂が問題の中心に入ってくる。 即ち真は

「もの」の「知性」 へ の合致・対等と い う概念 (ratio ) を有に附加 し， 又表現

(exprimere) しているのである。 トマスがアウグスチヌスの定義 は， 1吾々の知性

への関係を欠いている」と言う時， 逆からは， 1真は有 と し て も の の 内に基礎

(f und amentum) を持ってはし、るが， 真や真理の概念の成立のためにはものも知性

も共に参与 しているのだ」と言っているのである。 ②第二の側面を表わすものと し

て形相的に (fo r maliter) 真の概念を完成するものに即し て の定義と してlad ae .

quatio re i et inte lle ctusJ をあげているのは そのためである。 トマスの言わんとす

る所は， 確かにものの存在性 (entitas) は真理の概念に先立ってはし、るが， 認識は
(10) 

ものと知性との合致・対等化とし、う真理を基に した真理の果 (effe ctus) な の で あ

る。 即ち， 真のものは個体としては有と同ーのものではあるが， 1真」はあくまで

も認識 ( co gnitio ) との関係から， 知性の側を根原と して語られる し， 又真は概念

であるから知性の内に有るものである。 というのは， 認識という働きは， 認識され
(11) 

たものの形象が「認識するものの内に有る」限りに於てあるからである。 認識とい

う動の終局は知性の内にある。 I真」は知性の働きゆくところの名称であり， 真は

知性が知性認識されたものに合致する限りに於て知性の内に有するのである。 第二

の側面に関して言われた定義 は， 形相的に認識の根底に あ り， 認識を成立させ，

「真」の概念を完成するものを言っているのである。

2. ものの真理
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さて， 既に見たように， トマスは， ものは知性を根原として知性に比較される限
(12) 

り「真のもの」であると言っているが. i ) ものは全て本質 (essen tia) とエッセ

(esse) とからなるし. ii) 根原として比較される知性も， 神の 知性と人間の 知性と

がある。 従って「ものは 知性を根原として比較 ( co rnparare) される限り真のもの

である」とか 「ものと 知性との合致」ということも多方面から考察されうる。

i ) 外在的真理 (veritas extrin se ca) から

ものは， そのエッセの依存する神 そのものである第一真理の分有によって， 神を
(13) 

尺度として自体的・本質的に真のものである。 この観点からすれば，実在するもの，

例えば石に関して言われた真理は， その概念の内に石の存在性 (en titas) を含み持

っている。 ものは神の 知性を根原として固有な形相 (fo r rna) を持ち， その形相に

よって各々のものは「真のもの」としてエツセを所有する。 その意味では， 被造物

の内に見出される真理はものの存在性 (en titaのであり， ものの， そのエツセの原
(14) 

因である神の知性への合致である。 即ちものは神の 知性に秩序づけられ， その固有

な本性の形相や イ デ アが見出される神の 知性の内にある形相を充た し て い る限り

「真のもの」と言われる。 しかしながら， その際ものの形相が却 そのものに内在す

る真理なのではなL、。 例えば石は， その形相によって神の 知性を根原として， 神の

知性に合致した存在性を含む限り端的に「真の石」である。

ii) 内在的真理 (veritas in trin se ca) から

他方， ものは， ものに内在する形相によって， 吾々の 知性に合致されうるエッセ
(15) 

を持っている。 この観点からすれば， ものは人間の 知性の内に真なる把捉を形成し

うる「もの」であり， この点に於ても「真のもの」と言われる。 ものは， 自らに内

在する存在性によって， 人間 知性を自らに合致させるのであり， ものの方が原因づ

ける「 知性への関係」を付け加 えている。 しかしながらこの 場合， ものは自らが自

らについて， 人間の 知性に真なる把捉を形成するように生まれ ついてい る 限 り で

は. 1"真なる把捉」を帰結させるという意味で (e 笠e ctive) 1"真のもの」と 言 われ

るのである。

以上の考察から判るように， 神の 知性， 人間の 知性， どちらへの関係をみても，

ものの 「何性 quidd itasJ々「本質的sen tiaJではなく， もののエッセ， 存在性が

ものの真理に関連して語られているのである。 とL、うのは， ものの 知性への関係と
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言っても， 人聞の 知性より神の 知性への比較の方が先であるから， である。 しかし，

そうだとすると， 人間 知性との関係を考えると， 真理は先なる仕方ではものの内に

内 在( in essめすることになろう。 とすれば， 人間 知性との関係からは， 真や真理

は先なる仕方ではものの内にあることになり， トマスの主張と異なってくる。

この異論に対してトマスは， ( Q. 16， a. 1 a d  3 ) 真なる把捉はものに原 因づけら

れはしても， ïものの真理 veritas r eiJ が原 因づけるのではな<， ïもののエッセ
(16) 

esse r eiJ が原 因づけると答 えている。 即ち， ものが吾々人間 知性との関連で真の

もの， 偽のものと言われるのは本質的文形相的にではなく， 帰結させるという意味

( eff ec tive) である。 ③従ってトマスは真理の第三の側面を表わすものとして， ヒラ

リウスの「真とはエッセを表明し， 顕わにするもの verum est dec larat ivum aut 
(17) 

man ifest at ivumωseJ とL、う定義を， ï合致から帰結する呆」を表わすもの と して

いるのである。

3. 真理 (veritas)の有り処

次に「 知性の内に有るJ ï 知性とものとの合致」と い う真理の定義の意味すると

ころを， ï認識」の側面から， 真理の把捉と い う側面から考察してゆくことにしよ

う。

人間の認識は感覚( sen sus) に始ま り， 知性認識( int ell ect us) に於て完成され

ている。 そして， 全て認識は， 認識するものの認識されるもの( res co gn ita) への

類同化によって完成される。 その際認識力は， 認識するものに於て， それの類似に
(18) 

よって自己が形相化されるものに関してはあざむかれることなく常に「真」である。

例えば感覚は， その形象によって魂の外の実在するものに合致(co n fo rmare) さ

れ ， 現実的な感覚となる時， その感覚は「真」と言わ れ る。 単純把捉 ( simplex

appreh en sio ) する知性も， それが「認識するもの」であ る限 り， 認識するもので

ある限りの自らの形相である「認識されるものの類似」を持つ限り真で有る。 しか

しながら両者の 場合， 合致され， 対象の形相を自らの内に含んでいる限 り に 於 て

は， ものとの「合致 co n fo rmitasJは成立しているが， ï認識されたものとしての真
(19) 

verum ut co gn itumJ としての真理はまだ成立していないので， ïもの」としての

感覚， ïもの」としての 「 知性」の真理に留まっている。 というのは， 感覚や単純
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把捉する知性は， もののエッセや， 又ものと自己との関係を捉えたりはしていない

からである。 つまり， 感覚、やこの段階の知性は一つの「もの」として「可感的なも

の res sensibilis J I可知的なもの res intel1ig ibilisJ の形象( spe cies) を受け取る
(20) 

限りに於てものの類似( simil it udo rei) を持ってお り， 知性に対して真なる見解

( vera existimatio)を形成しうる「真のもの」 に留まっている。 しかし， 自己とも
(21) 

のとの合形相性( co nfo rmit as) や自らが「真で有る est ver usJ ことを認識してい

る訳ではなし、からである。

4. 知性と感覚との「もの」への関係

次に. I真理が主要第一次的な意味では， 複合し分割する知性の内にある」 とい

うトマスの主張を更にテキスト に 即して考察しよう。

i) �真理論』に於ては. I 合致 ad ae quat io J は果、なるもの同士の聞に成立する関

係であるが， 知性は複合・分割する時知性に固有なもの( pro pri um) を持ち. I 知

性が 既に把捉したものに ついて判断しはじめる時， 知性の判断は知性に固有で魂の

外には見出されなし、。 ……判断は魂の外のものの内にあるものと合致す る ( ad ae-

quari) 時真で有る」と言っている。

ii) Wスンマ』では簡潔に「知性が， そのものについて自らが把捉する形相( fo r ma)

の有るように， そのようにものが有ると判断する時， 知性は初めて真を認識し， 語
(22) 

る」と述べているが， 知性は「複合・分割」によって自己の可知的なものに対する

合形相性( co nfo rmit as) を認識できる。 この合致の認識が真理の認識で あ り， そ
(23) 

れは 又知性の完成( perfe ctio) であると言っている。

以上二箇所の考察から. Iものと知性との合致」ということは二段階に考えられ

ていることが判る。 即ちi ) まず， ものとしての知性の真理， 即ち知性自身の可知

的なものとの形象・形相の合致(勿論， エッセや本性 n at ur a の合致で は な い)

ii) それを基にして， それの果(effe ct us) として， その合致自身の認識， 即ち本

質や形相の把捉を基にして， そのような形相が「ものの内に有るesse in reJ か否

かの認識。 これは 即ち判断( jud ici um) であり， ここに於て知性に固有な働き. .I'l� 

ち判断とものとの合致( ad ae quatio) の認識が成立する。 そして それは知性の善・

完全性なのである。 ここに於て， 即ち「複合し分割する知性」に於て「認識された
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ものと しての真 verum ut co gnitumJ が見出されるのである。 íもの」や「もの

である限りの感覚・知性」は， いわば「判断」に対して質料的側面と しての役割を
(24) 

果た し， í判断」との関係から「真 」や「 偽」とも言われうるのである。

次に「知性」と「もの」との関係の考察に入ろう。 í人間の知性は必然的に複合

・分割 しながら知性認識しなければならない ( 1， Q.85， a. l )J のであるが， 先に

述べたように， 知性にまず最初に入ってくるものは有と本質とである。

知性が単純把捉によって捉えた本質・形相が「ものの内にエッセするか」しない

かを判断するところに知性に固有なものが生 ずる。

そ してここには， 知性自身による， 知性の懐念 ( co nceptus i ntel lectus) と も の

との比較 (co mparatio ) がある。

この点をもう少し詳しく考察 してみよう。 rr命題論注解 』 に於て トマスは知性の
(25) 

懐念 即ち魂の情態 (passio nes animae) を二様に考察 している。 即ち， 例えば彫刻

が銅でもあり， 又人でもあるように (Peri Herm. n .  26) 0 

i ) 自体的に考察するならば， 諸懐念は魂の外の ものとは実在的に (realiter) 異
(26) 

なっており， ものとしての知性と同様実在的エッセ ( ess e reale) を持っている。

ii ) 懐念が それの類似であるも のの内容 (ratio ) に関して考察されるならば， この

場合は イ デアールな内容 (r atio ) を持っており， 志念的エッセ (esse i ntentio nale) 
(27) 

を持っている。

i ) の様式で考察するならば ， 常に複合 ( co mpo sitio ) がある。 �pち， 単純把握は

不可分なもの (ind ivisib ilia) を知性認識する働きである。 例え ば「ソクラテスが

坐っている」という「もの」を考えてみれば， 知性の第一の働きは， íソクラテス」

「坐っている (sed ens)J を別々に知性認識する。 しか し第二の働きによって， 複合

し， 一つの可知的なものが生じ， 知性は更に「現在」 そうであると時をあわせ知解
(28) 

(co・ intelligere tempus) する。 そのように してí S-P estJ という複合懐念を形成

する。 ここでは知性が単純懐念を他の懐念と比較し， 懐念同士を複合する。

特に問題となるのは二番目の複合・分割である。 即ち， 魂の外のものとも， もの

としての知性とも異なる判断と， 魂の外のものとの比較である。 この際 ， 複合とは ，

知性がそれの懐念である「もの」の「結合や統一性」を把握するこ と で あ る。 即
(29) 

ち， ものに於て「ーにして複合されたもの unum et co mpo situmJであるものを複
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合する ( S-P e st) ことであり， 分割は「懐念」がものに於て異なる (d iversa) と

把握することである。 ところで， 知性がこのような 「比較」即ち「判断」をなすこ

とのできる条件と しては. i) 先に述べ た「単純把握に於ける合致」は 勿論のこと
(30) 

と して. ii) 知性自身の自己自身への反省・還帰 (refì ex io . red it io) という構造を

あげることができょう。

即ち， ものに於ける本質とエッセとの区別は知性の二つの働き に対応 し て いる

が， 知性の統ー し た働きと して両者 は不可分に結び ついており， 認識を成立させて

いるのである。

知性の本性はものと合致 (cci n fo r mare) することにある。 即ちものに於ける 「ー

に して複合され たもの」を知性は単純把握に於て分析的に捉える一一第一の「もの

と知性との合形相性 ( con formit as) Jがここで成立する。 更に知性は懐念相互の複

合をな し， 自己自身の認識=還帰によって「複合・分割」する， 即ち知性は自らが

認識することをも認識 し， 自らの作用の本性を認識する。 即ち知性自身のものへの

関係・合 致を認識する。 それは知性が自己自身の本質へ還帰 (red ire) することで

あるが， この自己自身への還帰という構造に於て， 第一の働きに於て捉え た形相が

「ものの内にエッセするか否か」という判断が可能になる。 そ して， ここに於て，

もの 即ち本質とエッセとからなる有と知性， 即ち単純把捉による本質の把握と判断

によるエッセの把握とからなる知性との合致 ( ad ae quat io) は完成され， 知性はも

のを認識 し， 認識の真理を認識するのである。

5. 判断とエッセ

次に『命題論i注解」に於ける トマスの考えに 従って， 複合・分割=判断というこ

とをエッセとの関係に特に着目 しながら考察を続けてゆくことにする。
(31) (32) (33) 

名ざ し言葉も述ぺ言葉も命題的文も知性の懐念を表現する ために発声 (profero)

され， それの印なのであるが， その内に真や偽のある複合懐念を意味表示 (sign ifi

car e) するのは複合懐念を意味表示する命題的文で あ り， そ れ は「全体構成部分

pars int eg ralisJ と して名ざ し言葉と述ぺ言葉とよりなる。 例 と して「ソクラテス

は坐っている So crat e s sedet. So crat es e st seden sJ という命題を考えてみよう。

トマスは， 判断 に於て「知性は全て， 命題に於て述語 ( pra巴 d icat um) によって
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意味表示される何らかの形相を， 主語によって意味表示される何らかのものに適用

( applic are) し， 又は そ こから除去 (rem ov ere) jす る と 言う (S. T. 1， Q. 16， 

á.2)。

音声の次元で考える 場合， ソクラテスは主語の位置， 坐っているは述語の位置に

置かれている。 しか し「命題的文」の「全体」で考える時， 内-P est jは別々に考

えられているのではなし、。 命題が意味表示す る の は全体と し ての複合懐念 ( S .p

e sのである。 た しかに名ざ し言葉「ソクラテス」は個物を示す。 しか し. 1ソクラ

テス」という名ざ し言葉の意味表示するもの( Sの単純把短) と， 命題に於て「あ

るもの」を意味表示するために， それによって名ざ し言葉の導入されるものとは異
(34) 

なる。 即ち， 命題的文の構成部分となっている名ざ し言葉は， 複合懐念の部分を意

味表示 している。 即ち， 端的に「ソクラテス」を意味するのではなく. 1坐ってい

る」がソクラテスに内属するように意味表示 している。 同様に述べ言葉「坐ってい

る sed et ， est sed en s  jも自体的にはただの名ざ し言葉で あ る が， 命題的文に於て

は. 1ソクラテス」の現実態に於ける有り様を， 即ち， ソクラテスという主語・基
(35) 

体に内属する何らかの形相の現実態の様態を意味表示 しているのである。 そ して更

に「ソクラテスは坐っている」に於ては「坐っている」という述ぺ言葉が述べられ

ることによって「命題的な ことがら enuntiabi le j と しての複合懐念の意味表示を

完成するような「複合」が導入される。 即ち. 1ソクラテスは坐っている」という

命題に於ては， 述ぺ言葉は. 1自体的な名ざ し言葉ではない主題によって意味表示
(36) 

されるものく坐っているソクラテス〉の本質・形相が現実的に有る ( in actu esse) 

を意味表示 している。 知性は有のエッセの現実態を， 時に於て測られたものと して

意味表示するの で あ る。 I S est Pjのl estjポルフィ リウスやアンモニウスの解

釈 したように普通コプラと名ざされるIE S Tjは， 主語 ( 基体) に現実的に内在す

るいかなる形相であれ， その形相の現実態 ( act us) を意味表示 している。 しか し

このIE S Tjは， 単に発声された I S jと IPjとを連結 したり， ま し て書き記さ

れた命題文の連結詞などではない。 む しろ， 本質とエッセとからなる有を示すもの

と して. S-P なしには理解されない複合を ， 即ち全体と しての有を， それ も その

内で命題的事柄が真か 偽かを意味表示する ことを完成する複合とともに意味表示す
(37) 

るのである。 従って， その複合は「真理的複合」とも呼ばれよう。
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トマスに於ては ， 以上のように， 真理の有る 処， 即ち認識の完成する知性は 文，
(38) 

ものの形相のものの内のエッセ の現実態を開示 する 場であ ると言えよう。

結 語

し か し ， r 真理の定義」 は ， トマスの体系 の内では ， r神の知・ イデア・御言葉

論」の流れの内に位置づけられる。 r 合致」 とい う一見簡単な真理の定義の含み持

つ意味が 聖トマスの体系 の中 で， そ して 又， 西欧哲学史 の中 でどのように変転 して

ゆく のか ， を深く探求 すること。 それは 筆者の今後 の課題 である 。
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