
トマス ・ アクイナスにbける御言とイデア

岡 崎 文 明

I 序
( 1  ) 

( 1]トマスにおいて， 神の認識は三位一体論と創造論の根本をなすといわれる。

そして三位一体論は御言 ( Verbum)を， 創造論はイデア (ide ae)を基礎にする。

拙論の目的は神の認識において御言とイデアがいかなる位置を占めるかを見るにあ

る。 便宜上拙論では res に対する ratio を「観 念」と， conce pt us と conce ptio
( 2 )  

を共に「概念」と訳す ことにする。

11 神の知性認識

(2 )神は存在の純粋現実態である。 それは神があらゆる意味で完全であることを

意味する。 したがって神は単に 「存在するJ (esse)ばかりではなくて「生きJ (vi
( 3 )  

ver巴 )かつ「知性認識するJ (intelligere)ことをも含んでいなければならない。 し

かも純粋現実態であるからいかなる可能態も含まない。 したがって神は最高度に非
( 4 )  

質 料的であり， それ故最高度の認識の働きにおいて在る。 即ち神は知性認識の働き

においても純粋現実態である。 かかる知性は， 我々の知性の如く最初に可能態にあ
( 5) 

り後に現実態にあるという在り方をせず， 常に現実態にある 故， (1)知性 (intellec-

tus )， (2)知性認識されるもの (intellectum)即ち認識対象， (3)可知的形象 (s peci

es intelligibilis)即ち「それによって知性が対象を認識するところの形相J (forma 
( 6 )  

q ua intellectus rem intelligit)， (4)知性認識の働き (intelligere) の四つはすべて

同一で， 神の本性となる。 そしてそれは神 の本質 (ess entia divina)に 外 な らな
( 7) 

い。 それ故神の知性は自分自身 (知性認識されるもの〕を自分自身 (可知的形象)
(8 ) 

によって知性認識すると い わ れ る。 したがって神は先ず自己を認識する。 かかる
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( 9 )  
自己認識は思弁的である。 それは神は自己を制作しないからである。
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(3 )しかし神は単に自己を認識するばかりではない。 また神以外の一切のものを

も認識するー一一 こ こで言う「神以外の一切のもの」とは過去， 現在， 未来に亘って

永劫に この世界に出現する ことのない所謂「非有J (non e ntia)も含んだ全被造物
(10) 

を指す一一。 神が全被造物を認識する根拠も同様に神が純粋現実態であることに存

する。 神は純粋現実態であるからその認識は完全である。 それ故神は完全に自分自

身を認識する。 完全に自己を認識する者はその能力をも又完全に認識する。 その能

力が完全に認識されるためにはそれの 及ぶ一切のものが認識されなけ れば な ら な
(11) 

い。 神は万物を造り万物に 及ぶゆえ， 全被造物をも認識しなければならない。

と ころで被造物はすべて， その類似 (s imilit udo)として， 神の本質に包含され

ている。 神が被造物を認識する ことはかかる類似を見る ことに外ならない。 したが

ってかかる類似は神の知性認識の対象即ち「知性認識されるもの」の位置にある。
(12) 

よって神は自己の本質において全被造物を見る。

神は被造物の或るものを創造する。 したがって神はそのものを単に思弁的に認識
(13) 

するだけではなくて， 実践的にも認識する。 かかる被造物の認識は高次の神の思弁
(14) 

的な自己認識の内に包含される。 したがって神は一つの知性認識によって自己と全

被造物を認識する。

(4 )次に知性認識における「可知的形象」と「知性認識されるものJ (認識対象〉

を見ょ う。

凡そ働き (actio)には二種類が見られる。 一つは働きが働く者 (age ns )から外

へ移ってゆくものであり， いま一つは働きが， 働く者自身の内にとどまるものであ
(15) 

る。 知性認識の働き (inte lligere)は後者に属する。

また凡そ働きは形相に従って (s ecundum formam)行なわれる。 かかる 形相は

働きの対象の類似 (s imilitudo obiecti actioni のである。

知性認識の働きにおいては， かかる形相は「それによって知性認識すると ころの
(16) 

可知的形象J (s pecies intelligibilis q ua intellectus intelligit)に外ならない。 そ
(17) 

れ故可知的形象は「知性認識されるもの」の類似であって， I知性認識されるもの」

ではあり得ず， I知性認識されるもの」と明確に区別される。

トマスは， 神の知性認識において両者のかかる区別を明確に こ う 述 べ ている。
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「造られたもののイデアはそれを造るものの精神のうちに『知性認識されるもの』

として在るのであって， そのものがそれによって知性認識される『形象』として在
(18) 

るのではなL、。 この形象は知性を現実態たらしめる形相である。」

それ故神の知性認識における「知性認識されるもの」はイデア で あ る。 それで

は， これに対して「可知的形象」は一体何であろうか。

III御言(Verbum)

(5 J 次に我々は可知的形象について考察することにしよう。 凡そ働きが， rそれ

に従って行なわれる形相J (forma secundum q uam prov enit act io) は働く者から

発出する。 知性認識という働きにおけるかかる形相 (i. 巴 . 可知的形象〉 は 知 性の

内に発出する。 発出した形相は「知性認識された事物 の 概 念J (conceptio r ei in-
(19) 

tellect ae)， r精神の内的な概念J (int巴 rior m entis  concept us)， r心の 概 念J (con・
(20) (21) 

cept us cordis) ，或いは「知性の概念J (concept us int ellect us) と言われる。 更に
(22) 

これを「心の言J (v erbum cordis) と言われる。

神の知性におけるかかる「概念」乃至「言J (以後心の言を単に言と表記する〉
(23) 

を「神の言J (v erbum divinum) という。 それ故神の知性認識における「可知的形

象」は「神の言」乃至「神の知性の有する概念」に外ならない。

次にかかる「神の言」の性格を見なければならない。 人間知性の内に発出する言
(24) 

乃至概念は「形成されたものJ (format um) である。 神の知性の内に発出する言は
(25) 

「生まれたものJ (genit um ) といわれる。

一般に「生まれたもの」は次の四つの性格を有銭。

(1)生命あるものか iv ent ia) において発出する。

(2) 自己と結合した生ける根原 (principium viv ens coniunct um) から発出する。

(3) 類似という規定 (rat io similit udinis) の下に発出する。

(4)根原と同じ種の本性 (nat ura eiusdem speciei ) にとどまる。
(26) 

神の言は以上の四つを満たす。 なぜならそれは

(1) 知的活動 (actio int el ligibilis) という仕方の生命の働きによって知性の内に発

出する。 それは「知性の概念」だからである。

(2) 自己と結合した根原より発出する。 したがって神の言 は 起源の関係、 (relatio
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originis) を含意し， ベルソナ を意味する。 それ故それは「御言J ( Verbum) と
(27) 

呼ばれる。 他方， 根原は「御父J (Pater) と呼ばれる。

(3) 類似という規定を有する。 神の言は御父の類似であるからである。 それ故それ
(28) 

は御父の 「似像J (Imago) といわれる。

(4) 根原と同ーの本性にとどまる。 即ち神の言は神の本性を有する者として発出す
(29) 

る。 それ故それは「御子J (Filius) といわれる。

以上から神の言はペルソナ としての御言を意味する。 それ故神の知性認識におけ
(30) 

る可知的形象は， ベルソナ として表示すれば， I御言」となる。

(6 )御言は御父から出生 (generatio) という仕方で発出する。 かか る発 出は

実在的 (se cundum rem ) といわれる。 したがって御言も御父も各々もの (re s) と

して区別される。 しかるに他方では神の言はその発出源 (御父) と完 全 にー であ
(31) 

り， どんな差異も無いといわれている。 御言も御父も神の知性即ち神の本質である

からである。 それでは両者はいかなる意味で区別されるのであろうか。

ネ申は最高度にーであり単純である。 したがってかか る神 に おいて 複 数 のもの

(re s) として存在するのは， 善性とか智慧等の「絶対的 な固有 性J (proprietat巴S

absolutae ) ではなし、。 これらは神において実在的に区別され， 相互に対立 するも

のではないからである。 神において複数のものとして存在するのは「関 係J (rela-
(32) 

ti one s) である。 御父は出生の「根原J (pr incipium) という関係 ( これを父性 pa-

ternitas と呼ぶ〕を表わし， 御言， 御子は「根原からの発出者J (pr oce dens a pri 

ncipio) という関係 (これを子性五liatio と呼ぶ) を表わす。 そしてこれらの関係
(33) 

は実在的であるといわれる。

御言と御父が区別されるのはかかる関係によってである。 それでは実在的関係と

は何を意味するのであろうか。

(7 )実在的関係 (relati o reali s vel se cundum rem) を見る前 に観念的関係 (re ・

lati o se cundum rati onem) を見ておこう。

関係には二項がある。 I観念的関係、」乃至「観念 の 関係J (relatio rationis) と

はその項が「観念に属するものJ (re s rat ionis) である関係 を い う。 例えば理性

が， 一つのものを二度に亘って捉え， かつ一方の他方に対する一種の関係を捉える

ところに成立する。 有に対する非有や類に対する種の関係がそれである。 したがっ
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(34) 

てかかる関係は理性の把捉 (appre he nsio)の内にのみ存在する。

「観念の発出J (proce ssus rationis)とは発出源と発出者がかかる 関係、である場
(35) 

合をいう。 I観念的区別J (di stinctio secundum rationem)も， 区別さ れたもの

がかかる関係である ことを意味する。 イデアは後に見る如く (12)神の本質の観念

的区別によって生 じるといえよう。

これに対して「実在的関係」とはその項が 「本性に属す る ものJ (re s  naturaの

である関係をL寸。 これは両項が同 ーの秩序に属し， 本性上相互に秩序づけられて

おり， 相互に対する傾向を有する関係である。 2倍と半分， 父と子等の関係がそれ
(34) 

である。

「実在的発出」とは発出源と発出者が実在的関係である場合をいい， I実在的区

別」も区別されたものが実在的関係である ことを意味する。

御言と御父は共に同ーの本性を有し， 御言は御父から出生するという秩序を有す
(36) 

る。 それ故両者は実在的な関係といわねばならない。 それ故御言は御父から実在的

に発出し， 実在的に区別される。

御言も御父も自存する関係 ( re lat ione s subsistente s)である。 かかる関係を「神

の本性において自存するものJ (res subsistens in natura d ivina)一一 この意味で
(37) 

御言も御父もものといわれるーーという。 そしてこれはペノレソナに外ならない。

(8 )一般に言は次の特質 ( ratio)を有する。 (i)何かを明示 する (manife stare)

(ii)実在的に発出する (proce sm rmi丸 と ころで御言も言である 限りこの特質

を有する。 既に見たと ころから (ii)を満たす ことがやjる。 それでは御言は (i)の

特質である明示者として一体何を明示するのであろうか。

神は根原的に (principali te r)自分自身を知性認識する。 そして御言が発出する。

したがって御言は御父の概念として御父を明示する。 更に御子， 聖霊も明示する。

つづいて (conse quente r)御父は自分自身を認識する ことによって， 全被造物を認
(39) 

識する。 したがって御言は全被造物をも明示する。 それ故御言は三位一体すべてと
(39) 

全被造物を明示する。 更に御言は被造物を表現するばかりではなくて造りもする。

トマスは御言の特質を簡潔に こう述べている。 I御父は自己と御子と聖霊と， そ

して凡そ自己の知のうちに含まれる他のすべてのものを知性認識する ことによって

御言を懐抱する。 ( これは御言の実在的発出を意味する〔筆者註)0)だからこの意
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(40) 
味では， 全三位一体が， そしてまたすべての被造物が， 御言によって語られる 」

IV イデア(id，伺e)
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C9Jイデアは既述の如くC4J. 神によって「知性認識されたもの」の位置にあ

る。 即ちそれは神の知性認識の対象である。 イデアは神の本質に お け る 被造物の

類似 (si militudo) として存在するC3J。 ここからイデアの三つの基本的性格の内

二つが導治通れる。 即ち(1)イデアは事物とは別に存在しているその事物の形相 ( 類似〉
(41) 

である。 (2)イデアは神の精神 ( 本質〉において存在する。

ところで神は被造物を認識するのにこの類似を認識するを以て足りる。 神のかか

る認識は二種類ある。 一つは被造物の思弁的認識である。 類似はかかる認識の対象

である 限りで. I認識の根原」の性格を有する。 そしてこの 限りで類似は 「観念」

と呼ばれる。

しかし神は被造物を単に思弁的に認識するばかりではない。 更にこれに加うるに

実践的にも認識する。 かかる認識の対象である 限りで， 類似は「範型J (exemplar) 

といわれる。 したがって範型は認識の根原たる機能を含む 。

イデアという名称は広義には「観念」を指す。 しかし厳密には観念も含む「範型」
(42) 

を指す。 ここからイデアの基本的性格の三つ目が導かれる。 (3)イデアは. I範型」
(41) 

と 「認識の根原」の二つの機能を有する。

このようにイデアは神の本質における類似であるところから三つの基本的性格を

有することが判る。

C10J 神の本質における類似はものとしては (secundum rem) 神の本質 である。

それでは神の本質はいかにしてイデアとなるのであろうか。 ここでイデアの発出の

仕方を見ることにしよう。

神の自己認識は完全であるCzJ。 そ れ故神は自己の本質を完全に認識する。 そ

れは自己の本質を認識可能なあらゆる仕方によって認識することを意味する。 あら

ゆる仕方によって認識するとは， 神は自己の本質を， 単にそれ自体あるものとして

ばかりではなくて， 被造物に， 或る類似によって， 分有され得るものとしても認識

することである。

被造物によって「分有乃至 模倣され得るものJ (participabilis v el imit abilis) と
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して知性認識された神の本質 (ess巴nt ia div ina ut intel1ect a) が， そ の 被 造物の
(43) 

「イデア」乃至 「固有の観念J (rat io propria) となる。 イデアはこのよ うな仕方

で発出する。

(11)ここから， 一つの神の本質が多数のイデアとなることが理解される。 神は自

己の本質をこの被造物 によって分有されうるものとして知性認識する。 このとき神

は自己の本質をこの被造物のイデアとして知性認識する。 また神は自己の本質をあ

の被造物 によって分有され得るものとしても知性認識する。 このとき には神は自己

の本質をあの被造物のイデアとして知性認識している。 このよう にして神の本質は
(44) 

一つでありながら複数のイデアとなる。

このことは神の単純性に反しない。 神は一つの自己の本質を自由 に種々の「観点 」

(rat io) から知性認識する。 すると各観点 に応じて神の本質は種々の 「観念J(ratio)

を有する。 この観念がイデアである。 神が自己の本質をさまざまな観点から知性認

識したとしても， それはものとしては (secundum rem) 一つの本質であり， その
(43) 

単純性は損われない。 複数の観念は神の自己認識の内容となっているからである。

(12J ここからイデアは神の本質の観念的区別 によって生じることが判明する。 イ

デアは神 によって単 に知性認識された本質 (essentia ut intellect a) にとどまる。

神の知性によって単 に把捉された本質は， 既述の如くOJ， í観念 に属するもの 」

であって， そこ に何の実在的なものも生じない。 したがってイデアは 「神 によって

知性認識された関連J (respectus intellect i  a Deのであって 「実在的関連J (res-
(45) 

pectus reales) ではないといわれる。 それ故イデアは観念的関係であって， 観念的

に発出するといえよう。 これが. í知性認識されたものJ (即ちイデア) は知性と
(46) 

全 く 同じであるからこれらの関係は実在的ではないといわれ， また「知性認識され
(47) 

たもの 」 は観念の発出しか含怠しないといわれる理由である。

以上からもう一つのイデアの基本的性格が明らかとなる。 即ち(4)イデアは神の本

質の神自身 による観念的区別 によって生じる。

(13J 神の本質は無数のイデアを含む 。 しかし神はこれらのイデアを， その各々 に

対応する知性認識 によって生ぜしめるのではない。 神の自己認識 は 完 全 であるか

ら一つの知性認識を以って全イデアを生ぜしめる に十分である。 そればかりでは

ない。 神の自己認識は完全であるから， その一つの知性認識は御言を発出せしめる



トマス ・ アクイナスにおける御言とイデア 139 

認識でもある。

それでは神の唯一の完全な自己認識によって発出せしめられた御言とイデアはい

かなる関係にあるのであろうか。 次にこれを見なければならない。

V 御言と イデアの比較と関係

(14J先ず御言とイデアを比較しよう。

(1) 御言は神の知性の有する概念である。 イデアは神の本質における被造物の類似

である。

(2) 御言は実在的に発出するもの (reのである。 イデアは観念的 に 発 出する観念

(ratio) である。

(3) 御言は全三位一体と全被造物を明示する。 イデアは全被造物を表現する。

ところで御言は被造物を明示する 限りにおいてイ デアに似て い て， 転用的に
(48) 

(m et aphorice) イデアといわれる。 そこで被造物を明示すると い う 観点より見

た「御言」と「イデア」を比較しよう。

(4) 両者は共に被造物に対してはその範型の形相 (f orm a exemplariのであるとい
(49) 

う点で共通する。

(5) しかし御言は 「他のものから引き出された範型の形相J ( ab alio deducat a  for・

m a exemplaris) を名付けたものである。 それ故ペルソナ である。 それに対して

イデアは範型の形相を出所に無関係に絶対的に名付けたものである。 それ故イデ
(49) 

アは神の本質である。

(6) 御言ば一つである。 全被造物は一つの御言によ って表現される。 全被造物は神

においてはー (unum) であるからである。 それに対してイデアは複数存在する。

一つの被造物が表現されるイデアによっては他の被造物を表現することはできな

い。 一つのイデアはそれに連関する被造物しか表現せず， それに連関しない別の被
(50) 

造物を表現するには別のイデアを必要とする。

(7) 御言は第一に (prim o) 神自身を振 り返る。 その次に (ex consequenti) 被造

物を振 り返る。 それ故御言が被造物を表現するのは附帯的である。 しかしイデア
(50) 

は被造物を直接的に (directe) 振 り返る。 それ故イデアは被造物に直接的に関わ

り， 世界の創造の原理となる。
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それでは以上の如く互いに異なる御言とイデアはいかに関係し合う の であろう

か。

(8)御言はイデアの存在する場である。 つまりイデアは御言 に お い て， 被造物の
(51) 

「制作の観念J (ratio fact iva) として， 含まれる。

VI 結論

(15J神は純粋現実態である。 したがってその認識は完全である。

神はかかる一つの知性認識の働きによって自己を認識する。 そして自己の内に自

分自身の唯一の「可知的形象」を発出する。 この形象によって自己と万物を認識す

る。 かかる形象が御言である。 それ故神の一つの御言は単に神自身を表現するだけ

ではなくて被造物すべてをも表現する。

ところが神は， 自己に関しては， これを思弁的認識の対象とするのみであるが，

被造物に関しては， これらを単に思弁的認識の対象のみならず実践的認識の対象に

もする。 それ故御言は， 神に関しては， これをただ表現するだけであるが， 被造物

に関しては， これらを単に表現するばかりではなくて又造りもする。 それ故イデア

は神のかかる「認識の対象」であり， 被造物の認識と制作の根原として， 御言の内
(52) 

に含まれる。

御言は実在的に発出する。 したがってもの (reのである。 これに対してイデアは

観念的に発出する。 したがって観念 (ratio) となる。 そして神の知性認識の内容を

なす。

しかし， かかる神の自己と万物の認識， 御言とイデアの発出はすべて純粋現実態

なる神の唯一の知性認識によるのである。
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