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存在の類比について

宮 内 久 光

「存在の類比JCan alogia ent is)と呼ばれるものが トマスにおいてどのよ

うに理解されていたのかを問うことが小論の目的である。 ここでは二つの

問題が考察される。 第一に， カエタヌス以来所謂比率類比 Canal ogia pro司

p ort ional ita tis) のみが真正の類比であるとされたが， トマスにおいて最終

的に明示された類比は帰属類比Canalogiaat tribution is)であり，したがって

比率類比が主張された「真理論」第二問題十一項の立場は後期の著作にお
( 1  ) 

いて廃棄されたのであるというモンターニュの主張が検討される。 第二の

問題は神の名称に関わる。 トマスは神に適合する名称として善， 叡智， 生
(2 ) 

命， 等を挙げているが， そのような名称が超越的領域に適用可能であるの

は， それらの名称の表示するところのものが類比的であることを根拠とし

ている。 しかし， もともとアリス トテレスを起源とする存在の類比は， 実

体と付帯性という範時の地平において成立したものである。 ではL、かにし

て存在の類比は水平的な範障の次元から垂直的な方向に発展することが可

能であるのか。 すなわち第二の問題は， 神的存在と被造的存在の類比的統

一の問題である。 以上の相互に分離できない二つの問題を主要なテクス ト

を通じて考察したし、。

トマスは最も初期の著作である「自然の諸原理について」の最後の章で

すでに類比について論じている。 まず同一性乃至統一性に関して， 個体の

数的同一性， 数において異なる個体相互の種的同一性， 種において異なる

諸存在相互の類的同一性と， 異なる類に帰属しながら或る同一性を有する
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諸存在相互の類比的同一性の四種が区別される。 類比的同一性は， 実体と

量が或る類において一致するのではなく， それぞれが存在であることにお

いて一致することに示される。 存在は一義的にではなく類比的に述語され

るゆえに類ではないのである。 では存在が類比的に述語されるというのは

いかなる意味であるのか。 存在の類比的統一の理解のためには， 次に述語

としての名称の区別が知られなければならない。 或る名称が共通な述語と

して多に述語されるとき， 類比性は中間的なものとして一義性と多義性か

ら区別される。 或るものが一義的に(univoc e)多に述語されるというのは，

それが同ーの名称と同ーの観念， すなわち定義にしたがって述語されると

いうことであり， 多義的に(aequivoc e)述語されるというのは， 或るも の

が同ーの名称と， 異なった観念にしたがって多について述語されるという

ことである。 これに対して類比的に(analogic e)述語されるという の は，

その観念と定義が相違してはし、るが， 一つの或る同ーのものに関係づけら

れている(attr ibuunt ur)ところの多について或るものが同ーの名称にし た

がって述語されるということである。 アリス トテレスによって用いられ中
(5 ) 

世において一般的になった「健康J(sanum) の例がここで示される。 健康

は動物の肉体にも尿にも食物にも語られるが， それら三つのすべてに同ー

の意味で語られるのではなL、。 肉体については健康の基体として， 尿につ

いては健康の印として， 食物については健康の原因として語られる。 しか

しこれらすべての観念は動物における健康(sanit as)という同ーの 目 的に

関係づけられている。 すなわち類比的名称が多に共通であるのは多におけ

る第一のものに対する関係によるのであり， 第ーのものに対する関係は，

諸類比項を第ーのものに結合する存在論的因果性の関係として把握され，

類比的統ーは第ーのものが類比項に対して行使する因果性に基いているの

である。 しかしこの因果性は一様ではなL、。 或る場合には第ーのものは目

的国としての役割を果たす。 上述の例のように， 類比的に 一 致 す る「健

康」 という語の様々の意味は， 動物における健康という一つの目的に秩序
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づけられた様々のものを意味することになる。 また或る場合にはその因果

性は能動的因果性であって， 1"医療的」という語の様々な意味は「医者」

という能動者との関係に基くのである。さらに或る場合には第ーのものは

基体としての原因であり， 存在が量や質について語られるのは， それらの

基体としての実体との関係によるのであって， 存在は実体により先に( p er

pr ius) 語られ， 他の範障についてより 後に( per po st er ius)に語られるので

ある。

以上の理由から存在は実体と他の諸 範障の類ではないことが明らかにな

る。いかなる類もその程についてより先にあるいはより後に述語されるこ

とはないからである。実体と量は類において異なるが類比において同一で

あり， 存在は両者 に類比的に語られることになる。

以上の類比は所謂帰属類比であるが， 1"自然の諸原理について」におい

て比率類比も また事物の内在的構成原理としての質料と形相に関して語ら

れる。質料も形相も， 可能態も現実態も実体および他の範曜の 原 理 で あ

る。しかし実体と他の諸範障の質料と形相は類において異なっているが，

比率において同一である。すなわち， 実体の質料が実体に関係するように

そのように量の質料は量に関係するのである。ここで提示されたのは比率

類比であり， 比率的統ーである。しかし， より根本的な存在の原理の統一

は帰属類比による秩序の統ーである。何故なら， 1"実体が他の諸範鴎の原

因であるように， そのように実体の原理は他のすべてのものの 原 理 で あ
(6  ) 
る」 からである。

モンターニュによれば， 類比的統一において比率的統一(l' un ité pro por

t ionnelle)は第一のものではなく， それはより根源的な秩序の 統 一 (l'un ité

d'or dr e) に還元される。換言すれば類比という語の二つの意味は並列され
( 7) 

るのではなく， 比率的統ーが秩序の統一に従属する。少くとも存在の範酵

の地平において， 存在の多様性の類比的統一は， 第ーのものへの関係によ

る帰属(l' attr ibut ion par ré fér ence à un pr em ier)に基づき， それは「存在が
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実体により先に， その他のものにより後に諮られる」ことと対応すること

になる。

「自然の諸原理について」における存在の類比は， 専ら実体と付帯性と

いう範障の水平的地平において展開され， 諸 範障によって示される存在の

多様性は， 実体という根源的存在との関係によって統一されたが， 他方存

在の類比は また実体そのものの階層性という垂直的な方向において発展す

る。 モンターニュにしたがって前者を範時的類比 (l' an alogi e prédi camen-
(8 ) 

t ale) ， 後者を超越的類比(l' an al o g ie t ran scen den tal e)と呼ぶならば， 超越的

類比の素描は「存在と本質について」において初 めて現れる。 範時的類比に

おいて実体は白存するゆえに第一次的に存在であり， 付帯性は実体に内属

するゆえに相対的であって実体に従属するものであった。 しかし実体性の

付帯性に対する因果性は基体としての質料的因果性であるに留 まらなL、。

「存在と本質について」において実体が付帯性の原因であるのは実体が最

高に最も真に(maxime et veri ssi me)存在であることによる。 類において最

高であるものがその類に属するすべてのものの原因であって， 付帯性は二
(9 ) 

次的に謂わば或る意味で rat io ent is を分有するのである。 ここでは範略的

類比は分有の理論によって把握される。 実体が第一次的な存在 で あ る の

は， それが付帯性の基体という資格においてではなく， 付帯性が分有によ

って低次の段階において所有する完全性の最高の段階としてそうなのであ

る。 分有の理論の導入は超越的類比への途 を拓く。 超越的類比は実体性の

階層性とそれが内含する形相的階層性によって構成される。 すなわち諸存
( 1 0) 

在の聞には秩序と階層(ordo et gradu s)が見出される。 純粋現実態とし て

の存在そのもの(ip sum suum esse)である神を頂点として純粋可能態とし

ての第一質料に至る までの階層的秩序は， 現実態と可能態， およびその合

成によって把握されるが， ここで理解された完全性としての現実態は存在



存在の類比について 51 

( ess e)という現実態である。 したがって諸存在の階層的秩序は共通の完全

性としてのratio entis の不等な階層性に求められる。 範障の地平において

は類的あるいは種的に区別される諸形相と， それらの形相が一義的に適合

する個体および種があるのみで階層は存在しない。 同一種に属する個体お

よび同一類に属する種の中に見出される不等性は形相的一義性を破壊する

ものではないからである。 また同ーの形相をより多くあるいはより少なく

受容するという完全性の付帯的階層によって諸存在の階層性が理解される

のでもない。 より多く白い， より少なく白い， と言われる場合に， íより

多く， より少なくJ (s e cund um magis et minus)という完全性の不等性は種

の多様化を生むものではなく， 形相的一義性を廃するものでもなく， した

がって類比性を構成するものでもないからである。

本来階層的秩序は階層の最高の段階とその能動的原因性を容認しなけれ
(12) 

ば完結しないのであるが， トマスはそのことを容認している。 したがって

ratio entis の不等な分有による階層的秩序の定立は， 超越的類比にお け る

帰属類比の成立を意味すると考えられよう。 しかし他方 トマスは分有する
(13) 

主体の本性乃至形相そのものの中に完全性の多様な階層を認めている。 そ

の場合には階層相互の因果性は形平目的因果性として理解され， 階層相互の

関係は静的な類似性の関係に還元されることになり， そこに成立する類比

は比率的類比として理解されるであろう。 範時的類比から超越的類比への

移行は階層的完全性および分有の理解の多様性に応じて変化する。 í存在

と本質について」においてはまだ超越的類比は明確な形を取っ て い な い

し， 類比という話も使用されていない。

初期の著作における類比の理論は後期の「形而上学註釈」においても見

出される。 帰属類比も比率類比も現れるが， í比例あるいは類比J(p ro po r 

t io ve l analogia)という言葉によって同時に両方の類比が指示される。 五巻

においては語の本来の意味にしたがって類比は比率類比として叙述される

が， そのような類比的統一の一種として帰'属類比も比率類比と並列して説
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(14) 

明される。しかし実体と付帯性の存在における類比的統一が語られる場面

においては， 存在は「一つの第一のものに対する関係によってJ ( per r e

s pe ctum ad unum primum)多について語られ， 存在の類比的多様性は共通

な名称が本質的に適合する第ーのものへの秩序によって統一される。

また「存在と本質について」において提示された分有の観念 も 見 出 さ

れ， 実体の存在性の様態は他のすべての付帯性において， 或る比例の類似
(16) 

性にしたがって分有される。 一つの完全性が二つの存在に不等に帰属する

とき， 一方の存在に分有的に帰属する完全性がその存在に適合するのは，

その完全性が本質的に適合する他の存在との関係によるものであって， 類

比的多様性は共通な名称が本質的に適合する第一のものへの秩序によって
(17) 

統一される。したがって範鴎的類比は等価の二つの表現を所有することに

なる。存在は実体についてより先に， あるいは自体的に( per s e)語られ，

付帯性についてより後に， あるいは分有的に( per partici pationem)語られ

る。このように， 少なくとも範障の地平において帰属類比は存在論的によ

り根源的であって， 比率類比はそれに由来し従属すると考えられる。

では超越的類比はし、かにして成立するであろうか。諸存在と神との聞に

いかなる類似性もなければ， 共通であるかに見える名称とその観念も実は

多義的であって， 存在の実在的統ーはないことになるであろうし， われわ

れの神についての認識はたとえどのようにつつ ましいものであっても全く

不可能になる。他方， 存在が共通な形相であるならば， その観念は一義的

であって神の超越性は失われることになる。 それ故に或る形相の不等な分

有に基いた類似性の関係として諸存在と神の関係を考察する道が拓かれね

ばならない。もちろん， 神と諸存在が同ーの形相を分有するのではない。

その場合には， その形相は神よりも先なるものになるからである。そうで

はなくて， 神が実体的にその形相そのものであって， 諸存在がその形相を
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(18) 

分有す る の で ある。 神と諸存在を不等な形相的完全性の類似性の関係、と
(19) 

して統一するこの分有は類似性の分有Csim ili tudi ni s par t ici patio)であり，
(20) 

「すべての不完全な存在は第一の存在から範型的に引き出される」 という

原理に基づいて， 類比的統ーを基鑓づけるものであるが， その場合の類比
(2 1) 

は比率類比を排除するものではない。 類比と分有はこのように， 一方で諸

存在と神との間の形相的関係として示されるが， 他方 また分有は， 分有す

る基体と分有される完全性との合成の関係としても考察される。 分有のこ

の二様の理解， すなわち不等な形相的完全性の類似性の関係としての類似

性による分有( par ti ci p ation p ar simili tud e)と， 分有される現実性を受容す

る可能態の合成による分有( par ti ci patio n par com posi t ion)というこつの分

有の理解に 因果性の理解が対応する。 範型因と能動因のいずれに優位性を

付与するかに応じて トマスの著作には二つの異なった方向が見出される。

モンターニュは， トマスにおいて最初は形相の， 次いで現実態の観念がよ

り根本的になった， と考える。 それによれば， 能動的因果性を離れて分有

は存在しえず， そのことは「本質的に語られるものは， 分有的に語られる

すべてのものの原因である」という公理に基づく。 原因はそれが現実態に

おいである限りにおいてのみ原因である。 それ故に類似性の公理「すべて

作るものは， 自らに類似したものを作るJ(Om n e  ag ens agi t  sib i sim il e)は

もはや第ーの公理ではありえず， I作るものはそれが現実態においである限

りにおいて作るJ(Om n e  ag ens agi t  i n  q uant um actu est)とL、うより根本的

な作用者の現実性の公理を前提する。 すなわち， 現実態の優位と能動的原

因の先行は対をなしており， 範型的原因は能動的原因に従属するのである。

以上のような理解を前提としてモンターニュは トマスにおけ る 類 比 を

「第一のものへの関係による類比J (l'analogi e par 延長r ence à u n  pr emi er) 
(25) 

と定義する。 それはアリス トテレスによる範時的類比を， 諸存在と神との

関係， すなわち超越的類比へと転用し， 範曙の地平に見出される統一され

た多様性と， 諸実体の垂直的な階層的多様性の統ーを同ーの原理で説明し
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ょうとするものである。 この類比は所謂帰属類比ではあっても， í健康」

の類比からは区別される。 í健康」の類比は明白に外的命名Cd enom inat io
(26) 

ex trins eca)であって， 存在の類比がそのように理解され る な ら ば， 存在

は， 実体であれ神であれ， 第一のもののみに帰属することになる。 「健康」

は動物にしかj帝属しないからである。 またこの類比における第一のものへ

の関係は， 観念においてーなるものではなく一つの或る本性のように数に

おいてーなるものへの関係でなければならなし、。 存在の杭ーがあるとすれ

ば， それは実在的にーである第ーのものが存在しなければならないからで

ある。 このようにして「第ーのものへの関係による類比」における根源的

な多様性は範鴎的地平において実体的存在と付帯的存在であり， 超越的地

平においては神的存在と被造的存在であるが， 範時的類比と超越的類比に

は以下のような相違がある。

先ず， 超越的類比は第一の存在に対する能動的因果性による従属性と，

存在の完全性の内的分有による所有によって定義されるが， 記略的類比に

おける因果性は基体としての質料的因果性であることにおいて両者は区別

される。 したがって両方に共通の原理は分有の理論に限定される。 このこ

とは， 分有が因果性と対応するにしても， 第ーのものの行使する因果性が
(28) 

能動的因果性に限定されないことを示す。 換言すれば， 超越的類比におけ

る第一のものを範型因として把握し， 比率的に類比を理解することも可能

なのである。

第二に， 一層重要な区別は次の点にある。 各類比項を分離して考察すれ

ば， それらは相互に独立してそれぞれに固有な本質によって定五され る

が， 類比的統ーの観点からすれば， 類比I互のすべてはその第ーのものによ

って定義されなければならなL、。 したがって神はすべての存在の意味が関

係する第一の項であるから， 付帯的存在が実体的存在によって定義される

ように， 神の存在によって被造的な存在は定義されねばならなL、。 第ーの

ものはその存在論的優越性のゆえに可知性において優先するからである。
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しかし第一の項のこの二つの機能は， われわれの認識にとって第ーである

ものが存在の秩序においては後なるものであることによって分離する。 し

たがって， ーなるものへの還元は， 実在の秩序においては存在論的に第ー

であるものへ， 認識の秩序においてはわれわれにとってより知られたもの

へと分散することになる。 このようにして， われわれが類比的に共通な名

称を第一に述定する存在には， 最後に定義の内実が帰属せし/Jうられること

になるのである。 すなわち， 類比的名称の命名の根拠は被造的 存 在 に あ
(29) 
る。 ではL、かにしてわれわれは神に或る名称を帰することができるのであ

ろうか。

四

比率類比に優位を与え， それのみが内的であって帰属類比は外的である

とするテクス トがある。 アリス トテレスは「ニコマコス倫理学」 において
(30) 

次のように述べている。

「だが， それではいったい， どういう意味でそれらのものがすべて善いと言われ

るのだろうか。 たしかに， それらはたまたま同名であるもののように は見えな

い。 それでは， それらは同じーっのものから由来することによって， あるいは，

すべてが共に同じひとつのものへと終極することによって， あるいはむしろ， 比

例にしたがってすべてが善いと語られるのであろうか。 というのは， 肉体におい

ては視覚が普いものであるように， 魂においては理性が善いものであり， それぞ

れ異なるものにおいてはそれぞれ異なる善いものがあるからである。 だがこれら

の点について論ずるの(j:， いまは. 差し控えておくべきであろう。 これらの点に

ついて精確に論定するのは， 愛知の他心部分にいっそう相忠しいことだろうから

でJうる。」
(31) 

これに対するトマスの註釈は以下の通りである。

「それゆえアリストテレスは言っている。 多くのものについてそれらが善いと言

われるのは， たまたま同名であるものにおけるように， 全く異なった観念にした

がって言われるのではなくて， すべての善いものが一つの第ーの善性の原理に依
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存している限りにおいてか， あるいはそれらが一つの終極に秩序づけられている

限りにおいて， 言われるのである。 というのは， アリストテレスはあの離れた善

いものがすべての善いもののイデアであり根拠であることを望まなかったのであ

る が， しかしそれは善いものの原理であり， 終極なのである。 あるいはまたすべ

てが善いと言われるのはむしろ， 肉体においては視覚が善いものであり， 魂にお

いては知性が善いものであるように， 類比にしたがって， すなわち比例にしたが

って言われるのである。 アリストテレスは三番目のものを優先させる。 なぜな

ら， それは事物に内属する善さにしたがって善いということが受け取られている

からである 。 初めの二つは離れた善さにしたがって善いということが受け取られ

ているが， 離れた善さによっては或るものがそのように適切に命名されることは

ないからである。」
(32) 

モンターニュは二つのことを指摘している。 その第一は， トマスがアリ

ス トテレスのテクス トの解釈をしているのであって， トマス白身の立場を

表明しているのではなL、， ということである。 アリス トテレスが比率類比

の方に傾いたように見受けられるのは， おそらく純粋な多義性により近い

比率類比によってプラ トン的な菩の一義性を斥けるためであったと言うの
(33) 

である。 第二に， 善の共通性に関して， トマスは彼自身の著作において，

或るものが同時に善の根源である善によって善であり， 自らに内在する形

相によって善であることは矛盾しないことを言明している， ということで

ある。 換言すれば， 第ーのものへの関係 に よって 内 的命名(d enom inatio 

intrinse ca)を受けること は矛盾がないのである。 トマスは， 第ーのものへ

の従属と， 内的分有すなわち形相的内在性とを分離して， 前者を帰属類比

に， 後者を比率類比に結びつけることは決してないと言う。 したがって存

在と善の類比について トマスの思想の根源をカエタヌスのように， íニコ

マコス倫理学註釈」に求 めるべきではない。

上述の主張に関しては次のことが指摘されねばならない。 トマスは， ア

リス トテレスがプラ トンを批判したのは， すべての善がそれに依存する唯

一の離存する善を定立したことではなく， 離存する善がすべての善に共通
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なイデアであるとしたことである， と理解している。 したがって， トマス

が彼自身の著作において， 神の善がすべての善いものの原理であり終極で
(35) 

あることを認め， Iすべてのものが善いと言われるのは神の善による」と

言うとき， 当然のことながら トマスにとっても善の一義的把握という問題

があったのである。 それゆえに トマスは「離れた善さによっては或るもの

が適切に命名されることはない」 として，1事物に内属する善さにしたがっ

て善いということが受け取られている」比率類比をアリス トテレスが採用

した， と解釈したが， トマスも また彼自身の著作において内属する形相に
(36) 

命名の根拠を求めたのであるから， 比率類比が トマスにおいて排除されて

いるとは考えられない。 トマスはアリス トテレスを解釈する場合に自己の

教説に反するときにはその都度指摘することを忘れはしないからである。

さらに， 第ーのものへの関係によって或るものが内的に命名されると言

われるのは， その関係が命名の原因であることを意味するが， 命名の根拠
(37) 

(rat io denomi nat ionis)であることを意味しない， ということに注目しなけ

ればならなL、。 I神の善によってすべての善いものは善い」と い う こ と

は， 確かに神の善とすべての善の関係、を能動的因果性において 規 定 す る

が， しかしそれは神の善とすべての善を一義的に規定することを意味する

のではなく， 命名の根拠である内在的形相の菩さと神の善を類似性におい
(38) 

て規定するのである。 命名の根拠が内在的形相の完全性である限り， トマ
(39) 

スは神的善と被造的善との関係を形相的関係に留めたのである。 したがっ

て少なくとも、 第一のものへの従属と比率類比による統一は矛盾するもの

ではないと言うことができる。

別の観点から， I真理論」第二問題十一項は， 神の名称については比率

類比のみが妥当することを主題として主張した数少ないテクス トの一つで

ある。 それによれば類比には二種あって， 一方には対比の一致( conveni

ent ia pr op ort ioni s) があり， 他方には比率の一致 (c onvenient ia pr op ortio

nalitati s)がある。 前者 は帰属類比であって， 実体と付帯性がもっ関係から
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存在が両者に語られ， 尿が動物の健康に或る類似性をもつことから健康が

尿と動物について語られるのであるが， そのようにこの類比の特質は， 類

比項の間に一定の関係(deter min ata hab itudo) がなければならないという

ことなのであって， この類比によっては神と被造物について或るものが語

られることは不可能である。 いかなる被造物も， それによって神の完全性

が限定されるような神に対する関係を所有することはないからである。 し

たがって視覚 (visu s) が眼の中にあるように， 知性が魂の中にあることに

よって見ることかisus) という名称が身体的視覚と知性について語られる

ように， 類比項の聞に一定の関係が見出されない比率類比によって或る名

称が神と被造物に類比的に語られるのである。 しかし「獅子」や「太陽」

のように， 村について象徴的に語られる名称は， 神に帰属しえない質料を

定義の中に含むゆえに比喰として比率類比から除かれる。 それゆえに， 比

率類比によって神と被造物に共通に語られる名称は， 存在， 苦ーのように定

義の中に欠陥(de fec tus)を内含せず， その存在において質料に依存しない

ものに限定されるのである。

トマスの関心はL寸ミにして多義性に陥ることなく神の超越性を救うこと

ができるかということと， いかにして神と被造物に同ーの名称の意味する

ものが内在しうるかということに向けられている。 このようにして類比的

完全性の超越性と内在性という二つの要請が比率類比によってのみ可能で

あると考えたのである。 Iすべての対比(proportio) の中には， 一方 の他

方に対する或る一定の超出(excessus)にしたがって， 対比されていると言

われるもの相互の関係が見出されるのであるから， 或る無限なものが有限

なものとこのような仕方で対比されることは不可能である。 しかし比率性

(propor tio nal itas)において対比が語られるものには， それら相互の関係は

見出されないで， 或る二つのものに対する類似した関係が見出されるので

ある。 このようであるなら， 無限なものが有限なものに対比されることを

妨げるものは何もない。 なぜなら或る有限なものが他の有限なものに対し
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て同等Caequal e) であるように， 無限なものが他の無限なものに対して同

等であるからである」。 このように， 有限なものと無限なものとの聞には直

接的関係， すなわち直接的な類似性はないが， 比率的な類似性があると主

張することによって， 村の超越性が強調される。 類比項の一方によって他

方を定義することは， 結局のところ一義性を内含すると考えられたのであ

る。 モンターニュによれば， I真理論J第二問題以降の著作においては，

この見解・ま維持されなかった。 もし異なった見解が採用されたのであるな

ら， それは上述の問題に異なった解答が与えられたのでなけれ ば な ら な

L、。

五

トマスは後期の著作においても二つの類比を区別している。 それは二つ

のものの第三のものへの類比Canalogiaduorum ad t er tium)と， 一つのも
(43) 

のの他のものへの類比Canalogiaun ius  ad al t e rum)であり， 共に第ーのも
(44) 

のへの関係による類比である。 薬品と食物は動物の健康を生むも の で あ

り， 維持するものであるゆえに「健康的」と呼ばれるが， それは， それら

二つのものの第三項としての動物の「健康」との関係によるものである。

しかしそれは動物の健康に薬品を直接に結合する因果性の直接的関係とし

ても考察されうる。 同様に， 量も質も共に実体に関係づけられるのである

から存在は二つの付帯性についても語られうるが， それは また付帯性の

実体への直接的関係としても考察しうるのである。

論理的に見れば， 前者の場合類比的命名は二つの二次的類比項に帰せら

れる。 その二つが第一の類比項に関係づけられるからである。 したがって

この類比は二次的類比項の聞に成立する。 後者の場合， 類比的命名は第一

の類比項に二次的類比項を結合する直接的関係によって， 二次的類比項に

帰せられる。 この論理的区別が存在の秩序において意味することは， 範時

的地平において実体と付帯性が存在と呼ばれるのは両者が存在という第三
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の共通な形相に関係することによるのではないということである。 実体に

先立つものは何もなく， 存在はより先に実体に， より後に付帯性に語られ

るのである。 同様に超越的地平においても， 存在は諸存在と神を包摂する

のではなL、。 存在は神に先立つのではないゆえに， 本質によって神がある

ところのものを諸存在が分有によって受容するのであり， 存在の類比を基

礎づけるのは神である。

ではこの類比は「真理論」の問題にどのように答えるであろうか。 モン
(46) 

ターニュの主要な論旨を列挙すれば以下のようになる。

(1)神と諸存在との聞にはし、かなる対比Ccomparatio)もなく， したがって，

より多くあるいはより少なくCmagis vel minus) という形相的類似性も共
(47) 

通性も存在しないという「真理論」の主張に対しては， 諸存在と神との聞

の類似性は共通の形相の分有に存するものではなく， 被造物と神に帰せら

れる完全性は神には本質的に， 被造物には分有的に帰属するのである， と

答えられる。 さらに被造物によって分有される形相は， 神の完全性と同一
(48) 

ではなく， 欠如を含むCd e fic er e) のであって， 神に本質的に帰属する完全

性が被造物に分有的に受容されるならば， 比率類比に訴えることなしに一

義性を排除することができる。

(2)有限なものと無限なものとの聞に一定の直接的関係は存在しないという

主張に対しては， 被造物と神との間の能動的因果性という直接的関係の存

在によって答えられる。 被造物と神との聞には， 原因に対する結果という
(49) 

対比乃至関係がある。 結果の原因に対する直接的類似性は神の超越性を充

分に保証するのであるから， 比率的類似性は無用なものになる。

(3)被造物と神との無限の�êりは比喰的なものであり， 距りによって神が被

造物にとって外的になるものではないσ 能動的因果性の介在によって， 神
(50) 

は形相としてではなく， 原因としてすべての存在に内在する。 神と被造物

に距りが語られるのは本性の不類似 Cdissimilitudo naturae) の表現として
(51) 

なのである。
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(4)類比エ頁は第一の項によって定義されねばならないという問題に関して，

トマスは先ず， 認識の秩序においては後であるものが存在の秩序において

先であることを指摘する。 したがって， われわれにとって第一の類比項は
(52) 

被造物である。 それ自体において存在の定義の中には原因を有するという
(53) 

ことは含 まれないが， しかし， 存在は神により先に， 被造物により後に帰

せられるのであるから諸存在は神への従属性から独立に定義されえない
(54) 

のである。

「真理論Jの見解は， それに先立つ 「命題集註釈」における類似性の分

有に含 まれる問題の反省に由来する。 すなわち， 共通の形相による類似性

は神と被造物との間に直接的関係を措定し， その結果， 一義的類似性によ

って神の超越性を危くすると考えられたのである。 ではなぜその立場が放

棄されたのかと言えば， 神と被造物との間に越え難い断絶を置き， 神を認
(55) 

識不可能なものにするからである。

以上の解釈をどのように理解すべきであろうか。 I真理論」第二問題以
(56) 
降， I対異教徒大全J r神の力についてJ I神学大全」に至る著作の中で，

比率類比が語られることはなく， 二つのものの第三のものへの類比と， 一

つのものの他のものへの類比， 特に後者に限定されていることは事実であ

る。 r真理論」において主張された超越的類比は， 神の超越性とそれぞれ

の類比項における類比的完全性の内在性を説明するものであった。 神の超

越性は， 神と被造物との聞に一定の関係を措定することの否定によ って根

拠づけられるが， それは一定の関係が類比項における完全性の一義性をも

たらすことによって， 神の超越性を危くすると考えられたのである。 した

がって比率類比によって神の超越性と完全性の内在を主張するとき， その

類比的完全性は多義性により近くなるのであるが， 能動的因果性によって

被造物の神への直接的関係を措定するときには， 逆に類比的完全性の一義

性が問題なのである。 それゆえに また， 能動的因果性による直接的関係に

伴う一義的完全性という危険から脱するためには， 原因と結果における完
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全性の不等性という分有の理論が不可欠になる。 帰属類比を基礎づけるも

のは， 能動的因果性と分有の理論なのである。 他方， 類比的完全性の類比

項における内在性は， 比率類比においては問題ではなく， 帰属類比におい

て問題なのである。 完全性が固有のものとして内属するのは第一の類比項

であって， 二次的類比項にとっては外的命名となるのではないか。 二つの

ものの第三のものへの類比においてはそうであり， したがって一つのもの

の他のものへの帰属類比が主張されることになるが， この場合にも三次的

類比項における完全性の内在は， 完全性の欠如による階層的分有の理論に

よって説明されねばならないのである。

範時的類比と超越的類比を統一する原理は分有の理論であって， 能動的

因果性ではないということは既に述べた。 前者における因果性ば基体とし

ての質料的因果性だからである。 それにも拘らず， 分有が共通の原理であ

りうるのは， 分有という関係が， 本質によって帰属する完全'陸， すなわち

第一の充全的完全性に対して語られるからである。 範時的地平において存

在が実体により先に語られるというとき， 存在は実体より先なるものでは

なく， 実体が最高に， 最も実に存在であることによる。 したがって， 存在

の類比が分有によって基礎づけられる限り， それが第ーのものへの関係に

よる類比と定義されるのは正しL、。 しかし第一のものへの関係は同一であ

ると限らないのである。 超越的類比において神への被造物の関係ば創造的

能動的因果性によって把握されている。 そもそも神と被造物との関係とい

うとき， 能動的因果性は前提されているが， しかし類比の原理が分有であ

る限り， 分有の理解に応じてその因果性は形相的範型的あるいは目的的因

果性としても把握することが可能なのである。 しかし， ともかく被造物と

神との聞に， 神に本質的に適合する完全性の分有という関係， ならびに原

因に対する結果という能動的因果関係がある限り， I真理論」における一

定の関係の否定という見解は維持されなかったとする(1)(2)(3)の主張は正当

である。 ただし一定の関係は， 被造物の神に対する関係、であって， その逆
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ではない。 トマスは， 結果としての被造物の原因としての神への関係は認

めても， 神の被造物への関係を実在的なものとして認容しては い な い か

らである。しかし一定の関係によって比率的類似性が無用になると主張す

ることには問題がある。(4)において， 諸存在は神への従属性から独立に定

義されえないとモンターニュは主張するが， トマスは， I神である第一原
エ ツ セ エ ツ セ

因は被造物の本質には内在しないが， 被造物に内在する存在は神の存在か

ら引き出されたものとしてでなければ理解されえなL、」という被造的存在
(58) 

の神的存在に対する従属性を主張するに留まっている。第一のものへの関

係による類比， すなわち帰属類比の志向する観点a， すべての完全性を本

質によって所有し， すべての存在の第一原因である神を頂点とする存在の

秩序の統一という体系的統一の観点であり， 判断の道Cvia iudicii) であ

る。 この観点からすれば帰属類比はより根本的であり， 比率類比を基礎づ

けるものである。第一のものへの従属性が比率類比と矛盾するものではな

いことはすでに述べられた。比率類比は多義性により近いとしても神の超

越性と完全性の類比項における内在性を保証する限り有効である。したが

って， 後期の著作において比率類比は明示されてはL、ないけれども， 廃棄
(59) 

されたとは考え ら れ な い。比率類比の観点を超越的存在の発見の途 Cvia

invent ionis )と考えることができ る よ う にd思われる。類比的命名の根拠が

被造的存在にある限り， われわれは結果から原置の認識に進まねばならな

い。しかし， 神は或る完全性の原因であるゆえに， その完全性を意味する
(60) 

名称が神に帰せられるのではなL、。したがって， 諸存在に内属する或る完

全性を容認し， その完全性そのものの中にその超越的適用の可能性を問わ

ねばならなL、。そのとき比率類比は人間的認識にとって自然な探究の途 を

示すものとして現れてくる。範曙的類比の超越的類比への適用においてそ

の例証を見ることができる。すなわち， 実体の付帯性に対する関係と， 神

の諸存在に対する関係、の類似性に超越的類比は基礎を有するが， すべての

因果性を包括する分有の関係として実体と付帯住の関係を把握することに
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よって超越的類比は可能になったのである。このように広い意味で比率類

比は超越的類比そのものを基礎づけるのではないであろうか。

....... 
/、

類比的名称の措定は被造物においてより先なのであるから， 被造物が神

を表象する限りにおいてのみわれわれは神を認識することになる。ところ

でわれわれの措定する名称の意味するものは具象的であれ抽象的であれ，

それが帰属するものを離れて存在することはなL、。類比的名称もわれわれ

が表象する限り， それぞれに固有な完全性を表示する。ではわれわれの観

念の秩序における類比的統一はL、かにして可能であろうか。

われわれの知性は或る完全性を， それが被造物においである仕方で認識

し，その認識の様態にしたがって，名称によってその完全性を表示する。 ト

マスは神に名称を帰する場合に， 意味された完全性そのもの( p 巴rfe ct iones

ipsae s ignificatae )と， 意味様態 (m odus sig nificandi) を区別しなければな

らないと言う。そして， たとえば善， 生命等の名称によって意味された完

全性は神に固有に， 被造物より先に適合するが， 意味様態に関しては神に
(62) 

適合しないのである。しかし， 名称から意味様態を切り離すことはできな

い。それゆえに， 神に帰せられる名称は， その意味の中に完全性を分有す

る様態を含まず， 絶対的に完全性を表示するのでなければならなL、。 トマ

スは神に適用される こ の よ うな絶対的完全性を意味する類比的名称とし
(63) 

て， 存在， 善， 生命， 叡智等を挙げている。では存在の観念は， すべての

様態と制限を捨象して得られた神と被造物に共通な一義的観念なのであろ

うか。そうではない。存在の観念はその意味の中に様態を含まないだけで
(64) 

はなく， 様態の遮断( prae cisio )をも含んでいないのである。したがって，

存在という名称は， その様態を内含することも遮断することもなく， 完全

性， rat io を表示し， 神と被造物に共通に語られる。

様態は完全性の実現の諸条件に関っている。換言すれば， 様態は形相的
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不等性の特質であって， 類比的統一の内部における純粋に質的な多様性を

指示するのである。そのことは絶対的完全性の観念そのものの中にすでに

形相的不等性が見出されることを意味する。

存在の類比が分有と因果性との関連において語られる以上， 類比の充全

的な理解のためには分有と因果性についての立入った考察が必要であり，

またカエタヌスが名称の類比として比率類比のみを真Eな類比として認め

た理由を理解するためには， トマスとカエタヌスの聞に介在するガンのへ

ンリクスと， 存在を一義的に把握したドゥンス ・ スコ トゥスの存在理解の

考察に倹たねばならなL、。 今後の課題としたL、。
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