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アナロギアとしての世界

一一ー トマスとライプニッツ 一一一

酒 井 潔

序

トマスの「アナロギアJ(ana log ia ) 概念は， その本質的な所で， ま た ライプニツ

ツにも受け継がれている。そしてこの「アナロギア」に基いて， トマスとライプ ニ

ツツの聞には「世界J(mun dus) と い う概念に対する一つの共通した態度が認めら

れる。では， 両者は如何なる思想動機から「世界」を「アナロギア」として捉える

のであろうか。この間を正に課題とする本論稿は， 具体的には次の四つの点をめぐ

って進められる。即ち， 第一にトマスにおいて， 第二にライプユッツ に お い て，

「アナロギア」概念がそれぞれどのような性格と役割を持っているか， 第三に， で

はトマスとライプニッツにおいて何故「世界」は「アナロギア」でなければならな

いのか， そして第四に， 両者をそのような「世界」概念へと突き動かしている最も

根 本的な思想モチーフとは何か， という四つの点をめぐって進められる。

I トマスの「アナロギア」概念一一存在のアナロギア一一ー

C 1 Jトマスにおいて ， 有限的諸 事物， ないしこれらの全体としての「世界J(mu n

dus)は， 何よりもまず被造物(res crea ta)とし て位置付けられ て い る。こ こ か

ら， かかる被造物としての世界というものと， その創造者としての神との関係が必

然的に関われて来る。世界と神とのこの関係について， トマスは 『神学大全J第一

部第四問第三項「何らかの被造物は神に似たものでありうるかJ(Utrum aliqua cre 

a tur a possi t 臨e similis Deo) で重要な議論を展開し て いる。此処でまず前提されて

いるのは， 無限な神と有限な諸 事物の問には確かに超越という面が厳しくあるとす
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る基 本認識である。 被造物の次元からの所謂類推をそのまま神に当てはめることは

従って不可能と言わねばならぬ。では元々「似ているJ(sirnil is) とは一体どの よう

なことか ， これをトマスは分析し， 枚挙す る。そ の上で結局， 神(作用者 agens)

と被造物〈結果 effectus)は， 類(gen us)や種(species)或いは形相(forrna)を 共に

するとL寸意味で似ていることはありえぬと論定する。しかしまた， かと言って，

神と被造物の間に如何なる関係も成立 せずとするのも明らかな誤りである。では，

神と被造物の関係はどのように解さるべきか。この関係としてトマスが考えている

のが正に「アナロギアJ(an alogia)と L寸概念なのである。被造物が神に似ると言

われるのは， 例えば或る白い物が他の白い物に似ることでもな く， 子が親 に「人

間」とし、う類または種として似ることでもなL、。それは， 在在を与える作用者と，

これによって脊在を与えられた結果とが， どちらも 存在する者である限り 似 て い
( 1)  

る， ということなのである。 <存在として似ている〉というこの関係は類や種にお

ける所謂 “類似" とも言えず， 正に「アナロギア」と規定される他 は な い。つ ま

り， 被造物は存在という点において， 神への「ロゴスJ( Åóro>，)， 即ち神 へ の pro

portio， 或いは ratio rに従ってJ( &lJαー〉語られるので あ る。 斯く神に対しく存在

のアナロギア〉という関係に立つ被造物は， またそれ故神の存在を「分有J(parti-
(2) 

cipare)する と も言われるのである。

( 2)では， トマスのこの「アナロギア」概念は， さらに具体的にはどのような特

徴を有しているのか。 元来「アナロギア」なる語は， アリストテレス等にも見出さ
(3) 

れる如く， ギリシア語の &lJαÄorlαから来ている。この語自体既 に「関 係」と か

「対比」といった意味合いを基 本的に含んでいることが見てとれる。そしてトマス

でも「アナロギア」の意味する所は， 類や種を共有する類似や類比ではないこと，

既述の通りである。即ち， 神と被造物の「アナロギア」は， 親と子が同じ “人間"

という類に関して同義的に語られるというあり方ではない。 r神と被造物とについ
(4) 

て何 事かが同名同義的(univoce)に述語されるこ とは不可能である」。しかしまた，

両者はさりとて全く異義的(aequ iv oce)なのでも ない。もし全く異義的 だ と す る

と， 被造物は神に対しでもはや如何なる関係も持ち得ぬということになってしまう

からである。同義的でもなければ， また異義的でもないというこの関係こそ「アナ

ロギア」なのである。或いは， a nalog ia とは univocu rnでも， aequivocurnでもなく，
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言わばその中間に相当しうる概念だとも言えよう。これが， トマス の「ア ナ ロ ギ

ア」概念を探る上で我々が注意 せねばならぬ第一の点である。

第二の点は， そのような類の比ではないという「アナロギア」は， トマス自身に

よって更に「対比J(proportio )と言い換えられている点である。 同第十三間第五項

に日く; Iこうした名称は， 神と被造物についてアナロギアに従って， 即ち対比に

従って(secun dum analogiam， idest proportionem) 言われるとすべきである」。 こ の

「対比」なる語のもとでトマスが指しているのは， もちろん数量的な比 例関係等で

はない。二倍とか二分のーとか， 或いは等量といった比 例は神と被造物の問には措
く5)

定出来ぬこと， 彼自ら確言しているとおりである。

トマスにおいて「対比」とはそのような数量的関係に限定された狭い概念ではな

く， むしろそれ自体非常に広い概念である。つまり， I対比」とは， およそ或るも

のが他のものに対して有する任意の多種多様な関係のすべてについて言われるよう

な， そういう包括的な概念だと言ってよい。即ち， 被造物が神へ持つ「対比」は，

結果が原因へ， 可能態が現実態へ， 或いはまた被造的知性が神認識へ向かつて有す
(6 ) 

るような， そういった諸関係の全部なのである。被造物と神は， それぞれ有限存在

と無限杏在として一切の量的比 例を拒否しながら， しかしそれでいてなお何らかの

関係， 即ち「対比」を有し， しかもこの関係は単に一義的でなく， 多義性， 多様性

を包含する。 I対比」はトマスによってまた habitudo(関係 ) とも昭ばれ， habitu-
(7) (8) 

do unius ad alterumやhabitudo a d  aliquidなどといった言い方がなされているので

ある。

( 3)すべての被造物は， このように荏在の「アナロギア」ないし「対比」という

仕方で神に関係付けられている。そして， 神へのこの「アナロギア」に基いて， 今

度は更に被造物相互のあり方が規定されて来るのである。 即ち， 多様な被造的事物

は， 正に多様として互いにどこまでも異なりながら， そのどれもが神への「アナロ

ギア」を持つという所から， 諸 事物相互にも対応や関係が成立するのである。斯く

被造物相互に成立する関係ないし秩序(ordo)もまた， 類や種の s imil itudo で はな

く， どの事物(res) も存在者 (ens) である限りにおいて互いに対応し合 う と い う

〈存在のアナロギア〉なのである。神と被造物の「アナロギア」を今 “重直のアナ

ロギア" と名付けることが許されるならば， 被造物相互のそれを我々は〈有限レベ
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ルにおける ) “水平のアナロギア" と時ベるであろう。そして， 多様な諸事物がこ

のように「アナロギア」として様々な仕方で相互に対応し， 関係し合う所から， こ

こに一つの全体というものが可能になって来る 。すべての事物(res)がそれぞれ何

らかの「対比J(propo rtio )でもって互いに関係し合い， これによって成立する一つ
(9 ) 

の統一的全体， これが「世界J(mu ndus) である。

この「世界」としヴ概念を我々は日常その意味に注意することなく， 言わば漠然

と用いている。しかし， 抑々「世界J(mu ndus， W elt) とL、う概念が成立し う る た

めには， 或いは「世界」という 事態(Sachv erhalt)を問い う るためには， 存在する

全ての多様な 事物の聞に何らかの関係(relatio ) が遍く張り渡されてい な ければな

らないだろう。ここで我々が問題とするのは， 事物の経験的な， 或いは偶然的な現

象形態としての関係とか志向性ではなく， 事物が正にそれによって世界に存在する

と言われ得るような， そういう (事物の〉アプリオリな根本体制としての関係であ

る。そしてトマスの場合， そのように事物の世界内寄在自体を予め可能にしている

関係(rela tio )ー一一それは， 再三繰り返す よ う に， それ自体多様なのだがーーを総

括する概念が正に「アナロギア」なのである。トマスにおいて， [""世界J(mu ndus) 

(または「宇宙J(u niv ersu m))とは， 単に延長(ex旬nsio )や物体(co rpus)，或いは場

所(locus)などと同一視される如きものでは決してなし、。また， 他方， も し被造物

が神によって存在 せしめられているという函だけが強調され， 被造物相互の関係と

か秩序(o rdo ) がそこに考えられてい な い とす れ ば， [""世界」というも のが哲学

的に問題になる余地はなくなってしまうだろう。例えば ， 神即日佳一実体(substa ntia)

とその様態(mo dus) の他は何もない と するスピノザでは， [""世界」という概念は
(10) 

その固有な意味を持ちえないのである。そこにはただ「自然J(na tura )があるのみ

である。これに対し， トマスでは， 多様な事物が「アナロギア」を通じ て一つの統

一的全体へと織り入れられ， かくして「世界」が正に「世界」として 成 立 す る。
(1 1) 

「世界の統一J(u ni tas mu ndi)と い う 事もトマス哲学の重要なモチーフの一つであ

ることは記憶されてよい。 [""アナロギア」は神と被造物， 被造物と被造物の対比，

関係を総括する概念であるにとどまらず， それの一層ラデイカルな意 味 と し て，

「世界」概念自体の成立に決定的な役割をはたしている， と言っても決して過言で

はないように思われるのである。
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11. ライブニッツの「アナロギ ア」概念一一表出のアナロギア一一

( 1)ライプ ニッツにおいては， 創造論という大前提は動かぬものの， 事物 (res)

が存在することの意味， 換言すれば実体(substan ce)の規定は， 彼独自の モチーフ

に沿って捉え直される。即ち， ライブ ニッツに とって， 1"存在するJ(exsistere) と
(12) 

は「活動するJ(agere) ことなのであり， この「活動」とは「知覚J(perciperめな

いし「表出J(exprimere) に他ならぬ。寄在することは表出するこ とで ある。どの

容在も， 実体として， 即ち如何なる部分にも分割され得ぬ単純実体=モナド (mo・

n a de)とし て実在する限り， 他のすべての存在を， つまり「世界J(monde)， 或い

は「宇宙J(un ivers)をそれぞれ一定の仕方で知覚し， 表出している の で あ る。 但

し， この知覚， 表出の働きは， ロック等の所謂経験論的立場におけるように， 主観

の受動 (passion ) や印銘 (impression ) で はなく， 逆にそナド主観の純粋な自発性
(13) 

(spon ta口e ité)であることに我々は十分気を付けておかねばeならなし、。自発的活動に

よって世界を自らのうちに表出するモナドは「宇宙の活ける鏡J(un mi roi r v ivan t 
(14) 

de l'un ivers)と時ばれ る のである。

( 2)ところで， ライブ ニッツの説くこの「モナド」なるものが， その第一義的な

意味において，人間精神であることは疑いを容れぬ。主観の認識し，意志する働きそ

のものは如何なる分割をも許さない。また「コギトJ(cogi to)こそ唯一の明証な実

在だとするデカルトの確信も， ライブ ニッツの「モナド」概念の中に継承されてい

る。自らのー性の内に多を結合しs統ーしてく世 界 の 表 出> (une multitude dans 
(15) 

l'un itめを可能にす る と いう， モナドのこの活動は人間精神にそ のモデルを と っ

ている。

ライプ ニッツにおいてしかし一層特徴的なことは， 彼が， そのような人間精神を

他の被造的存在から峻別したり，その区別を強調したりするよりは， むしろ逆に人間

精神と他の諸寄在との関に或る連続的なものを認めようとしている点である。即ち

彼は， 人間以外のそナド一一動物， 植物， 下等生物等ーーにも「知覚J(perception ) 
(16) 

ないし「表出J(e xpression ) が行われてい る と考える。意識の伴う明断判明な知覚

しか認めなかったデカルトを批判してライブ ニッツは， 無意識下の人間や， 動物，

植物等でも， それらが正にモナドとしてくーにおいて多を統一する〉という体制を
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(17) 

持つ以上は， 程度の違いこそあれ， 何らかの知覚が行われている， と主張する。 彼

は例えば 『人間信性新論』ではこう言っている: r植物と動物の間にある大いなる

アナロジー( la g ran de  an alog ie)によって， 植物にもまた何らかの知覚と欲求( ap

pétiti on )が存在する， と私は考え た い。 従って， 一般に恩わ れているように， も
(18) 

し:植物精神なるものがあるとしたら， それは知覚を持つはずである」。かくし て 人

間， 動物， 植物， さらに下等な生物に至るまで， それらはいずれも (自らの内に世

界を ) 表出する者である限りにおいてa相互に「アナロギア」を形成す る の で あ

る。それ故， トマスの「アナロギア」概念がく存在のアナロギア〉を指しているの

に対し， ライプ ニッツのそれを我々は 〈表出のアナロギア〉と性格付ける事が出来

ょう。

( 3)こうしてライプ ニッツの「世界J(monde)或いは「宇宙J( univers)は〈表出

のアナロギア〉に基き， 人間精神， 動物， 植物， そして更に下等な生物へ至る一つ
(19) 

の連続した階層を形成している， と言える。 r世界」を構成す る こ れ ら の諸存在

はどこまでも多様であり， 類や種も様々に異なっている。それらの間に「アナロギ

ア」が成り立つといっても， それは， トマスの場合と同様， 類や種， 或いは形棺を

共通にするという意味での所謂 “類似" ではなL、。どのモナドも個性的 な 存 在だ

が， しかしく表出する〉とL、う点で互いに対応し， 関係し合うことなのである。諸

モナドはどこまでも相違を含みながら， それでいて互いに無関係なバラバラなあり

方ではなく， 表出する活動者として対応し， 連関し合い， 一つの全体的秩序を構成
(20 )  

する。世界が多をはらみながら， 同時に斯く一つの全体的統ーを成すと い う 考 え

も， ライブ ニッツの重要思想の一つである。

〈表出のアナロギア〉は， しかし単にトマスのく存在のアナロギ ア〉に お け る

「存在」という語の代りに「表出」を代入した， というだけの内容に尽きるもので

はない。〈表出のアナロギア〉は更に〈存在のアナロギア〉という概念にはなかった

それ固有の性格ないしアスベグトを持っている。それは一言で言えば， 主いに表出

し合うそナドの志向的 (intention al)な構造である。モナド (A)は他のモナド (B)

を知覚即ち表出すると同時に，またとのそナド (B)によっても表出されている。ど

のそナドもこのような〈表出し・表出される〉とL、う連関の内へ織り込まれている

のである。表出するモナドが「宇宙の鏡J (m iroir) と時ばれることも， モナドのこ
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のく映し・映される〉という二重の志向的構造に根差す。ライブ ニッツにとって，

「世界」とは延長物体でも， 絶対空間でもなく， 正にこのようなモナドの in tentio・

n alな関係の全体なのである。表出というこの活動を通して各モナドは一つ の「世

界」に共属する， とも言える。そしてこれによってl n - der - W el t  - sei日 と い う事
(21) 

もまたそナドにとって真に可能となるのである。

111. トマスとライブニッツの両者は「世界」を何故「アナロギア」と解するのか

以上 1， 11の考察を通じ， トマスとライプ ニッツの「世界」概念において， 1"ア

ナロギア」という見万が 一一ーく存在のアナロギア) ， く表出のアナロギア〉という差

違はあるカトー共に決定的な役割をはたしていることが明らかとなった。では両者

にとって， なぜ「世界」はそのように「アナロギア」として捉えられなければなら

ないのであろうか。
(22) 

(lJトマスが抑々「アナロギア」概念を提示した経緯をふり返って見ると， その

根底には， 万物を創造する神は 同義的作用者(agens univocum)ではありえぬ， とい

う彼の確信が存する。つまり， もし神が， 子を生 む人聞のように， 自分と 同じ類種の

結果だけを生じる 同義的作用者だとすると， 神は自分と 同じものしか生めぬという

不合理に陥ってしまう。あらゆる多様な類や種を創造する神は， かえって類種の全

体を超越した所の， 言うなれば非 同義的作用者(agens non uni vocum)でなければな

らない。が， またさりとて神は被造物とは全く異義的な作用者(agens aequivocum) 

とも言えね。故に神は存在ということに関して「アナロギア的な 作 用 者J (agens 
(23) 

analogicum)であると結論されたのであった。つまり， トマスにとって， agens u口1・

vocumがはら む危険一一これは， 多を産出できぬ故， 拍象的一元論や無世界論へも

陥りかねない ーーを回避して， 多の創造を確保することが根 本動機なのである。こ

の被造的世界が多様性( varietas)を含 むことはトマスにあっては何としても防御さ

れねばならない課題だったのである。

このように「アナロギア」概念の導入によって， 多の創造， 及び諸事物の多様性

ということがトマスの体系の中で積極的に肯定される。ここから今度は， ではそう

いう多様な 事物相互の関係はどうか， 多様な存在がいかにして一つの統一的全体，

つまり「世界」を形成するか， が当然関われて来る。そしてここでも「アナロギア」
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が要請されるのである。先に我々は「アナロギア」即ち「対比J(proportio) が様々

なレベルの諸関係を内包する幅広い概念であることを見た。およそ或るものが他へ

結ぶ関係のすべてを「アナロギア」は統括し， 全体統一へもたらし， かくて一つの

「世界」が構成されるのである。 [""アナロギア」概念は， 多ということを明確に定

立し， 更にこの多の統ーとしての「世界」概念を可能にするためにどうしても必要

なのである。

( 2 Jライプ ニッツにおいても， トマスと 同様， 事物の聞の関係は当初から考察の

中心にあった。 そしてライプ ニッツの habit udo 概念の中にも， トマスの habitudo

の思惣一多様な諸関係の総体としての habitudoーは， その 本質的な所で受け継
(24) 

がれている。即ちライプニツツは， [""表出J (expressio) の関係が成立するために

は， 表出する側とされる側の間に所謂「似ているJ(similis)と いうことは必要でな
(25) 

い， と確言するのである。表出する者の内に被表出対象へ何 ら か の 意 味 で 対 応

(respon dere)す るものがありさえすればよい。つまり， 表出者が対象への habitudo

を持てば， それで表出の成立には十分なのである。さらに彼は， habitudoには多様

(varius) なものが存することを例を挙げて説く。 例えば， 機械の模型と機械， 平面

図と立体， 演説と思考， 記号と数， そして代数方 程式と円等がある。要するに表向

者とその対象の聞に「何らか のアナロギアJ (quaedam an alog ia) が保たれてさえ

いれば， habitudo=expressio は成立するわけである。 このようにライプニッツの場

合でも expressio， habitudo， an alog iaとL、う一連の概念体系は， 事物(res) の多様性

や事物関の諸関係の多様性を保証し， 強調するものに他ならぬ， と言えるだろう 。

ところで， 斯く多様性としての世界という見方に立つライプニッツが， 論敵とし

て常に鋭く意識しているのはスピノザである。スピノザによれば， 実在界には実体

(substantia)とその様態(modus)しかなL、。実体即ち神の因果性は幾何学的必然とL、
(26) 

う仕方で， そして causa per se--歴史考証によれば， これは実はagens univ ocum 
(27) 

に相当するーーという仕方で働くとされる。つまり， どの様態即ち事物も神の属性
(28) 

から言わば分析的に帰結(sequりさ れるのであり， 従ってその限りで神 に直結 さ

れ， 吸収されていると言えよう。即ち， 事物が事物として見られるよりは， むしろ

神因果性自体の方に力点が置かれる。故に， 産出された事物の事物とし て の あ り
(29) 

方， ないし事物相互の多様な対応や関係は， スピノサーではさほど関われない。こう
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して， 1"世界J (mun dus) という概念はスピノザの〈実体一様態〉の存在論におい

ては， その固有な積極的な意義を持ちえないのである。

これに対しライプニツツでは， 正に「世界J (mon de)と L、 うことが重要かつ積

極的な意義を担うのである。 その「世界」とは統一(unitaのでありながら， なお内

に多を多として活かす。そしてこのくーにおける多〉を可能にするものとして要請

されたのが， 多様な関係を包みこ む「アナロギア」概念だったのである。ライプ ニ

ッツの「アナロギア」も結局トマスと 同様， 事物の多様性ということに向けられて

いる， と言えよう。

IV. トマスとライブニ・yツをか か る「世界」概念へ導いている

根本モチーフは何か

それでは両者において何故世界における 事物の多様性が斯く重大な意味を担って

いるのであろうか。我々はL、よいよ 本稿の最終課題に来た。即ち， 両者をそのよう

な「世界」概念， つまり多としての世界理解へ突き動かしている根 本モチーフは何

であるのか， という間である。
(30) 

この被造的世界に認められる多様性(varietas)， 数多性(multitudo)，或 い は区 別
(31) 

(distin ctio) ， 不均等(i口aequalitas)等 の 事態は， トマスでは直接創造に由来するもの

として前提されている。では神は事物を何故斯く多様なものとして創造したのか。
(32) 

それは， 多様な段階(gradus)の被造物を通じて， 神が自らの善性(bon itas)や完全

性をよりよく repraesen ta re さ せ， 分有させるためである。 また， 特に人闘の救済と

いう面では， 1"多」ということは精神の個性や不死に深く関わっているのである。

ライブエッツでも， 多様性の充満を神の栄光の表れと見ることではトマスとかわ

りなL、。ただライブ ニッツでは， モナドを神への関わりにおいて捉えるよりは， む

しろこの被造世界を構成する存在として見る面の方が強いように 思 わ れ る。 1"世

界」を多と見るようライプ ニッツを動かしている最大の動機は， 人間精神が個的で
(33) 

あり， 個的実体として不滅であることを主張出来ねばならぬからである。これに対

しスピノザでは， 我々の思 惟もまた， 神の属性から必然的に帰結すると説かれ， 精

神の個性( In dividuali tät) はさほど関われなL、。ために， 精神は個性と自由 を 持 っ

た多であること， 1"世界」はかかる精神的実体の多より成ることが危うくなってし
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まう。こうして人間精神が個性を失い， 無差別的にアヴエロエス的な普遍的宇宙精

神に 吸収解消されつくすか， もしくは般物論に陥ってしまう危険をスピノチスムの

中にライプニッツが深刻に見てとっていたこと， 彼の多くの書簡が示している通り
(34) 

である。だからこそ， ライブ ニッツにとって， I世界」とは， 唯一実体を全てとす

るスピノザに反してどうしても多でなければならなかったのである。

結 語

以上我々が見て来たように， <アナロギアとしての世界〉という理解 を め ぐ っ
(35) 

て， トマスとライプニッツには一つの共遇した態度が認められる。それは， I多」

ということを， スピノザのようにー性の否定ないし類落形態として言わば消極的に

見るのではなく， 逆に積極的に前提し， 主張する立場なのである。 我々はここに，

「世界」に多様性をその本質として肯定することの意義というものを改めて注目す

る必要があろう。多様性の無い世界はもはや「世界」ではありえず， ただの “必然

的自 然" である。そこでは， 精神が精神として存在したり行為するような余地はな

い。従って， そこには自由もなければ， また行為を自らの意志で律する と い う こ

と， 郎ち道徳も成立しない。 Iアナロギア」概念を積極的に用い， これをく多とし

ての世界〉とL寸考え方の基礎に確固と据えることは， 取りも直さず， トマスにお

いてもライブニッツにおいても， 単に論理的な要請から来たもので は な く， む し

ろ， 必然的自 然観や唯物論に反対して， 人間精神の個性と自由をあくまで守ろうと

する， 敢然とした実容的な態度決定なのであった。
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