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ト マスの超越的一般者( tra nsc e nd e ntia) について， 認識論の側面か ら の接近1)と
は別に， 神名論の側面からの接近も可能である. �神学大全』第 I部第 13 問での ト マ
スの神名論は， 第 2聞から第 12閉まで、の， 神の本質を規定する議論を前提としており，
それらを一括して一つの神名論の文脈と見倣すことができるが， この文脈の中で， 超
越的一般者の特徴である e ns，bonum， unum の置換説が展開されているからである.
また，

ト マスが神の名について語る第 13 問(a. 11. c .) には， Qui e stについての次の

二つの規定を見出すことができるからである. ①iQui e st という名は， 存在のいか
なる様式をも限定せず， あらゆる様式に対して無限定的にあるJ. ②iQui e st とい
う名と， それ以外の名とは置換される. しかし，Qui e st 以外の名は全て，Qui e st
という名の上に概念的に何かを付加するJ. ①の規定に見出される， 存在様式， .I.lPち，
範時に限定されないということは， 超越的一般者の特質を示すものであり， ②の規定
は， e n s と bonum， unum は置換されるが， 後者は前者の上にそれぞれ概念的に，
望ましいもの， 不可分なものを付加するという超越的一般者の規定と酷似している.
むしろ超越的一般者の特徴が， 積極的に神名論の中で援用されていると言えよう.
それでは， 超越的一般者を神名論の文脈の中で見た場合， ト マスが超越的一般者を
どのようなものとして理解し， それにどのような役割を与え て い た と言える の か.
e ns， bonum， unum 等， 超越的一般者に込められた「超越性」の意味は， 勿論どの
範鴎にも限定されないということである. しかし， それに尽きないのではないか. 即
ち， どの範鴎にも無限定的であるという事態を成立せしめている何らかの根拠がある，
と考え得るのではないか. あるいは， どの範鳴にも無限定的であるという事態が成立
する時， この事態が映し出しており， この事態に対応する何らかの実在があるはずだ，
と考え得るのではないか. とすれば，

ト マスが超越的一般者を語る時， 彼はどのよう
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な実在を念頭に置いていたのか. こ う いった点を， w神学大全」第 I部と同時期に書
かれた， 正に神名論の文脈を提供してくれる『ディオニシ ウ ス 神名論注解jj21を検討
することによって， 考察していきたい.

Iく神認識〉
対象に名を与えるのは人間知性であり(29)， 命名は人間知性に よ る 認識を前提と
している. 対象に賦与された名は， 認識を明示する知性の印と し て 対象を表示 す る
(84， 73 1). しかし その表示は命名の前提たる認識の鮮明度に応じた制約を不可避
的に受ける(29) . それ故， 神名について考察するためには， まず前提と な っ ている
認識の問題を規定しておく必要がある. この よ う な， w神学大全Jにも見られる神認
識から神名へという考察の手順を，

トマスはディオニシウスから学んでいる(40) .

『神名論』でディオニシウスが扱った神名とは， 全て聖書に由来する名であり， 聖
書の神名が神認識の情報源となっている. 聖書の神名が我々に与える神についての情
報とは，①聖なる光と全ての善性ないし完全性の拡散， ②この拡散の根源自体， の二
点である(45) . 聖書により我々は， 例えば神を「生ける者J と賛美す る こ とを知り
(44) ， この記述に基づいて， 神から被造物への生命の発出が行われていることと， そ
の発出の根源が神であることを認識する. しかし このような認識は人聞による神探
求の出発点となるにすぎず， 神を実体的に認識したことにはならない. なぜなら， 神
についての記述である②の情報は， 発出の根源が存在することを告げるのみだからで
ある. ①の情報は， 二種類の分有， 即ち， 人間知性が神の知恵、の光を分有して認識能
力を備えた状態にあることと， 知性の対象となる事物が神の完全性を分有して存在し
ていることを意味するが( 177)， この二種類の分有に基づいて， IlPち， 認識主体およ
び客体両面での準備段階を経て， 知性は更に原因としての神の実体認識へと進む.
「我々の認識は全て知性や感覚 に よ る のであり， 存在者のみを我々は 認識する」
(728)と ト マ ス は言 う. 人間知性に適し た 認識対象は被造の有限な存在者で あり
(29) ， 認識能力も有限である(72). では， 知性と感覚を超え全存在者を超えている
神を， 知性はどのような方法によって認識し得るのか.

トマスはディオニシウス同様，

「全世界の秩序から神を認識する. なぜなら， 正に被造物全体が， それによって我々
が神を認識できるようにと， 神により我々に提供されているのだからJ(729) と言う.
被造物を通しての神探求という方法において両者は一致しているのである. しかし
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被造世界に端を発する知性認識は，あくまでも有限者に関わる知識のはずである. に
も拘らず神認識を意図するというからには， そこに観点の移行を促すものがなければ
ならない. それ が 類似性 と い う視点からの世界把握である. 被造物を通しての神認
識は，被造世界が神の類似性を所有するものとして捉えられることによって成立する
のである(729) . 従って， 神認識は類似性認識の様相を帯びているので， 神認識に関
して次の二つの局面， 即ち， í完全性の発出Jと「正に神たるもの(hoc ip sum q uod
D e us e st) J とを問題にしたい.
被造物を通しての神認識は， 除去， 超過， 原因性よりする三つの手続きによって進
められるが， この内『神名論』において特に重要な原因性という手続きは， í被造物内
にある何であれ全てのものが原因とし ての神 か ら発出すると我々が考察するJ(729)
ことである. 被造物内に認められるのは完全性 で あ り(50) ，被造物へと発出する完
全性とは「神の本質の類似性J(158) である. 被造物は「神の類似性への関係J(158)
を所有しているものとして捉えられ， í被造物に刻印さ れ た 神の類似性J(220) に即
して様々な発出が確認されるわけである. このような発出は可知的発出と呼ばれ， そ
して， この発出に基づく完全性は可知的完全性と呼ばれるが， 具体的には善性，存在，
生命， 知恵など複数のものである(104) . ところが， 様々な完全性は全て， 一層卓越
した仕方で、神の内に一つのものとして先在している(51) . 類似性認識によって神は，
様々な完全性が卓越的に単一な形態で先在している根源として認識されるのである.
しかし， 聖書の神名を端緒に， 類似性認識によって進められる神認識がこのような
帰結に至っても，í正に神たるもの」は不可知な状態に止まる(41) .

í正に神た る も

の」という表現は， ディオニシウスのí，á Oe?a(d iv ina) J という用語を説明するた
めに トマスが与えた(41， 68， 712) ， 言語に絶する対象を敢えて表現するための言い
回しである. 神認識のこのような不可知性は， 知性による認識が， 神の本質そのもの
ではなく， その類似性について成立することから根源的に由来する必然的な帰結であ
る. そして， 神そのものは知性の認識カの限界を超え た無限者 (infinit um) と し て
位置付けられる(19， 75) . 従って， 神への命名は言語化を拒否する無限者 へ の 命名
という困難， 換言すれば， 有限者の名を無限者にも賦与するという困難を苧んでいる.
この困難はどのように克服されるのか.
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く神の名〉

神認識が完全性・類似性に基礎を置いていたように， 類似性を媒介として名付けの
理論が成立する. 即ち， í被造物の様々な完全性に よ っ て我々は様々な名を理解し，
それらの名を我々はこれら全完全性の発出の第 一根源た る神に帰す るJ(54) と トマ
スは言う. w神名論』での神名は可知的な名であり(322) ， 可知的完全性が神 か ら 被
造物へと発出していることを明示する(2 61) ， 原因としての命名 で あ る(85) . この
可知的神名の表示作用に トマスが与えている規定は， 上述した困難を充分考慮に入れ
たものである.

トマスによれば， í 個々の名が， 何かを， 他の も のから区別されたも

のとして限定的に表示する時， それらが神の述語となる場合は， 何かを， 有限な仕方
で表示するのではなく， 無限な仕方で表示する. 即ち， 被造物において理解される知
恵という名は， 例えば一定の類や種の内にあるものとしての， 何か正義とは区別され
たものを表示するが， 知恵という名が神の事柄(d iv ina) にお いて理解されると， そ
れは何か類や種に限定されたものを， あるいは， 他の完全性との区別を表示するので
はなく， 何か無限なもの(al qi u id

infi n itum) を表示 す るJ (101) .

この トマスの主張には， 二つの重要な点、が認められる. 第 一に， 同ーの名に， 対象
に応じて二種の表示法を設定し， 有限的表示， 無限的表示の違いから， 被造物と同ー
の名を神に賦与することを可能にしている. 本来限定を意味する命名に無限定性を認
め， つまり， 限定しない表示法を設定し， 二種の表示法を使い分けることにより， 無
限者への命名の困難が巧みに克服されている. 第 二に， 様々な名が同一対象を表示す
ることも保証されている. 即ち， 様々な神名の表示 は， 全 て等 し く「何か無限なも
の」に向かつており， 様々な完全性の無差別的融合状態を指し示す. 様々な可知的神
名の表示は同一対象に向けられており， 相互間に区別はないのである.
さて， このように様々な可知的神名の表示作用は， 等しく無限者としての神そのも
のを対象として機能しているが， 反面， 一つ一つの名のもつ意味は異なっている. つ
まり， 神名の一つ一つが固有の意味を持ち， 様々な角度から無限者を意味するのであ
る. それ故， 神名が複数存在することには意義がある. その様々な可知的神名の考察
を， ディオニシウスがどのような順序で進めているかを トマスは推察しているが，
マスの記述を整理すると，

ト

トマスが可知的神名を次の七つに分類していたと考えるこ

とができる.
①

事物に内在する様々な完全性を絶対的に表示する神名(797， 847) (善きもの，

131

中世思想研究33号

存在するもの， 美しきもの， 生命， 知恵， 力など) .
②

事物に内在する完全性を関係的に表示する神名(797， 8(7) (大と小， 同と異

など) .

③ 事物の存在や持続の普遍的根源として， 発出した完全性を表示する神名(847)
(全能， 日の老いたる者など) .
④

完全性の獲得による欲求の憩いを表示する神名(847)

⑤

完全性自体を抽象的に考察した神名(876， 877， 925) (存在白体， 生命自体な

(平和).

ど) .
⑥

事物の支配を表示する椅l名(939) ， 即ち， 摂理という性格に関する神名(957)
(神性， 主など) .

⑦ 摂理の 目的に関する神名(957) (完全なもの， ーなるもの) .
分類①から分類⑦への過程に， いわゆる新プ ラ ト ン 主義的なく発出ー一一還帰〉の構
造3)を読み取ることができる.

こ れについては後で共通性と摂理の観点から考察する

ことにして， 先に， 分類⑤にプラ トン派とディオニシウスとの差異が見られることを
指摘しておきたい.
プラ トン派が， 最高の神とは別に離存する抽象的根源として存在白体， 生命自体，
知恵自体などを立て， これらがこの順に階層をなす別々の神々としていたのに対し，
ディオニシウスはプラ トン派の用語を多義的に用いている.

トマスは「自体的」とい

う言葉の意味を分析することによって， ディオニシウスの用語を二通りに理解し得る
ことを指摘する(631) . 例えば「生命自体」という用語では， 1 í自体的ということ
が実在的区別ないし分離を意味する場合， 生命自体とは神であるJ. 2 í自体的という
ことが観点に即してのみの区別ないし分離を意味する場合， 生命自体とは様々な生け
るものに内在している生命のことで， それは様々な生けるものから実在的には区別さ
れず， 概念的に区別されるJ. 同じことが知恵自体， 存在自体にも妥当す る の で

1

の場合には， 知恵自体も存在自体も， 様々な知恵あるものや存在するものから実在的
に区別された， 同ーの神を指し示す. ディオニシウスは存在自体， 生命白体， 知恵自
体を異なる根源だとはせず， 神たるーなる根源に統合しているのである(634 ， 933) .
また， 同じ用語を個物に適用する際は

2 の場合のようにアリス トテレス流に， �因物

に内在する形相的根源として用いている(639) . このような差異は， ディオニシウス
がプラ トン派のイデア論を， キリス ト教的に修正して利用していることから生じたの
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であり，

トマスはイデア論を扱うに当たりディオニシウスに従っている.

m

<共通性と摂理〉

七つに分類し得る様々な神名の内，

トマスは bonum， ens， unum， Deitas の四つ

を「特に神に適合する」名としている(21 2 ). その理由をトマスは二つ挙げる. 一つ
は「共通性」であり， もう一つは「名の使用」である. 後者は， 根源としての神を表
示するのに， 万人が四つの名を使用していることである. 前者は， 四つの名が神の本
性の無限性に適合しており， 類や種に限定されないことを意味する. しかし 無限性
の表示という機能は， どの神名にも与えられているはずである. にも拘らず， 四者が
「特に」神に適合するとされる根拠はどこにある の か.

ところで， í類や種に限定さ

れない」という性質は， 他ならぬ超越的一般者の性質で あ り， 四つの名の内 Deitas
を除く三者は， 正に超越的一般者である. 更に， 三者は トマスが認めた形で、のイデア
論とも重なっている. そこで， まず四つの名に与えられている「共通性」とし、う性格
が， 具体的にはどのようなことを表しているのかを確認し 次に四つの神名を， イデ
ア論， 超越的一般者との関わりから捉え直していくことにしよう.
さて， 四者の内 bonum と ens は上述した神名の分類①に属し， unum は分類⑦，
Deitas は分類⑥に属す

bonum と ens の属す分類①には， 他に v ita，

sa p
ent
i
ia，

v i rtus なども属すが， これらの神名に対応し て い る発出する完全性の及ぶ範囲は，
善性→存在→生命→知恵→正義ないし力， の順に狭く な る と トマ スは考える(2612 63， 610，674， 741). 完全性の発出範囲， ないし， 原因性の及ぶ領域の減少を，

トマ

スは共通性の減少として捉えている. 従って， 最大の共通性を持つ， 善性という完全
性を表わす bonum が， 全発出の共通な根源として普遍的発出を表示するとされる.
これに対し ens は特殊な発出を表示するとされる(213 ). ところが， 特殊な発出を
表示する ens の方が神名としては重要視されている. 即ち， 神名としては Qu i est
が最適だと， トマスはテ、ィオニシウスに従って主張している( 632-636). 神名として
のens とはQuiest のことで， これを巌適な神名と す る見方は『神学大全�4)と一
致する.
ens が特殊な発出を表示するに対し

bonum が普遍的発出を表示するとされてい

ることの一つの理由は， bonum が ens とは異なり第 一質料に対しても原因として働
くことである(226). しかし， 現実に存在している対象に対しては， 両者は等しい実
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在領域で原因性を発揮していると言える(506). 可能的に存在するのではなく現実存
在する被造物に， より根源的に見出される完全性は存在なので， 結果を通しての神へ
の命名という手順に従うと， 神名としては Qui est が最適だということになるので
ある. しかし勿論， 存在の発出が遂行されている時， 善性の発出が併存する. 従って，
現実存在している対象に関しては善も存在も領域を同じくし 即ち， 両者は共に最大
の共通性を備えており， 両発出は万物にくまなく及んでいる(669 ). それ故， 最大の
共通性を備えた bonum と ens は共に， 発出範囲が万物を対象としているという意
味で， í普遍者(univer sae
l )J と呼ばれる(102 ). つまり， 神が実在する万物に対し
普遍原因として関係していることが， í普遍者」という概念によって表現さ れ て いる
のである. これが分類①の bonu m と en s に与えられている， í共通性」という性格
の意味する所である.
しかし， 神の普遍原因としての作用は， 分類①に限って見られるものではない.

ト

( 2)
マスによれば， 神の善性により被造物には，( 1)それ自身が存在し完成されること，
相互に関係づけられること，( 3) 目的へと秩序づけられること， が帰される(262 ). こ
れを仮に三段階と呼ぶことにすると， 第( 1)段階は神名の分類①に対応し， 第( 2)段階は
分類②cr④に， 第( 3)段階は分類⑥⑦に対応しており， ここにく発出一一還帰〉の構造
が現れていると言える. なぜなら， まず神から発出した完全性によって， 被造物がそ
れ自身完全なものとして存在していることを， 第( 1)段階の分類①が示し， 次にそれら
個々の被造物を他者との相互関係の中で捉えた第( 2)段階が， 分類②③④であり， これ
ら二段階を包摂する形で， 最後に第( 3)段階の分類⑦で言う摂理 の 目的 と は， í�間々の
ものが固有な完全性を獲得し， 更に万物がーなる 目的へと還元されることJ(957 ) だ
からである. そして， この構造全体を分類⑥の Deitas が取り仕切っていると言えよ
う. 三段階を通して発出が一つの 目的を 目指して進められているのである. つまり，
第( 1)段階から第( 3)段階への過程で， 一貫して神の善性が機能していることに注 目する
と， 分類①から分類⑦への過程全体の構造が， 被造物が神から発出し究極 目的として
の神に還帰するという， 神の摂理を表していると言える. 神は自己の善性を伝達する
ことによって摂理を遂行する(948 ). そもそも完全性の受け渡しは摂理によってなさ
れ， 神名はいずれも神の摂理を明示している(611). 万物を対象とする善性と存在の
発出を遂行し， ーなる 目的へと向かわ し め て い る 神の摂理を明示する神名として，
bonum， ens， unum， Dei tas の四者は， 特に神に適合する名とされるのである
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要するに， 万物を対象とする普遍原因の摂理を， 即ち， 無限者たる「正に神たるも
の」の無限な活動を， 四つの神名は物語っているわけである. こ れは Deus という
言葉の語源が， 普遍的摂理であることと符合する(948).

N

くイデアと超越的一般者〉

最後に四つの神名をイデアと超越的一般者との連関の下に考察したい. とりわけ注
目に値するのは， 四つの神名の持つ「共通性」という性格が，

ト マスがイデアに言及

する際にも(p r. 11 )， bo num， ens， unum の三者 に 対 し て の「最高に共通なもの
e c o mmuni a) Jという規定として与えられていることである.
( maxim

こ こ で超越

的一般者が神名論とイデア論との媒介として機能していること に気付 く が， [""最高に
共通なもの」という規定の意味内容は， 先程共通性について述べた， 神の摂理を物語
るということであると考えて行くことができる.
ト マスはプラ ト ン派による自然本性的事物の離存形象の措定に対し， 信仰にも真理
にも一致しないと批判する一方， この種のイデアとは峻別され た イ デア， 即ち， [""善
性・一性・存在の， 本質そのものたるーなる第ーのもの」の措定に対しては， 最も真
実でありキリス ト 教の信仰に一致するとの絶大なる賛辞を呈している. 後者のイデア
を ト マスはキリス ト 教の神と見倣し， 神から全ての普きもの， 存在するもの， ーなる
ものが派生するとした. bo num， e ns， unum が最高に共通なものであり得るのは，
従ってまた超越的一般者であり得るのは， 善性と一性と存在が一体的に捉えられてい
る神を， より厳密には神の類似性を， 分有している か ら で あ る.

そして

bo num，

e ns， unum という「最高に共通なもの」への抽象の適用によって， ディオニシウス
が神を， 例えば善そのものと名付けていた， と ト マスは考えている. これが ト マスの
認めたイデア論である. このような ト マスの受け入れたイデア論によって含意されて
いるのは， 原因と結果とに同ーの名を付け得ることと， 結果の原因に対する依存関係，
との二点である. これら二点は実に神名論の要ともなっているのである. なぜ、なら，
万物は分有によって神に類似しているものとして位置付けられており， 原因が結果に
与える類似性に基づいて神名論は成立するが， 結果が卓越的に原因の内に先在してい
ると言われる時に合意されているのは， 結果が原因に依存していることだからである
(832). イデア論が単に命名を事とするだけではなく， 実在界の依存関係も描写して
いるように， 神名論も実在を捕写しているのである.
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アリストテレスは， 個々の存在， 個々のーとは別に離存している存在やーを， 原因
として認めていない. しかし トマスはプラトン派が「最高に共通なもの」について
措定したイデア論を積極的に承認する. アリストテレスとは異なり， 個々の存在， ー
に対応する原因を措定していることから，

トマスの説く超越的一般者は， 自ずとアリ

ストテレスとは異なる方向へと進み， 神について諮ることに向けられるようになった
と言えよう. bo num， ens， unum などの超越的一般者が， どの範鴎にも限定されな
いという事実は， 神の摂理に基づく世界を描写しながら， その根拠の描写へと， つま
り， 神の摂理そのものの描写へと， 重きが置かれるようになったと考えることができ
るのである.
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