
トマス ・ アクイナスにおける「第一原因」

一一「作出因としての性格」と「目的因としての性格Jをめぐって一一

岡 崎 文 明

I序論 問題提起

第一原因 (ca us a prima )を如何に捉えるかtこよって哲学の基本的な性格が

決 まる. それほど までに第一原因の理解は哲学にとって重要な意味を持って

し、る.

ところで， トマス ・ アグィナスの哲学はアリストテレスの哲学から多くの

影響を受けている. しかし第一原因の思想に関してはアリストテレスからば

かりではなく他の思想からも何らかの影響を受けて いるように思われる.

なぜ、ならトマスにお ける第一原因 は何よりもまず万有の「作出因J (ca us a  

e fficiens )であるのに対してアリストテレスの第一原因はそうではないからで

ある1) トマスの「第一作出因J (prima c a us a e ffic iens ) に関する教説は根本

的には聖書とりわけ『創世記』や『出エジプト記』に基づいている. しかし，

その哲学的な学説は教父哲学， アラピア哲学， ユダヤ哲学等から多くの影響

を受けているばかりではなく， また新プラトン主義からも大なる影響を受け

ている. そこで拙論では， w神学大全』を軸に， I第一原因Jの解釈をめぐっ

て， トマスにおける新プラトン主義の影響を， しかもその極く一部を見るこ

とにしTこ\".

ジルソンによると古代ギリ シアは存在に対する善の優位性の思想の伝統に

あるとされる 2) これは新プラトン主義にもよくあては まる. なぜ、なら， プ

ロティノス (205-270)からプログロス (412-485) にいたる古代 ギリ シアの

新プラトン主義の系譜では第一原因は「善一者」と捉えられているからであ

る
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中世における新プラトン主義の影響 に関しては， アウグスティヌス( 354-

430) 後からフィキーヌス( 1433-1499) 前 に至るほぽ一千年間は 直接的 には

プロティノスの影響は殆どなく， 代わってプログロスの影響が色濃く現われ

ていた時代で、ある 3)

中世の哲学者トマス ・ アクイナスもかかる時代環境にあって， 新プラトン

主義の影響を様々な経路から受けているが， しかしとりわけプログロス哲学

を直接学び知っていたことが窺われる. それは次の事情による.

プロクロス哲学の強い影響下で 50 0年頃に成立したとされるディオニシウ

ス ・ アレオパギタ文書の註解にトマスは36歳の時に着手している. また9世

紀から12世紀の聞のある時点で成立したとされる新プラトン主義文書『原因

論』の註解書を 44歳の時に書いている一一この『原因論』はプログロスの

『神学綱要』の抜粋書とさえ言われるほどにプログロス哲学の影響を受けた

文書である. さらにこの前年の1268年にムールベーケのギヨームによってプ

ログロスの『神学綱要』がラテン語に訳さ れ， 彼は こ れ を 直ち に読んで い

る. これらの事実からトマスは. �神学綱要』から直接的に， か つ アレオパ

ギタ文書と『原因論』の解釈を通して間接的に， プログロス哲学を正確に学

び知っていたことがわかるのである.

ではトマスはこれらの文書からどのような影響を受けたのであろうか. 先

述したように新プラトン主義は第一原因を何よりも先ず「善J(bon um )と捉

えているが， トマスの40歳ころに書かれたと推測される『神学大全』第 1 部

第 5問第 2項異論1において， 彼は新プラトン主義者ディオニシウスのこの

考えを取り上げている. それは「神の諸名称の中で善を存在者よりも優先さ

せる」という思想である4) トマスはこれを解釈していく中で「第 一原因」

を如何に捉えるかとしづ問題に言及している. 彼はその異論解容においてこ

う解釈する.

「ディオニシウスは， 神に関するく原因としての在り方〉 を合意するも

のとしての神の諸名称について論じている. 実際われわれは神を名付け

るのに， 彼の言うごとく， 原因を名付けるのにその結果をもってすると
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いう方法によって， 被造物をもってする. と ころでく善〉 とし、う名称は，

〈欲求されうるもの〉という性格を有しているから， <目的因としての京

り方〉 を含意している. この目的因の原因性は (諸原因のうち) 第 ーで

ある. なぜなら， 質料が形相に向かつて動かされるのは作用者によるの

であるが， この作用者が働くのは他ならぬ目的のためで、あるからである.

それゆえ目的は， <諸原因の原因> (ca us a  ca us a r um) といわれる. かく

て， 原悶として働く ことにおいて目的が形相よりも先であるように善は

存在者よりも先である. また同じ理由によって， 神の原因性 (ca us a li ta s)

を表わす諸名称の中で， 善は存在者よりも先にあげられる. 5) J 

つ まりトマスによると， 神の名称は被造物から取られるが， 被造物において

は目的因 (ca us a fin a lis) は， 原因性という観点からすれば， I諸原因の原因」

としてく四原因中の第一〉 である. これを神に適用すれば， 神の原因性を表

わす諸名称の中で「善Jが第 ーであり「存在者jよりも優先している， と言

うのである.

こ こからわかる ことは， I善Jという名称下で捉えられた ディオニシウス

の第一原因は， トマスによれば， (1)目的因として， (2)原因性という観点か

らすれば目的因が四原因中の第 ーとして他の諸原因に優位している， と解釈

されている. そして この点で第一原因を何よりも まず「善」と捉えた新プラ

トン主義の考え方をトマス自身が こ こでは認めているように思われる.

さらに， 同書の第1部第6 問第1項主文において，

「善であるという ことは特別に神に適合する ことである. 川

と述べ， トマス自身も第一原因に「善Jすなわち目的因の性格が他の原因の

性格よりも優れてある ことを認めているかのような言い方をしている.

と ころが このテクストをよく見てみると次のように結論している.

「それゆえ， 神は万物の第一作出因 であるから， <善〉ないしく欲求さ

れうるもの〉の性格が神に適合する ことは明らかである. 7) J 

こ こでは， 神は万物の「作出因Jであるから こ こから神は万物にとって「欲

求きれうるもの」の性格すなわち「善」の性格を持つ， というのである. つ
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まり， 第一原因は先ず「作出因」であることを前提とし， ここから「目的因j

の性格を持つに至る. したがって「作出因Jとしての性格が「目的因」とし

ての性格よりもより根源的であることになる. この意味で作出因が日的因に

優位していることが， このテクス トから読み取れるのである.

以上のように， トマスに よると， w神学大全』第1部第 5問第 2項異論解

答1では「目的因としての性格」が， 同 書第1部第6 問第1項主文では「作

出因としての性格」がそれぞれ優位しているとされているように思われる.

一見したところ矛盾していると思えるこれらのこつの立場を如何に考えれば

よいのであろうか. そこでもう一度順次テグス トを検討していこう.

11 トマスの「目的因の優位性jのテクスト

1 [f神学大全』における目的因の優位性

先ず「目的因」からみることにしよう. w神学大全』の先とは別の箇所，

第1部第 5問第4 項主文では目的因が諸原因の中で第ーであることを次のよ

うに説明している.

[善とは， すべてのものがこれを欲求するところのものであるから， こ

れはく目的〉 の性格を有している. すなわち， 警が目的の性格を合意し

ていることは明らかである. しかしながら， 善の性格は， 作出因の性格

と形相因の性格とを前提としている. (中略)ところ でく原因すること

(=原因性l> において， まず第一に見いだされるのは善ないし目的で

あり， これが作出者を動かす. 第二は， 作出者の働きであり， これは形

相に向かつて動く. 第三に， 形相が到来する. 8) J 

つ まりここでは， 善は目的の性格を有しており， 更に作出因と形相因の二性

格を前提としている. そして何ら かのものが生成する場合， í原因性Jの観

点、からすれば， そこには第ーに目的があり， 第二に作出者が働き， 第三に形

相が到来する， と言うのである. この意味で「目的因」が他の諸原因に先立

ち優位することになる. これは先の同問第 2 項で「諸原因の原因」と言われ

ていたことである.
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そ こで この関係を第一原因に適用すれば， 目的因としての性格が作出因と

しての性格よりもより根源的であり， したがって この意味で優位する ことに

なる.

では， このような「目的因の優位性」の思想をトマスは一体何処から知っ

たのであろうか. 果たしてディオニシウスのような新プラトン主義文書から

であろうか. これを検討するためにもう少しトマスのテクストを調べてみな

ければならない.

2 W自然学註解』における目的因の優位性

目的因が「諸原因の原因Jであるという思想はトマスの『アリ ストテレス

自然、学註解』においても見出される. この書はトマスの43哉の著作である.

と ころで， アリ ストテレスは『自然学』の 195 a23-25 の箇所で次のように

述べている.

「 また， 他のもの共の目的かっ普としての原因がある. というのも， 他

のもの共がそれのためにそうあると ころのものは， 最も善なるものであ

り， かつ他のもの共の目的であるのを常としているからである. 町

そして この原文は次のようにラテン語に訳されている.

A lia e  a utem sicut fi nis e t  bo num a lior um : q ua e  enim e st cuius ca usa ， 

po tissima e st， e t  fin is a lior um v o luit e sse. 1 01 

こ こで注目すべきはアリ ス トテレスの原文でßO.TlaTOν (最も善なるもの) と

言われている語がラテン語では po tissima と訳 されてい る こ とである. 辞

書によると ßo.TlaTOν というギ リ シア 語 は be stと い う 意味 の 他 に， mo st 

e xce IIentの意味も持っている111 これに対して po tissima は the chie f の他

に mo st pro minentという意味がある山. したがって両方の後者の意味 … . .  

mo st e xce IIentと mo stpro minent……がほぼ同 義であるがゆえに， ßo.TlaTOV 

は po tissima とラテン語に訳されたのであろう.

と ころでトマスは， まさに この箇所を註解して次のように述べている.

「しかし， 他の諸原因においては， 目的あるいは善が原因の性格を持っか

ぎりにおいて， 原因の別の性格が見いだされる. そして この種の原因は
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他の諸原因の問で最も卓越している (po ti ssima es t i nter a li a s  ca us a s ). J 13) 

トマスはここで目的因が諸原因のなかで「最も卓越しているJ (po ti ssi ma ) 

ということ， これに着目しており， 更に続けてこの理由を

「なぜなら， 目的困は他の諸原因の原因 (a li a r um ca us a r um ca us a ) であ

るからであるJ 14) 

と説明している.

トマスはここで「最も卓越している」というラテン語の訳語を「諸原因の

原因」という概念に結び付けて， 目的因は「諸原因の原因」であると解釈し

ている

このように， ここにも「目的困」が他の諸原因に優位するという思想を確

認することができる. したがって「諸原因の原因」という思想は (アリスト

テレスにこの言葉がその ま ま見い出されるかどうかは別にしても)新プラト

ン主義文書からというよりはむしろアリストテレスの考え方から受け取られ

ていると思われる.

トマスは， w自然学註解』で， 更に続け て目的因が「諸原因の原因」と言

われる理由を次のように説明する.

[つ まり， 明らかに作用者は目的のために働く. そして同様に先に人工

物において示されたが， 形相は目的としての使用に秩序付けられ， そし

て質料は目的としての形相に秩序付けられている. そしてその限りで目

的は諸原因の原因と言われる. J 15) 

作用者は「目的」のために (prop ter )働くから， また， 形相も質料も「目的j

に秩序付けられているので (or di na re )， r目的因」は残りの諸原因よりもより

根源的であり， したがって「諸原因の原因」となる.

では， このような思想をトマスは一体何時アリストテレスから学んだので

あろうか. そこでこれを見るために次にトマスの初期， すなわちその青年時

代， 29歳頃の著作『自然の諸原理について』を見てみよう.

3 W自然の諸原理について』における目的因の優位性

この汗では例をあげて目的因が「諸原因の原因」であることの説明が詳し
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くなされている. そのテクス トにこう述べている.

「同じ或るものが同じものに関して， だ が異なった仕方 で は あるが，

く原因〉 とく原因付けられたもの〉 であることが可能であるということ

も又知られるべきである. 例えば散歩は作出者として健康の原因である

が， しかし健康は目的として散歩の原因である. なぜなら， 散歩は時に

は健康のためにあるからである. J 16) 

二つのもの (例えば「健康」と「散歩J)は， 異なった仕方では あるが， お

互いに「原因」と「原因付けられたものJ (= 結果)になることは可能であ

る. 例えば. r散歩」は「健康」の原因であるが， 観方を変えれば， r健康」

は「散歩」の原因となる. しかしこの場合， 原因としての在り方が異なる.

健康は「目的因」として， 散歩は「作出因」としての在り方をしているから

である.

では， どうしてそのような在り方が可能なのか. その理由をトマスはこう

続けている.

[つ まり， 目的は作用者の働きによるのでなければ現実態にはなし、から，

作出者は目的に関して原因と言われる. しかし (他方)， (作出者は)目

的の意図によるのでなければ働かないから， 目的は作出者の原因と言わ

れる. J 17) 

目的が現実態となるのは作用者 (=作出者)が働くこ と に よっ て で あ る か

ら， 作出者目的の (実現の)原因となる. しかし他方， 作出者は目的の意図

によって働く (=現実態となる)のであるから， 反対に目的が作出者の原因

となる， と言うのである. ここからすれば作出因も目的因も互いに対等に原

因となるのであって， とりわけ目的因の作出に対する優位性はないように思

われる.

しかしトマスはさらに続けて次のように重要なことを述べている.

「そこから， 作出者は目的であるもの……例えば健康……の原因である.

しかしながら作出者は目的を目的とするのではない. そして (作出者は)

目的の原因性の原因( ca usa c au sa lit a ti s  finis)ではない. つ まり (作出者
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は)目的を目的的 (final is )とするのではない. 例えば， 医者は健康を現

実態にしはするが， しかし (医者は)健康が目的である ことを作りはし

ないようにである. J 18) 

作出者は， なるほど目的の (実現の)原因ではあるが， しかし目的を目的と

するのではない. すなわち， 作出者は目的の「原因性の原因」ではない， と

言うのである. 例えば， 医者は健康を実現する. その意味で医者は健康の作

出因である. しかしだからと言って， 医者は健康を「目的」にするのではな

い. 健康はすべての人にとって「目的Jであり， 誰かがそうしたからという

のではなくて， 本性的に， 元々， そうなっている. つ まり医者 (作出因)は

健康が目的因となると ころの「原因性の原因」ではないのである.

こ こから明確になる ことは， 作出因は目的を実現するが， しかし目的を原

因 (=目的因)とするのではない. これを作出因は「目的因の原因性の原因j

ではないと言うのである. いや作出因のみならず形相因も「目的因の原因性

の原因」ではない.

トマスは続くテグストにおいて，

Iしかし， 目的は， 作出者であると ころのものの原因ではなくて， 作出

者が作出者であるために原因である. 例えば， 健康が医者を医者にする

のではないように. J 19) 

と述べている. 目的は， 例えば健康は「或る人jを医者にする原因ではない

(f或る人」を医者にする原因は医学校であるに このように目的は或るもの

を作出者にする原因ではない. しかしながらトマスは， r目的は作出者が作

出者であるために原因で、ある」と言う. これは一体どうい う意味であろう

カミ

トマスは続けて，

「しかしそれ (健康)は， 医者が作出者である ことを作るのである. そ

こから， 目的は作出者の原因性の原因 である. なぜなら， それ (目的)

が作出者を作出者とするからである. J 20) 

と述べる. つ まり， 目的としての健康が医者を作出者にするのである. 即ち，
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医者が医者としてあるのは医術を働かせているときである. そして医者が医

術を働かせるのは病人を相手に健康を目指して活動しているときである. し

たがって， この場合「健康」という目的が「医者」を健康の作出者として働

かせているのである. もし健康という目的がなければ (つ まり病人を治して

健康にしようとし、う意図がなければ)， 医者は医者として現実態にあるので

はなく， 医者としては所有態にあると ころのただの人で、ある.

このように目的因があって， これが所有態にある作出因を現実態にある作

出因にしている. この ことを「目的が作出者を作出者とする」と言うのであ

る. この意味で目的は作出者の「原因性の原因Jであると言われる.

同様の ことが形相固と質料因にもあては まる. トマスはそれを こう述べて

いる.

[同様に， (目的が) 質料を質料にし， そして 形相を形相に する. なぜ

なら， 質料は目的によるのでなければ形相を受け取りはしないし， また

形相は目的によるのでなければ質料を完成するのでなし、からである. そ

こから， 目的はく諸原因の原因〉 であると言われる. なぜなら (目的は )

すべての原因においてく原因性の原因〉 であるからである. J 21) 

つ まり， 目的因によって形相因は形相因となり質料因は質料因になる. こ こ

から目的因は諸原因の 「原因性の原因」であり「諸原因の原因」である.

トマスの『自然の諸原理について』の以上の箇所は， レオ版の註によれば，

内容的 にアリス トテレス の『自然学』第二巻， w形而上学』第五巻， 第六巻

等に並行している. 以上から トマスはすでに青年時代に， 目的因が他の諸原

因に優位しているという思想をアリス トテレスから学んでいた ことが判明す

る

Eトマスの「作出国の優位性」のテクスト

1 If原因論』における「作出因」の優位性

それでは トマスの「作出因Jの優位性の思想…・ こ こ では， 哲学的な思想

を問題としているのであるが…・はいったいど こ か ら 彼に流れ込んだのであ
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ろうか. この思想源泉は他にもあろうが， 新プラトン主義もその一つである

と思われる.

トマスは44歳の時に『原因論註解』を書いている. この元になった新プラ

トン主義文書『原因論』の命題 17 (18)，148 では こう述べられている.

「第一の存在者は静止しており， 諸原因の原因であり， そして これがす

べてのもの共に存在者を与えるならばその場合にはそれは創造という仕

方によってそれらに与える. J 22) 

こ こにも「諸原因の原因」の語が使われている. しかしコンテグストによる

と この「諸原因」はアリストテレスの四原因ではなくて『原因論』の枠組と

なる「第 一の存在者 (ens pri mum ) J r第一の知性者 (inte J1igentia pr ima ) J 

「第一の魂 (a nima pri ma )  Jを指して いる. この三者の中で第一原因である

「第一の存在者」が「諸原因の原因」となる. しか も これ は 万物に存在者

(ens )を与える. そして この ことが「創造J (crea t io )という ことである， と

言われている. したがって『原因論』では「諸原因の原因」は万物の「創造

者」を， そして内容的には「第一作出因」を指している.

今 まで考察してきた語法からすれば この「諸原因の原因」という語の用い

られ方はアリストテレス的ではないが， しかし『原因論』で 「第一作出因」

を「諸原因の原因」と呼んだのは， 同書では「作出因」 こそ「諸原因中の第

一」 であるとしているからであると思われる. こ こに『原因論』の「作出因

の優位性」の特徴を読み取る ことができるであろう.

しかし， 新プラトン主義文書『原因論』では第一原因は， 同時に「第一の

善」でもあり 23)， そして万物が希求する(d esid er a nt)ものである24) それゆ

え， 少なくとも， この第一原因は目的因と作出因の両性格を兼ね備えている

ことが確認される. これはアリストテレスと決定的に異なる点である.

しかしながら， トマス自身は『原因論註解』の中で この箇所の「諸原因の

原因」については直接何も言及してはいない.

2 W原因論註解』における「作出因」の優位性

トマスが『原因論註解』において四原因説に言及している箇所のひとつは，
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命題ーの註解の部分である. トマスによると， 命題ーの主旨はí (1)第一原

因は第二原因よりもより多く結果に流れ込み， (2)第一原因の刻印は第二原

因のそれよりも遅く結果から退去し， (3)第一原因の刻印は第二原因のそれ

よりも先に結果に到来する」の三つのことに まとめることができる. そして

これは四原因のすべてにあては まる. しかしとりわけ作出因においてはこれ

らの三つが「根源的な仕方でJ (p rimo rdialite r) あてはまる.

先ず， 形相因， 質料因の各原因の 秩序は 共に作出国から演J揮され (de ri・

v are ) ， したがって作出因がこれらの原因よりも根源的であると述べられ 2 5}，

そして次に作出国が目的因に優位することが示される. テグストは，

「諸々の目的因においても， やはり， 上述のすべてのこと (=三つのこ

と)が真となることがあきらかである. J 26) 

と述べて， 命題ーの主旨が目的因にもあては まるとし， そしてさらに続けて，

「しかし， この秩序の性格も また作出国の類へと還元される. なぜなら，

目的とは， 作出者を働くべく動かすかぎりにおいて， そのかぎり原因で

あるのであり， この意味において (目的は)いわば動かすものの性格を

持つものとして， 或る意味で作出因の類に属するのだからである. J 2 7) 

と述べている . ここでは， í目的因が作出因を働くことへと動かす (江IOv et ad 

age ndu m ) J とされ， それゆえ目的因は く動かすもの> (mov e ns)の性格 (rat io )

を持ち， したがって目的因は作出因の類 (ge nus)に属する. それゆえ， 目的

因の秩序も作出因へ還元される. この意味で作出因は目的因よりもより根源

的であり優位している.

3 [/'神学大全』における作出因の優位性

さて， 次に， 先に少し見た『神学大全』第1部第6問第1項主文の箇所を

もう一度見直してみよう.

「善であることは特別に神に適合することである. そもそも何らかのも

のが善であるのは， それがく欲求されうるもの〉 である限りにおいてで

あó ところでそれぞれのものは， 自己の完成を欲求する. しかるに結

果の完全性と形相は， その結果を生みだす作用者のある類似性にほかな
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らない. 作用者はすべて， その作用によって自分に似た結果を生みだす

ものだからである. それゆえ作用者はそれ自身欲求されうるものであり，

普の性格を有している. 作用者について欲求されるものは， 作用者の類

似性を分有したいということだからである. それゆえ， 神は万物の作出

因( causa effect iv a)であるから， く普〉 ないしく欲求されうるもの〉 の性

格が神に適合することは明らかである. J 26) 

ここでトマスは「普であることは特別に神に適合することである」と結論を

先に述べて次にそれを証明するとL、う形式をとっている.

まず， く欲求されうるもの〉 というく普の性格〉 が指摘され， 続いて， す

べてのものは「自分の完成J を欲求するの であるから. r自分の完全性」は

自分にとって 「善」である. そして， 結果の完全性と形相は作用者 (原因)の

類似性である. (なぜなら， 原因は自分に似たものを産み出すからである. ) 

ところで. r原因である作用者」の形相は完全であり. r結果」の形相はそれ

よりも不完全であるから， 不完全なものは完全なものを求める. したがって

不完全な「結果」は「作用者」の持つ完全性(p erfectio nes)を欲求し， より

完成したものになろうとす る. こ こ か ら 「作用者」は「結果J から見れば

「欲求されうる」という「善の性格」を持つ. すなわち「目的の性格」を持

つのである.

ここに明らかに. r作用者が結果を産み出した」ことが前提となって. rそ

の作用者に目的の性格が現われる」とし、う証明の構造を読み取ることができ

る.

そしてこれを神に適用して. r神は万物の作出困であるから， く善〉 ないし

く欲求されうるもの〉 の性格が神に適合することは明らかである. Jと結論

している. 先述した如く， ここに「作出国」が根拠となって 「目的因」の性

格が導き出されているのを見ることができる.

トマスは同箇所のテクストの最後にディオニシウス解釈を次のように述べ

て締めくくっている.

「ゆえに， ディオニシウスも『神名論』において29}， 神はくそれによっ
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て万物が存立するところの者〉 として善であると述べて， 第一作出因と

しての神に善を帰属させているのである. J 30) 

ディオニ シウスは神を「それによって万物が存立するところの者jすなわち

「善」すなわち「第一作出因」である， としているのである.

先に見た第5問第 2項異論解答1では， r第一原因 に関し て ディオニシウ

スは目的因が他の諸原因に優位しているという思想を持っている」と， トマ

ス自身が解釈していると思われたが， しかしここ第6問第1項主文に至って

初めてトマスは， ディオニシウスの第一原因つ まり 「善」は実は 「目的因J

ばかりではなくて「作出因Jでもある， と解釈していることが判明する.

4 �神名愉註解』における作出国の優位性

さて， ここで， 上にトマスが引用した『神名論』の箇所の前 後のラテン語

訳のテクストを見てみよう.

「そして万物は， 根源 (pri ncip iu m )として， 保持者 (co nt ine nti a )とし

て， 目的(finis )として， それ(=神性=善性)を求める. J 31) 

神である善性(bo nit a s )は「根源」であり「保持者」でありか つ「目的jで

ある. 万物はこれを「求めるJ. この「求めるJという言葉はラテン語では

des ider a nt と言われており， 原語ではitpÍôTO:I である. そしてこの言葉は，

プログロスの『神学綱要』に お い て し ば し ば「すべての存在者は善を求め

るJ3 2)と言う文中で使用されて い る. ここにプログロスの影響を見ることが

できる. ここからディオニ シウスでも「第一原因」は「万物が憧れ求めてい

くものjであることが判明する.

とのテグストはさらに続けて，

「善は， そこから万物が， ちょうど完全な原因から引き出されたもの共

の如くに， 存立しかっ存在するところのものである. J29) 

と述べている. これが上に見たトマスの引用箇所を含んだ文である. これは

第一原因としての善が「万有の作出因Jであることを述べている.

さらにテクストは少し後に，

「 また， (善は， )個々のもの共が固有の目的に向けられるような仕方で，
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万物がそこへと向けられるところのものである. J 33 ) 

と述べている. ここに「向けられる」という語はラテン語ではc on v ertun tu r

と訳されている. 原語は仕岬'rpétpε'raeである. この語もプログロスにおいて

「存在者が善へ帰還する」等の文中にしばしば用いられている. ここにもプ

ログロスの影響を見ることができる. すなわち， このテクストでは， 善は万

物の帰還する「目的」であることが述べられている.

以上見てきた範囲からすれば， ディオニシウスにあっては， 第一原因は万

物の「作出因」であり， そして同 時に「目的因J であることが判明する.

さて， トマスはこれを『神名論註解』において次のように註解している.

「つ まり， 万物が神に向けられるのは， 万物が神を三重の理由によって

求める限りにおいてである. すなわち，く働く根源>(princ ipiu m ac t ivu m) 

として， また， く保持するもの> (c on t in en t i a) とし て つ ま り諸事物を

く維持するもの>(c on serv an t i a) として， そして， く目的>(fin i s)として

である. J 34 ) 

万物が神に「向けられるJあるいは「帰還する」のは三つの理由に基づいて

いる. 第一に神が万物の「働く根源jつ まり万物の「作出の根源」であるこ

とに， 第二に神が万物の「保持者Jであることに， 第三に神が万物 の「目

的」であることに， 基づいている. 観方を変えれば， 第一に万物は神に「作

出」され， 第二に万物は神に「保持」され， 最後に万物は神に「帰還」する.

続いてこれらの三つの理由を詳しく解説する最初に， トマスはこう述べて

いる.

「われわれは神をく根源〉 として求める. なぜなら神からわれわれに善

が生じて来る(prov en it) からである. J 35) 

トマスは， われわれが神を根源として「求めるJ (d esid er a mu s) わけは， わ

れわれのところにある善が， 神から生じて来るからである， という. 言い換

えれば， くわれわれのところにある善が神によって作出された〉 ということ

が根拠となって， くわれわれは神を求める〉 という. こ こにも， トマスの，

「作出因の目的因に対する優位性」を読み取ることができるのではなかろう
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台、

これは先に見た『神学大全』第1部第6 問第1項主文最後のディオニシウ

ス解釈に一致する.

IV 各優位性の背景

1 í目的因の優位性」の背景・…・・世界永遠説

「目的因の優位性」の思想は「宇宙万有の存在」を前提としている. なぜ

なら， 第一原因を目指す宇宙万有が先ず存在していなければ「万有の目的

因」としての性格も また存在し得なし、からである. したがって 「目的因の優

位説」は 「宇宙万有が永遠である」 ことを前提としている.

と ころで， 今 まで見てきた範囲で言うなら， かかる思想はアリストテレス

にある. アリストテレスの世界はその存在の時間的発端はなく， 永遠から永

遠に存在し， したがって「世界の永遠説」と言われる. そして 「万有」は 「

第一原因」を求め， そ こから「第一原因」は「目的因」の性格を持つに至る.

こうして， アリストテレスの「第一原因」は まず最初に「万有の目的因」と

なる.

それであるから次に， 万有は 「第一原因」を憧れて動く36) そ こから 「第

一原因」は万有の 「始動因J ( ca us a mov e ns) … . r不動なる第一動者」・・・・と

なる. したがって少なくともアリストテレスにあっては， 第一原因の 「目的

因の性格」がその「始動因の性格」よりも根源的であり優位していると言う

ことができるであろう. これが， アリストテレスの世界観が「目的論的」で

あると言われる所以である. こ こに先述したジルソンの言う「古代ギリシア

におけるく善の優位性〉 の思想」が見い出される.

そして第一原因のかかる捉え方から万有すなわち自然世界を見るなら， こ

の中に目的因が他の諸原因に擾位している ことが投影される. そして こ こか

ら目的因が 「諸原因の原因」として， あるいは他の諸原因の 「原因性の原

因」であるとして， 見て取る ことができるのである.

以上が「目的因の優位性」の背景にある思想と思われる. トマスは この説



134 中世思想研究35号

をこの立場に立って理解し. í原因性Jとし、う観点から こ の説を限定して認

めている.

2 í作出因の優位性」の背景……世界作出説

『原因論』では「第一原因Jは「作出因J (=創造者)でもある 37) また，

ディオニシウスの「第一原因」も「作出困」である. さらにトマスの「第一

原因Jもそうである. 三者はこの限りで共通している. この「作出困」は四

原因説からすれば「始動因J (í目的困の優位性の思想jにおける)と共に

「動因」という類に属するが， しかし両者の性格は大きく異なる. í作出因」

には「始動因」に見られない特徴が見出される. それは「く作出されたもの〉

(=結果)は作出されたが故に作出因を求める」とし、う特徴である. ここか

ら第一原因は万有の「目的因」の性格を有することになる. この特徴はプロ

グロスにも見られる. 例えば， その『神学綱要』の命題12の証明過程におい

てもこの特徴が明確に現われている 38)

そしてこの特徴の前提には「く作出因〉はく作出されたもの> (=結果)よ

りも優れている」という思想がある しかしこの思想はすでにプログロスの

『神学綱要』の命題7

「他を産むことができるものはすべて， 産み出されたものよりも優れて

いるJ 39) 

に現われている.

これらの考えは「作出因の優位性」の思想に属する. かかる「作出因の優

位性」の思想は， 先とは逆に， í宇宙万有の非存在」を前提と する. なぜな

ら， もし万有が既に存在しているのであれば， もはや「万有の作出因」は不

要であるからである. したがって. í作出因 の優位性」の思想は「宇宙万有

の存在以前 J (時間的 ではなく 存在秩序上の以前 )を前提としている. した

がって， その背景にあ るも の は「世界は作出された」・…その意味を如何に

考えるかは別にしても・…とし、う根本的な考え方である.

さて， この場合. í第一原因Jは， 先ず， 万有を作出する. そこから「第

一原因」は「作出因」の性格を帯びる. その次に， 作出された万有は「第一
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原因」を目指す. するとそこに「第一原因」は「目的因」の性格を帯びる.

したがって「作出因としての性格」の方が「目的因としての性格」よりも根

源的であり， 優位していることになる.

この「世界の作出説jは， トマス， w原因論�， ディオニシウス， プログロ

ス 40)の背景に共通する根本的な考え方である. そしてこれは「目的因の優位

性」の背景にある 「世界の永遠説」に対立する.

V 結論……トマスにおける「作出因の優位性」

と「目的因の優位性」の関係

では「目的因の優位性jと「作出困の優位性」の関係をトマスはどのよう

に考えているのであろうか. 今 まで見てきた範囲から考えるとするなら， 両

者の関係は哲学的に次のように解釈することができるであろう.

「目的因の優位性jは， トマスにおいて， 自然学の領域で論じられている

ところからすれば， 自然世界の内における四原因によくあては まる. トマス

は， íこの自然世界を前提しこの世界内にお いて原因を観るJ場合にはアリ

ストテレスの言うように「目的因が優位しているJと考えているように思わ

れる. しかもこの思想を， トマス自身は「原因性」という限定された観点か

ら見た範囲において認めている. そしてこの限りにおいてこれをアナロギア

(あるいは「完成の道Jv ia per fec tio nis)に従って神に まで拡張している.

例えば， 先に見た『神学大全』第1部第5問第2項異論1におけるディオニ

シウスの解釈にこれが適用されている.

しかしながら「自然世界内の原因」ではなくて， í自然世界全体の原因」

つ まり「第一原因」を観た揚合には， 自然世界の内を観ただけでは観えない

原因の根本的な姿が出現する. つ まり， 自然世界全体は「作出の結果」であ

り， その根源は「作出因Jである， と い う 姿が出現してくる. さ ら に「結

果」が「作出因」を求めている様相も見て取ることがきる. するとそこでは

何よりも 「作出因」が 「目的因」よりも「根源的」であり「優位している」

と見える.
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このように， トマスは「自然世界をその内部において また内部から見た場

合」と「自然世界の外から， その全体とその根源とを合わせて見た場合」と

を区別し， 前 者では「目的因が優位しJ， 後者では「作出因が優位するJと

している， と解釈することができる.

そしてこの 「作出因の優位性」の思想が， 第一原因の哲学的解釈に関して

アリ ストテレス哲学から「不動の第一動者J， r思惟の思惟jや「純粋現実態J

等の多くの概念を受けつつも， しかしアリ ストテレス哲学と根本的に挟を分

かつ強力な支点となったのではないかと思われる.

以上見てきた新プラトン主義の第一原因の思想は， トマスの「作出因の優

位性」の思想の唯一の思想源泉ではないにしても， 少なくともトマスの根本

的な考え方と共通するが故に， その哲学の内に取り込 まれ， そしてトマスが

「創造論Jを形成する哲学的基礎のーっとなっていったのではないであろう

台、
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トマス・ アクイナスの著作年

1254年 (29歳) De þrinciÞiis naturae 

1261年 (36歳) In Dionysii de divinis nominibusに着手

1265年(40歳) Summa theologiae 1に着手.
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ProcJosの Elementatio theologicaがヲテン語訳される.

1269年 (44歳) In librum de causis 


