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トマス ・ アクイナスによるアリストテレス解釈の住方について
岡崎文明氏の発表に対して一一一

水田

英実

トマス ・アクイナスにおける「第一原因」と題する発表において， 岡崎文明氏は，
トマスにおける第一原閏は， 何よりもまず万物の「作出因J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し、から， 第一原因の思想に関してトマスはアリス
トテレス以外の思想の影響も受けているという観点から立論された. しかし氏の立論
の意図はむしろ， 第一原因としての作出因に関するトマスの思想は「哲学的には新プ
ラトン主義からも影響を受けており， 特に中世思想に大きな影響を与えたプログロス
の哲学を， トマスは， ディオニュシオスの『神名論』を通して， あるいはプログロス
の『神学綱要』を， その抜粋である『原因論』を通し て， あ る い はメルベケに よ る
『神学綱要』のラテン語訳を通して， 直接・間接に知ることができたことによる」と
いう見解を主張するところにあったと思われる.
もとより， 第一原因に関するトマス 説が「聖書とりわけ『創世記Jや
『出エジプト
記』にもとづいている」ということは， 同氏にとってもまた根本的なことがらである
という. とすれば， トマス・アクイナスが新プラトン主義から受けた「哲学的な」影
響として氏が論じたのは， さしあたりトマスが第一原因に関する何らかの解釈上の対
立の一方をとって， 他方を捨てたということであり， その結果としてトマスは第一原
因に関して「アリストテレス哲学と根本的に決を分かつ」にいたったという点 である.
氏の論点がそこにあったと見て， 若干のコメントを試みたい. 氏は「新プラトン主義
の第一原因の思想が， 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
り込まれた」と結論するけれども， 言うところの「トマスの根本的な考え方との共通
性」には少なからず疑問が残るからである.
まず， トマス・アグィナスが新プラトン主義から， なかでも特に直接・ 間接にプロ
グロスから受けた影響とは何であったと考えられているか. この点についてわれわれ
なりに議論をあとづけるために， í善が， 万有の根源にして 第一原因 で あ る」という
プログロス『神学綱要』第12命題を取り上げることから始めよう. この命題に対する
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証明を見れば明らかなようにプロクロスは， 発出の始まるところ(áp討句宮 πpoóöoυ)
と還帰が行き着くところ (，以内吋" iTW1'PO<pれ) の同一性を主張する， プラトン以
来の立場に立っている. そのために要するにプログロスによれば， 欲求の対象として
の神は， 存在を作り出す神でもあるのであって， この両面を持たない神は神とみとめ
ることができない.
ところがアリストテレスは， このうち， ェピストロベーのプロセスのみをみとめて
プロ・ホドス(発出)のプロセスをみとめないから， この決定的な点で， プロクロスと
アリストテレスは異なるという指摘が， ドッズ(E.R.Dodds
clus The Elements
， Pro
of Theology， A R evised Textwith Translation
ction andCommentary ， 2
， Introdu
.198)によってもなされている. 万有の causa effi ciensと causa
ed，. Oxford
，1963， p
finalisの同一性をみとめる点で， プログロスはプラトン(11国家�509B) に従ってい
るけれども， これをみとめないアリストテレスは， その点でプラトニズムから逸脱し
ており， そのためにプログロスはアリストテレスと対立すると言われるのである.
それではこの意味での対立を， トマスとアリストテレスの問においても見出すこと
ができるであろうか. トマスはアリストテレスに敵対しているのであろうか. そうで
ないとしたら， 少なくとも， プロクロスとアリストテレスの間にある敵対的な関係が，
そのままトマスとアリストテレスの聞にもある と い う こ と に は ならない. しかしそ
の場合にも， アリストテレスとの対立的な関係として， トマスとプログロスに共通し
て見出すことができるものが， まだ何かあるのであろうか. もしそのような何らかの
共通的な対立関係があるとした場合， はたして そ れ は「目的因の 優位性Jに 対 す る
「作出因の優位性」なのであろうか.
まず「目的因の優位性」とは何を意味するとされるか. そ れ が， causa finalis は
「原因性の原因」として「諸原因の原因」であるという意味であるとすれば， なるほ
ど causa finalisは causa e伍 ciensを causa e伍 ciens として存在せしめるのに対
して， causa finalis は causa effi ciens によって causa五naIis として存在せしめ
られるわけではないから， そこには causa finaIisの方が原因性の順序に関して先で
あるという関係が見出される. しかしこの順序における第ーのものとして見出される
のは， あくまでも primacausacausarumであって， primacausa rerumではない.
それに加えてもし causa finalisの「原因性」は， causa effi ciensを動かして causa
effi ciensにするところにあるとするなら， いま一度「作出因の優位性」ならざる「目
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的因の優位性」の根拠を問い直さなければならなくなるであろう. 何故なら言うとこ
ろの原因性を根拠にして 「目的因」を「作出因」に還元することは妥当性を欠くと思
われるからである.
「作出因の優位性」を主張する根拠はどこにあると考えられているか. それは自nis
が原因であるのは， finisが

effi ciensを動かして働かせるかぎりにおいてであるから，

finis には動かすものという特質があることになり， したがって finis はある意味で
causa effi ciensの類に属することになるというところにあるのでるろうか. たしかに
これはトマスが『原因論注解』において第1 命題の注解(1 .1 . 39)の中で述べている
ことであり， しかもそれが自然、全体に対する第一原因のあり方であることが， トマス
自身によって表明されている. しかし， causa e伍 ciensを 「動かすもの」であること
は， 先には「目的因の優位性」の根拠として提示されたのであるから， それが「目的
因ならざる作出因」の優位性の根拠になり得ないのは， むしろ当然なのではないであ
ろうか.
この疑問が生じることに加えて， 上記の『原因論注解』において 自nisが

effi ciens

であると言われるときには， íある意味でJ quodammodoという条件がついているこ
とにも注意しなければならない. この場合， íある意味で」という条件は， 何 を意味
しているのであろうか. 第一原因ないし神の有する善性は， 作用者の類似性を 欲求す
るものの存在を前提にして始めて成立するということは， 本来ならば言えないことで
あるけれども， íある意味で」すなわち結果の倶師、ら見 れ ば 作用者は 欲求される側に
あるものとして善の特質を有するという意味で， causa effi ciensとしての神ないし第
一原因もまた蓄なるものであると言えるということなのであろうか. それともこの意
味での善性は， あくまでも結果の存在に依存して生じることがらとして， 第一原因な
いし神からは排除されなければならないのであろうか. そうだとしたら， その場合に
「ある意味で」とは何を意味しているのであろうか.
この問題を抱えたまま， IJ神学大全』第1部第6問第l項の主文を 読 む と き， トマ
スが ディオニユシオス『神名論J第 4 章の一節を引用して， primacausa effi ciensと
しての神に 「善の特質J ratio boniを帰属させたのは， 神は単に causa effi ciensの
類に属する諸々の原因のーっとしてではなく， それらすべてにまさる原因として， 神
のみに固有のすぐれた意味での bonitasを有するからであるという読み方が必要にな
ると思われる. この主文において， 善なるものであるということが神について言われ
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cpueという仕方だからである.
i
(同じ読み方は神の存在論証の
るのは， í特にJ prae
場合にも必要であると思われる. トマスによる神存在論証としてのいわゆる五つの道
ciens を措定するのは第二の道である. しかしそれが他
のうちで， prima causa effi
の道と合わせて統一的に理解されるためには， 前提として第一原因はすぐれてーなる
ものでなければならないからである. ちなみにプログロスはこのことを『神学綱要』
の第11 命題として取り上げている. また第一原因のこの意味でのー性はトマスが『原
因論』の第 2命題の注解の中で言及していることでもある.)
さて『神名論』第4章 の上述の一節は， 同じ『神学大全』 第1部の 第5問第4項
第 2 異論においても引用されている. この異論 によれば， こ の一節は bonum est
diffusivum sui esseという命題の根拠であり，

diffusivumと言われるかぎり「善」

は causa effi
ciensであるという結論が得られると言う. これに対する異論解答にお
いてトマスは「善は， 目的が動かすと言われる意味で， di任usivum sui esseと言わ
れる」と述べているだけである. しかし主文解答に， í原因するということに関して，
第一に見出されるのは， effi
ciensを動かすものとしての善ないし目的である」という
説明がある. したがってここで善が

di任usivum sui esse と言われるのは， causa

effi
ciens としてではなく， あくまでも causa finalis としてであると解釈されてい
ることになる. つまり原因性に関する「目的因の優位性」が提唱されているのである.
『真理論』第 21問第1 項の第4異論でも， ディオニュシオスの『神名論』第4章を
典拠にして， bonum est di妊usivum sui esseが引用されている. この異論に対する
トマスの解答に よ れ ば，

diffundereと い う 言葉の 本来の意味から考えれば， causa

effi
ciensの働きを合意していることにな る け れ ど も， 広い意味にと れ ば，

infiuere

や fa
cereの意味をもたせることもできるとした上で， この場合は， causa finalisの
関係があると解釈しなければならないと言う. その理由の一つは， causa effi
ciensな
らば形相の類似性がもたらされるにすぎないけれども，事物が目的に向かうのは， í存
在全体によるJ se
cundum totum esse suumという点にあるとされる. 形相をもた
らす根源ではなく， 存在をもたらす根源として措定されているのは， あくまでも「作
出固ならざる目的因」なのである. ここでも善ないし目的が causa effi
ciensである
とされるのは， 他と異なる， 他にまさる特に優れた意味においてであるにしても， あ
くまでもある意味でのそれとしてであって， causa finalisが causa effi
ciensに「還
元」されるからではない.
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ところで第一原因の思想は， トマスの 『有と本質」に お い て既に， 11原因論』の書
名を伴って導入されている. それによれば， 存在そのものとしての神がその純粋性に
おいて他のすべての存在から区別されるということを， 11原因論』の 第9 命題 の注解
もまた， 第一原因の個別性はそれの純粋な善性によるという仕方で述べているのであ
る (11有と本質』第5章). トマスによれば存在そのものとしての第一有こそが第一原
因としての神なのであり， 離在的な実体のうちで魂と知的存在の単純性を否定する人
はいても， 第一原因の単純性はすべての人が認めている (同第4章). また単純なも
のが複合したものの原因であるということは少なくとも第一の単純な実体である神に
ついて言うことができるとされるのである(同第1 章). 要するにそこでは「目的因J
と「作出因」のいずれを優先させるかとし、う議論とは無関係に， 第一原因としての神
の， 他のすべての複合的存在に対する原因性を否定する人は誰もいないとされている
のである.
むろん言うところの第一原因から「作出国Jの性格が排除されているわけではない.
しかしその点は別にして， われわれは『有と本質』において既に， トマスのいう神は
実体として他の諸事物と類を共にするのか否かという問題が生じうることに気づく.
それは原因としての神を考察する視点の違いによることであるけれども， この問題が
あることはベルゴモのベトルスの du
bium464 としてつとに知られているのである.
しかしもし視点の違いを指摘するのみで， より根源的な統一的な視点を見出しえなか
ったとすれば， 先にも言及したように， たとえば被造的世界から原因としての神の存
在を推知することは， 類を逸脱することがらとして， 論理の飛躍または虚偽であると
いう非難を免れえないことは言うまでもない.
ffi iens をcausa ef.
さて「目的因の優位性」の根拠はcausa finalisがcausa ec
ficiensたらしめるところにあるとし， そのかぎりにおいてcausa finalisはある意味
でcausa ec
ffi iensであると言うとしたら， 結局「目的因の優位性jと「作出図の優位
性」の問に対立はないことになる. それにもかかわらず， トマスのいう第一原因ない
し神とアリストテレスのそれとの聞に明瞭な区別があるとすれば， それは何によるか.
われわれはたとえば『命題集注解』の最初の論題(第 1巻序論第 1問第 1項) の中で，
トマスが「神の観想」に二種類のものがあるとし， 一つは被造物を通してなされるも
のであって， アリストテレスが 『エチカ』の中で取り上げている幸福は， これである
と古っているのを見出す. もう一つは， 神を神の本質によって直後的に見るところに
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成立する「観想」であり， これが人間にとって可能であるとされる根拠は， 信仰の 中
に求められているのである.
究極の幸福と途上の幸福というこつの目的が区別されることに対応して， 二つの目
的のそれぞれに到達する手立てについても区別が設け ら れ る. Ii'神学大全』において
最初に神に関する真理が， 自然理性によって到達可能な範囲の中にある真理と外にあ
る真理とし、う二種類に区別されていることも周知の通りである. トマスはさらに同書
第1部第7 9 問第4項において. rアリストテレスのいう能動知性 は 人聞 に 内属する何
かである」という解釈を提示すると同時に， 人聞に内属する能動知性とは別の， 離在
的な能動知性が存在しなければならないという見解を示して. rわ れ わ れ の信仰の教
えによれば， この 離在的な知性は神自身にほかならない. 神は魂の造り主であり， 魂
はこの神においてのみ至福を得る」と言うにいたっている.
これによればトマスの哲学に「考察の範囲の拡大」をもたらしているのは信仰なの
である. しかしそのためにトマスとアリストテレスの聞に， 考察の範囲の違いがもた
らされたにしても， それは 前者が後者の哲学を否定するという関係ではない. またそ
のためにプログロスを取ってアリストテレスを捨てたことになるわけでもない. 考察
の範囲の遠いはトマスと新プラトン主義の聞にもあると思われるからである. そのか
ぎりにおいて新プラトン主義の第一原因の思想がトマスの考え方と「根本的に共通」
であると見ることの妥当性についても疑問が残ると言わなければならないのである.
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本討論は， 岡崎文明氏の「トマス・ アクイナスの第一原因について」という研究発
表を題材として目論まれ， 水田英実氏をコメンテイターとして執行された. 岡崎氏の
研究は， 同氏の積年の研究の成果たる新フ。ラトン主義の理論に基づいてトマスの思想
体系， 特にその第一原因の理解， 解釈を深めんとするものである. 氏は第一原因の原
因性を問題として目的因としての性格と作出因としての性格を析出し， トマスの第一
原因の 説には「目的因優位」の思想と「作出国優位」の思想とのこつの立場が見られ
ることを示し. r目的因優位」の思想は 主 として アリストテレスが『自然学』におい

