トマス ・ アクイナスにおける「分析の道」
(via resolutionis)の意味
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本小論の目的は，

トマスにおける形而上学の方法のーっとしての「分析の道J(via

resolutionis) に注目し， その意味を明らかにすることにある日.

トマスによれば， 形

而上学とは， 最も可知的なもの(maxime intelligibilia) を考察する学知， すなわち，
有である限りにおける有
(ens inquantum est ens) を主題として考察し， かかる主題
の始原(principium) である限りにおいて， 神ならびに離存実体(substantia separata)
といった神的有(ens divinum) をも考察する学知であるわ.

そして『ボエティウス

三位一体論註解�(Expositio super librum Boethii De trinitate) においては， こ
の学知の対象が「存在に関して質料に依存しないところのものJ(ea quae non depen
deant a materia secundum esse)であることが， 分離(separatio) という否定判断
との関係において論じられている町.

すなわち， 分離によって， この学知の主題であ

る有である限りにおける有について， それが必ずしも質料のうちに存するのではない
ということが理解 される， というのである<1

しかし， 本小論において， 形而上学の

方法として， 分離ではなくあえて分析(resolutio) に着目したのは次のような理由に
よる. まず，

トマスによれば，

おいて考察する学知ではない町.

形而上学は有(ens) を非質料的なものである限りに
それ故， 質料的， 非質料的を問わず， およそ有であ

る限りにおいて有を把捉する過程として， í分析の道」 に注目したいのである.

さら

に， 分離という否定判断が可能となるためには， 少なくとも一つの非質料的な有の存
在することがあらかじめ認識 されていなければならないであろうが， しかし， 非質料
的有の認識は，

トマスによれば， あくまで形而上学の探求の目的(finis) として位置

づけられねばならなし川.

しかるに， 以下において検討するように， 有である限りに

おける有の始原(principium) としての非質料的な有の 把捉 も ま た， í分析の道」の
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到達目標(terminus) である， というのがトマスの所説なのである. ところで， トマ
スは， 我々人間の認識が感覚から始 まることを様々な筒所で語っているが， 11ボエティ
ウス三位一体論註解』においても， 人間の認識は可感的なもの(sensibilia) から可知
的なもの(intel1igibilia) へと進むべき こと を確認している. このような可感的なも
のから出発する人間の認識過程， すなわち「理性の探求J(inquisitio rationis) につ
いて， トマスは次のように述べている. r理性の探求が そこへと到達すべ き究極の到
達目標は諸原理(principia) の知解であり， それらの諸原理への分析を行うことによ
って， 我々は判断を下すのである(ultimus terminus， ad quem rationis inquisitio
percedere debet， est intellectus principiorum， in quae resolvendo iudicamus) J7l.
我々がここで注 目したいのは， トマスが， 始原・原理の把捉へといたる過程を， とく
に「分析するJ(resolvere) と表現している点なのである.

1

r分析の道」の二つの方向

トマスによれば， r分析の道」の向かう方向には二つある.

一つは，

内的な原因に

却して(secundum causas intrinsecas) 進む分析であり， もう一つは， 外的な原因・
結果にそって(per causas vel effectus extrinsecos) 進む分析である. そこでまず，
以下この二つの分析を)1闘を追って見てゆくことにしよう.
内的な原因に即して進む分析について， トマスは次のように述べている.
「ある場合には， 理性は概念に即して(secundum rationem) 一つのものから別
のもう一つのものへと進んでゆく. 内的な原因に即して進む場合がそれで、ある. この
場合， 複合する(componere) ことによっては， 最高に普遍的な形相からより特殊な
形相へと進み， 分析する(resolvere) ことによっては， これとは逆になる. なぜ、なら，
より普遍的なものはより単純だからである. しかるに， 最高に普遍的なものは， すべ
ての有に共通的なものである. したがって， この道(via) にお ける分析 の究極 の 到
達目標は， 有ならびに有である限りにおける有に属するところのものの考察なのであ
るJ8l.
我々人間の認識の出発点である可感的なものは， 有以外の何ものでない. しかし，
感覚されたものとしての有は， この有(hoc ens)あるいはしかじかの有(tale ens)
として犯捉されているにすぎず， まだ有である限りにおける有としては把捉されては
いない. 有を有である限りにおいて把捉すること， それが内的な原因に即して進む分
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析の到達目標なのである町. しかし， ここで言われている内的な原因とは， 可感的実
体の構成要素， すなわち， 形相・質料ではない. 可感的実体のみならず， およそ有で
あるものすべてに共通的なもの(communia) 一一有， およびーと多，

現実態と可能

態といった有である限りにおける有に属するところのもの10)ーーを把捉することが，
内的な原因に即しての分析なのである. このような分析について， トマスは『真理論』
官頭の周知の箇所においては，

次のように述べている. r知性がいわ ば最もよく知ら

れるものして第一に懐抱するところのもの， そして， すべての概念をそれへと分析す
るところのもの，

それは有であるJl1). すなわち，

内的な原因に即しての分析によっ

て把捉されるのは， 第一の可知的なもの(primum intelligibile) とし て の 有 な の で
ある12)
これに対し， 外的な原因・結果にそって進む分析については，

トマスは次のように

述べている. rある場合には， 理性は事物に即して(secundum rem) 一つのものから
別 のもう一つのものへと進んでゆく. 外的な原因・結果にそって論証がなされる場合
がそれである. すなわち， そのような論証は， 複合することによっては， 原因から結
果へと進み， 分析することによっては， 結果から原因へと進むのである. なぜなら，
原因は結果よりもいっそう単純で不変的， 一様に永遠的だからである. したがって，
この道における分析の究極の到達目標は， 離存実体という最高に単純な卓越した原因
に到達することである13)J. それでは， この最高に単純な卓越した原因とはいかなるも
のであろうか.

トマスは， 附帯性と実体， 可滅的実体と非可滅的実体といった諸々の

有には， 段階(gradus) と秩序(ordo) が存することを指摘する. そして， そのよう
な有の段階・秩序の最高位に， 最高有(maxime ens) なるものを据えるのである. す
なわち， rすべての有の存在の始原(principium essendi) であるところ の も の は，
『形而上学』第二巻に述べられているように， 最高有でなければ ならない」
のである凶.
我 々 は こ こ で，

トマスが， 存在の始原が最高有であることの傍証として，

テレスの『形而上学』第二巻を援用し て い る こ と に 注意を向けたい.

アリス ト

トマスの援用

する『形而上学』第二巻の一節は， 11神学大全』のいわゆる「第四の道」に お い て も
「典拠jとして援用されているからである15)

トマスの「第四の道」は， 諸事物に見

出 される完全性の段階(gradus) を上昇し， それらの完全性の原因としての神が存在
することを導き出す論証として知られている. 一一真・善・高貴などの完全性には，
より多く・より少なくといった段階が見出される. しかるに， このより多く・より少
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なくといった段階の差異は， 最高の段階にあるものへの接近の度合いに応じて語られ
ている. したがって， 最高に真・最高に善・最高に高貴であるところのものが存在し
ているのでなければならない. ところで ， 最高に真なるものは， 最高の有でもある.
それゆえ， すべての有にとって， その存在と善性， その他すべての完全性の原因であ
るものが存在しなくてはならず， これを我々は 神 と 呼ぶ. 一一こ れ が「第四の道」
の概略であった山. つ まり， 最高有とは， すべての有にとって の あ ら ゆ る完全性 の
原因であり， それゆえ， 存在性の段階(gradus entitatis) に お い て一切の 有を 超越
(transcendere) する有なのである17)
しかし， r理性的なるもの」である限りにおいて， 人聞の認識の出発点はあ く ま で
感覚である. それゆえ， 我々人間は， 存在の始原である最高有のみならず， いかなる
非質料的実体についても， 通常の仕方で認識を持つことはできない. それでは， 我々
は， 存在の始原である最高有をいかなる仕方によって把捉し， また， いかなる仕方に
よって諮ることができるのであろうか.

トマスは， 我々人聞による非質料的実体の認

識について次のように述べている. r非質料的実体の場合， 我々はそ の類を認識する
代わりに， 否定を重ねることによって(per negationes) 認識する. たとえば， 我々
はこの種の実体について， この種の実体は非質料的であり， 非物体的であり， 形やそ
の他このたぐいのものを持つのではない， ということを知るのである. そして我々が，
非質料的実体についての， より多くの否定を認識すればするほ.ど， 我々のうちにある，
そのような非質料的実体についての認識は， より少なく不分明なも の と な るJ18). さ
らに，

トマスは次のようにも述べている. 我々人間は非質料的実体 に つ い て， rそれ

が何であるか(quid est) の認識の代わりに， 否定による(per negationem) 認識や，
因果性による(per causalitatem) 認識， あるいは，
認識をもつのであるJ19)

超出による(per excessum)

つ まり， トマスのいう， 存在の始原を到達目標 と す る， 外

的な原因・結果に沿って 進 め ら れ る 分析 と は， ディオニシオス・アレオパギテース
によって示 された三つの道. すなわち， 原因性の道(via causalitatis) ， 卓越性の道
(via eminentiae) ， 除去の道(via remotionis) が一つになったものだ， とも考える
ことができるのである. それゆえ， 存在の始原である最高有とは， 被造的な有ではな
いという意味では， 非有(non ens) であり， また， 被造的な有を超えるという意味
では， 超有(supra ens) なのである20)
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E

存在の始原の探求

さて. r分析の道」とは， 我々にとってより多く知られる可感的 な も の から， 自然
本性的により多く知られる可知的なものへと進んでゆく認識の過程であった. ところ
で， トマスは， その著作のいくつかにおいて， 事物の原因・存在の始原の探求の歴史
を語っているが， それはまた， 可感的なものから可知的なものへと進んでゆく認識の
歩みでもある. そこで. r分析の道」の意義を明らかにするため. Ií'離存実体論JI (De
substantiis separatis)における叙述を手がかりに， 存在の始原の探求の歴史を振り
返っておきたい. トマスによれば， 人々は， はじめ， 事物の始原を外的かつ附帯的な
変化に求め， 質料をもって事物の第一の始原 で あ る と見なした. しかし. rより後の
哲学者たちはさらに前進し， 可感的実体を質料および形相という本質を構成する部分
へと分析した. そして， 質料が代わる代わる様々な形相の基体となるかぎりにおいて，
ある種の変転において自然的事物が生成する， と主張したのであるJ21) . だ が， この
可感的実体の形相・質料への分析の段階においても， い まだ質料的事物にのみ適合す
る因果性が捉えられているにすぎない. ところが， 一部の人々は さらに進んで， 存在
そのものに関わる因果性を把捉し， 有である限りにおいて有を考察するに到った. 彼
らは. r変化や運動によって(per mutationem vel motum)何らかのものが生成する
といった生成の様式を超えて， いかなる変化にも運動にもよるのではなく， むしろ，
存在が流入することによる(per influentiam essendi)ある種の生成の様式， ないし
は事物の起源の様式が存しなければならないJ22) ということを理解し， そして， 有の
普遍的原因(causa universalis)を存在の始原として捉えるに到ったのである23)

有

の原因を存在の始原として把捉することは， 有を， 原因 された有(ens causatum)，
分有による有(ens per participationem)として捉えることでもある. r第一の始原
は必然的に最高に単純なものであるから，

存在を分有する (esse participans)とい

う仕方によって存在するのではなく， むしろ， 存在そのものが現存する(ipsum esse
existens)という仕方によって存在する，

ということは必然である. しかるに， 自存

する存在はただ一つしか存在しえないのであるから， 自存する存在のもとに存在する
それ以外のすべてのものは， 存在を分有するという仕方で存在するのでなければなら
ない」からである制. そして， 有を分有による有として捉えることによって， 有の内
的原因に関しての分析も また， 形相・質料を越え， より共通的， より普遍的な観点か
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分有による有のすべてにおいて. rある共通的

な分析(communis resolutio)がな されなければならない. 共通的な分析とは， 知性
によって， 分有による有の各々が存在するところのもの(id quod est)とその存在
(esse)へと分析される， そのような分析であるJ2町.
さて， 以上の，

トマスによる， 存在の始原の探求の歴史は， 我々一人一人の認識の

深 まりの過程に対応するとは考えられないだろうか. 可感的実体のみを対象とする段
階において， 始原の認識は， 形相・質料の地平にとど まっている. しかし， 有の普遍
的原因である存在の始原の把捉を到達目標と す る 外的な原因・結果に 沿っ て の 分析
は， 形相・質料を超えて遂行される. 先に見 たよ う に， 外的な原因・結果に沿って
の分析の究極の到達目標である存在の始原・最高有は， 存在性の段階においてすべて
の有を超越するものとして理解 されていた. この存在性の段階においてすべての有を
超越するものは， トマスによれば， 最も完全なもの(completissmum)であり， 最高
度に現実態において存在(esse maxime actu)するものである矧. すなわち， 端的
な存在(esse)の領域にも現実態と可能態が適用され， 現実態は存在の現実態(actus
essendi)として理解 されるにいたるのである. そして， 存在の領域に も 現実態と可
能態が適用されることによって， 有である限りにおける有の把捉へと向かう内的な原
因に即しての分析も また可能となる. 換言すれば， 外的な原因・結果に沿っての分析
によって， より共通的， より普遍的なものとして捉え直 されるに到った現実態・可能
態の図式において. 質料的な有のみならず， 非質料的な有についても， それを「有で
ある限りにおいて」把捉することが可能となるのである.

結

語

以上見てきたように， トマスによれば， 我々人間には， 分析によって存在の始原の
把捉へといたる道が関かれている. もちろん， 存在の始原の把捉といっても， それは
あく まで「分析の道」の到達目標であり， 人聞はこの存在の始原を完全な仕方で認識
できるわけではない. 外的な原因・結果に沿っての分析の到達目標である， 最高有に
冠せられた「最高J(maxime)には， 可感的・質料的な領域を「超越する」という意
味が込められていたからである. しかし， それにもかかわらず， たとえどれほど不完
全な仕方であっても. あらゆる有の共通かつ普遍的な原因は存在の始原である， と認
識することは， 形相・質料を超え， 有である限りにおける有の認識を可能にするもの
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であった. 様々な有は， 存在性の段階をそれぞれ異にするものとして， 改めて捉え直
されることになるのである. つ まり ， トマスにお いて， r分析の道」と は有を有であ
る限りにおいて把捉する観点を形成する過程であったのだ， と解することができるの
である. そしてまた， トマスにおいては， 神的な学知， すなわち ， 有である限りにお
ける有を主題として考察し， 神的有を始原である限りにおいて考察する学知は， この
分析という方法ゆえに， r形而上学J (metaphysica)なのである. なぜなら ， このよ
うな学知は「分析することによって (resolvendo)， 自然学の後に来るのであるから，
いわば自然学を超える学知という意味で， 形而上学と呼ばれるJ27)からである.
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(付記) trボエティウス三位一体論註解.ll (In BDT. と略記)はデッカー版を. tr離存
実体論.ll (De subst. seρ. と略記)はレオ批判版を用いた. また. In BDT. について
は松田禎二氏の訳業主r:. De subst. sep. については八木雄二氏， 矢玉俊彦氏の訳業を
参考とした.

