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トマスにbける「非有jのイデアに

ついて

一一De veritate q.3， a.6.一一

山 田 日
日目

1. トマスは『真理論』において， 非有の イデア id ea e non e nt i um に
(1) 

ついて論じている。 非有のイデアとは何であるか。 また， かかる イデアが

トマスにおいてなぜ、措定されねばならなかったかについて， 若干の考察を

こころみたいとおもう。 そのためにまず， トマスにおける イデアについて

考察しなければならない。

牟 トマスのイデアについて， 川田熊太郎教授「トマス・ アクイナスのイデア

論についてJ (中世思想研究1， 昭和33.)。 さらにそれに関連して， rボナヴ

エントウーラのイデア論J (同誌m， 昭和135)を参照。 ともに， 同教授の「キ

りスト教科学のイデア論研究」の一部をなすもの。 広い視野に立ち， 示唆さ

オもる}�，�、が多い。

2. イデアとは何か。 トマスによれば， それは， r事物のそとに 存 在す

るところの， その事物の形相J forrna e a liaru m rer um， pra e ter i psa s res 
(2) 

ex iste ntesである。 この定義をもとにし， イデアについての トマスの他

の言及を参考にしながら， トマスにおける イデアの性格を， なしうるかぎ

り厳密に規定してみよう。
(3) 

まず第一 に， イデアは「形相J forma である。 しかし， 必ずしもすべて

の形相がイデアといわれるわけではない。 イデアといわれるのは， 事物に

対して或る特別の関係を有する形相だけである。 ではそれはいかなる関係
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であるか。 それを規定するのは次の性格である。

すなわち 第二に， イデアは「事物のそとに存在するところのl事物の

形相である。 この規定によって， 質料と複合された事物の部分としての形

相は， イデアから除外される。 すなわち， イデアといわれる形相は， 事物

の形相でありながら， その事物のそとにあるところの形相でなければなら

ない。 事物のそとにありながら， しかも事物に対してその形相としてある

というのは， どのような関係なのであろうか。

3. かかる関係は， 二つのありかたにおいて考えられる。 一 つは， 事物

に対する， その範型 ex e mplar としてのありかたであり， 一つは， 事物に

対する， その認識原理prin cipiu m co gnitio nis としてのありかたである。

この二つのありかたについて， 順次に考察してみよう。

第一に， 事物に対してその「範型」としてある形相は イデアたる性格を

有する。 ただし， この場合の事物とは， 事物一般ではなく， 何らかの意味

で「造られたもの」でなければならない。 およそ造られたものは， 何らか

の範型にかた どって造られたのであり， その範型の類似である。 ゆえに，

範型は「造られたもの」の， 或る意味における形相である。 しかも範型!は

範型たるかぎり， 決して「造られたもの」の部分的形相として「造られた

もの」のなかに入りこんでくることはなく， その「造られたもの」に対し

て， 常に「そとなるもの」にと どまっている。 かくて， 造られた事物の範

型は， その事物のそとに存在しつつしかもその事物の形相であ る が ゆ え

に， イデアとしての性格を有する。

第二に， 事物認識の原四となる形相が， イデアとい わ れ う る。 この場

合， 事物は必ずしも造られたものたることを要しない。 たとえば， われわ

れが事物を認識するとき， われわれは事物からその形相を抽象し， 抽象さ

れたその形相(つまり概念、〉をもって事物を認識する。 ゆえに抽象された

形相は事物認識の原理である。 かかる形相は， 事物から抽象されたものfこ

るかぎり事物1のそとに存在するが， しかも事物がそれによって認識される
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ものとして， 1"事物の」形相である。 かくて， 事物認識の 原理となる 形相

は， 事物の形相であ りながらしかも事物のそとに存在する形相として， イ
* 

デ、アたる性格を有している。

それゆえ， 上述の規定に従えば， 造られた事物の範型としての形相と，

事物の認識原理としての形相とが， イデアといわれうるはずである。

本 認識原理としての形相は， 必ずしも， 事物から情家された形相たることを

要しない。 トマスによれば， 人間知性の場合iこは， それは事物から抽象され

た形相であるが， 天使の知性の場合は， それは一種の本有的形相である。 神

の場fT;土， 万物に対して， その類似として認識された神の本質そのものが，

万物の認識原理となる。一ーしかしこれらの形相は， すべて事物からはなれ

て認識主体のうちに存在しながら， しかも事物認識の原理として事物との関

係を有するかぎり， Iイデア」 としての性絡を具備している。 もっともトマ

スにおし、ては， 以下4に述べる理由にもとづいて， 神における認識原理とし

ての形相のみがイデアとよばれたので、あるが， トマス以後になると， 単に神

のみならず， 人間や天使知性における認識原理としての形相までも， イデア

(Id田→Idee)とよばれるようになる。 つまり広く一般的に観念・概念・ アイ

デアの意味になる。 この聞の推移は， 興味ある!荏史的研究の課題であろう。

4. イデアは更に， トマスにおいては， 第三の限定をうけている。 すな

わちそれは， 事物の範型一般をさすのではなく， また， 事物の認識原理一

般をさすのでもなく， 特に「神においてあるところの」事物の範型であ り

認識原理なのである。 イデアをこのように， 特に神についての み い うの

は， アウグスチヌス以来の， キリス ト教的 イデア論の伝統である。 このか

ぎ りにおいて イデアは， 1"神のうちに存在するところの， 諸事物の 形相」
(6) 

for mae reru m in Deo ex iste n tes と定義される。

すべて制作者は， 自己の精神のうちに存する形相にもとづいて外界に物

を造 り出す。 造 り出された物の形相は， 制作者の精神のうちに存する形相

の類似である。 ところで神は， 万有の創造主として， 万有に対してその制

作者たる地位にあ り， 従って神のうちには， 万有がそれにかた どって造ら
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れる形相が， ことごとく先在している。 このように， 神の柏村1のうちに先

イヂアとよばれる。在する万有の範型としての形相が，

この範型因としての形相は， 同時にまた， 神がそれによって万有を認識

するところの， 認識原理としての イデアでもある。 けだし， 制作者は， 自

己のうちに先在する形相にもとづいて事物を造るとともに， またその同じ

形相によって， 造らるべき事物を， それが現実に造 り出される以前に， い

わばその原因としての範型において認識している。 ゆえに制作者の有する

形相は， 彼が造 り出す物に関するかぎ り， その範型であるとともにまたそ

の認識原理でもある。 しかるに神は， 万有の創造主であるから， 神のうち

に存する諸事物の形相， すなわちイデアは， 神にとって， 万物の創出原fil\

pr in cip ium fa cti vum であるとともに， また万物の認識I府県 prin ci pi um 

(8) 
cogn ωcen di でもなければならない。

5. トマスの イデア諭について注意すべき第四の点、は， 彼においては範

型としての イデアの方が認識根拠としての イデアよ りも重要な意義を有す

る， ということである。 これは本来， キリス ト教に イヂア諭の採附された

のが， 神の創造のはたらきを説明するためであったという歴史的事情によ

るものと考えられる。 ー一一けだし， イテずア論は プラトンに端を発するが，

アリス トテレスによって仮借ない批判をう けた。 しかしキリスト教の教父

たちはこれを彼らの神学のうちにと りいれた。 そのさい彼らは， それを神

が万物を創造する創造の根源と解釈することによって イデアを神の精神の

うちに措定した。 ところでアリス トテレスを継承しつつしかも教父の立場

をも同時に継承しようとするトマスは， イデア論に対してきわめて慎重な

態度をとっている。 すなわち彼は， アリス トテレスとともに， 或る意味で

イデア論を否定しつつ， しかも他面， 教父たちとともにそれを肯定するの

である。 このように， 同ーの イデアが， 否定されつつ肯定されるために
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また， いかjょは， いかなる意味において イデアは否定されるのであるか，

る意味においてそれは肯定されるのであるかが明確にされなければならな

し、。

トマスではなぜアリス トテレスはイデアを否定したのであろうか。6. 

アリストテレスが否定したのは， 感覚界からはなれて独立に存によれば，

在するイデア ideae per se existe n tesであった。 かかるイデアの措定が無

アリストテレスは『形而上学」第一巻第九章iこ， いく

トマスは全く

意味であることを，

っかの論拠をあげて説明している。 その『注解』において，

アリストテレスに忠実にこれを解説している。 一一ーのみならず， かかるイ

デアのfii定は， キリスト教の教えにも反するのである。 なぜならば， かか

るイデアの的定は， 神のほかに神からj虫、主に存在するごとき創造原理をみ

とめることであり， その結果， 神の全能性が否定されることとなるからで

ある。 それゆえトマスがアリストデレスとともに否定するのは， I独 立が]
(11) 

な存在を有するイデア」にほかならない。

しカ〉しなカ2ら， イデアを全面的に否定しさることではない。 自これは，

然の世界全体を， 神によって造られた世界とみるトマスにとっては， 世界

創造の原用としてのイデアが再びかえりみられなければ な ら な い。 その

際， 創造主としての神と， 創造原埋としてのイデアとの関係が問題となる

が， イデアは神のそとに独立的存在を有するものではなく， 却って神の精

神のうちに存する神の思惟内容であるとして， その存在の場所を神の精神

のうちに措定されることによって， 神とイデアとの対立の問題 は 解消す

-
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る。 これは教父たちが， すでにおこなったイデア論の解釈であり，

うに， いわばキリスト教的に変容されたイデア論に，

すなわちトマスは， 神の精神のうちに存在するごときイデアをば， 教父た
* 

ちとともに肯定するのである。

神の精神のうちにイデアを措乏したのはアウグスチヌ スで ある。 もちろ

ん， かかる思惣の系譜はアウグスチヌス以前にさかのぼるものであり， イデ

キ
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ア論がかかるかたちをとるにいたるまでには歴史的には俊雑な・担↑古がその内

に介在することであろうが， 少くとも"、いうることは， 中世の神学者たちが

イデアについて必るどき， かれらがし、つもよりどころとした源泉の一つはア

ウグスチヌスであったということである。(もう一つの主要j原泉としてDION

YSIUSがある〉。 しかしながらアウグスチヌスは， I神の精神のうちにイデ

アが存症オる」というだけで， それがいかにしてであるかの根拠づけをあた

えていない。 さしあたりの問題となるのは， 神の本質とイデアとの関係， お

よび， イデアの多数性と神の単一性との関係である。 トマスはこれらの問題

について前納に論じ， その根拠づけをおこなっている。 私は別の論文「神の

硯存と認識一一一アウグスチヌスとトマスにおける一一J (哲学研究， 477号所

長oにおL、て， この問題にふれたから， ここでは省略する。

7. 以上のように， トマスの イデア諭は， キリスト教の創造論と密接に

関連するものであり， 創造論のための イデア論といってもよい ほ ど で あ

る。 トマスにおいて， 範型としてのイデアが， 認識原理としての イデアよ

りもよ・り重要な意義を有するのもこのゆえである。 そして認識原理として

のイデアは， 範型としての イデアとの関連において， いわば副次的にとり

あっかわれている。

トマスにおけるイデアの， 範型的な性格と認識原浬としての1生格との関

係は， イデアの実践知性ならびに居、弁知性との関連につい て 論じた『真
(13) 

理論』の或る項において， 十分に理解することができる。 そこにはまず，

イデアはただ実践知性にのみかかわると主張するいくつかの異論があげら

れているが，}了その主なる論拠は， イデアが神における創造原理であること

である。 すなわち， 創造は事物を造る神のはたらきであるから， かかるは

たらきに秩序づけられたイデアは， はたらきを目的とする知性， すなわち
(4) 

尖践知性に属するものでなければならぬとそれらの異論は主張する。

これに対してトマスは， まず実践認識と思弁認識とを区分する。 実践認

識とは， 何らかのはたらき operatio を目的とする認識であり， 居、弁認識
とは， 純粋に認識することそれ自体を目的とする認識である。 ところで，

神は四つの認識の仕方を有している。 第一 に， 神はその認識にもとづいて
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事物を時間的陛界に造り出す。 かかる認識は， 創造というはたらきに秩序

づ けられているから， í現実に実践的な認識J c唱nitio p ractica acωであ

る。 第二に， 神は現実には造らないが， 造られうるものを認識する。 これ

は「能力態的に実践的な認識J c噌litio p ractica habitu vel virtu teであ

る。 第三に， 神は万物をあらゆる仕方で認識する ことができるから， 人間

知性が存在的にーなるものな抽象したり分離したりしτ認識する， ちょう

どそれと同じ仕方で類や種を認識する。 第四に， 神は， 神によって造られ

たものでない， 善の欠知としての悪をも認識する。 この第三， 第四の認識

は， 創造に何らかかわりのないものであるから， それらは神における純粋
(15) 

に思弁的な認識である。

8. 神におけるこの四種の認識とイデアとの関係を考えてみよう。 イデ

アは， その本来の意味よりすれば， íそれにもとづいて事物が 形成されう

るもの_j secun dum qu am al iqu id f orm ari p otestである。 従って， それ

は， 本来的には， 実践認識にかかわる。 ゆえに， 神の四つの認識のうち，

イデアがその本来の意味において secun dum p rop riam n om in is rationem 

語られうるのは， 第一， および第二の， 創造に関する実践認識についての

みである。 しかし ， イゲアは， 広く 一般に， 事物の類似ないし ヲチオの意

味でも用いられる。 この意味では第三の ， 神の純粋 に思弁的な認識につい
(16) 

てもそのイテザアを措定することができる。 しかし第四の， 悪の認識に関し

て は， いかなる イデアも存しない (その朗 由については後述1 0を参照λ

これによっても知られるごとく， イデアは本来的には実践知性に属する

ものであって， ただその拡張された意味においてのみ， 忠、弁匁Wtにも属す

るとされる。 つまり， イデアが神のうちに措定されるのは， 第一義的に，

事物の創造原瑚としてであり， そこから副次的に， 事物の認識原珂zとして

tii定されるのである。
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田川副

9. トマスのイデア論が， 創造論によって規定されていると い う市ー実

は， トマスがいかなるもののイデアを考fえていたかを吟味するときに， い

っそう明らかとなる。 そしてこの点において， トマスのイデア論と， プラ

トンのイデア論との相違が， いっそう明瞭となる。

トマスは「真現論1において， 神のうちにいかなるもののイデアが存す

るかを論じている。 そこで問題となるのは， 以下の五つのもののイデアの

有無である。 すなわち (1)悪， (2) 第一質料， (3)非有， (4) 附帯性，

(5)個物。 一一 このうち(3)の非有のイデアは， この論文で主としてう考察し

ようとするものであるから， あとにまわして， さしあたり， (1)， (2)， (4)， 

(5)のイデアについて考察しよう。 それによって， トマスのイテブ論の特色

は， いっそうよく理解されるであろう。

10. まず， 神においては宏、のイデアは存するか。 悪とは善の欠如pri v

a tio boni である。 存在するものは存在するかぎり諮である。 従ってきミの

欠如たる悪は， かかるものたるかぎり存在しない。 存在しないものを神が

創造するわけはない。 それゆえ， 創造原理としてのイデアが忠についてあ

りょうはずもない。 だから悪の創造原fJ!\としての悪のイデアも 存 在 し な

い。 たとえイデアを広く解して， それを事物の認識原理ーととるにしても，

その意味でも悪のイデアなるものは存在しない。 なぜならイデアは形相で

ある。 しかるに悪は形相の欠如であり， 従って悪を認識すべき形相などと

いうものは存しないからである。 ゆえにイデアは， これを厳密に創造原理

ととるにしても， 広く認識原理ととるにしても， 悪のイデアなるものは存
(17) 

在しない。

1 1. 次に， 第一 質料のイデアは神のうちに存するか。 ←ー プラトンti''，)立

i易からイデア論を考えるひとびとにとっては， I 第一賃料のイデアJ i dea 

mater iae pr imae ということば自身， おそらく奇異なる感じをいだかせ
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られるにちがいない。 なぜなら質料は彼らにとってまさしくイテプに対立

する概念、だからである。 しかしトマスは 第一質料のイデアが あ る と い

う。 それはなぜであるか。 トマスにおいて， イデアとは， 何よりもまず，

創造の原理である。 創造されるものは， それゆえ， すべてイデアを神のう

ちに有する。 しかるに創造されるとは， 現実の世界にその存在を受けると

いうことである。 ゆえに， 現実に存在するものは， すべて神のうちにその

イデアを有しなければならない。 しかるに第一質料は現実に存在する。 ゆ

えにそれは神によって創造されたものであり， 従って神のうちにはそのイ

デアがなければならない。 ←一 これが， 第一賃料のイデアがあるとされる
(8) 

玉里由で、ある。

しか~しながら， 次の点を注意しなければならない。 第一員料は， 現実に

存在するとはいえ， それは決して第一質料として単独に存在するのではな

く， 必ず何らかの形相と結合して，Íl'fらかの形相における質料として存在

する。 ゆえに， 第一義的に存fr:するのは形相と質料との複合たる個拘であ

って， 質料はそれ自体においてではなく， むしろかかる個物において存在

する。 従って， 第一義的に創造されるのは俗|物であって， 第一質料は個物

の戸創造において創i立される。 それゆえ， イデアということを厳密に創造原

理と解するならば， 神のうちには， 形相やわiX:体から区別された第一員料

そのもののイテ.アが存するわけではなく， むしろ介)JJ:体たる個物のイデプ

のう‘らにその吏素としてふくまれている。 しかし， イデアを広く， 認識原

珂の意味に解するならば， この意味で、は神のうちに， 神がそれによって第

一質料を個物から分離して認識するところの， 第一質料のイ町デアが存在す
(20) 

るということができる。

12.. 次に， 附，�削�t accidentia のイデアは存在するか。 ←附帝ltE;こ二

種ある。 一つは実体たる基体に不口]分離的lこ結合している附帯性であり，

これは固有的附帯性で、ある。 一つは基体にいわば偶然的に外1"\11から附け加

わるごときド付帯性， つまり偶有的附帯性である。 イデアをその本米の意味
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で， すなわち事物創造の原理と解するならば， 神は固有的附有\;'Itをその本

体と不可分離的なものとして創造するのであるから， 本体からはなれた独

自の附帯性のイデアなるものは存しない。 それは， かかる附帯'1'tを自らの

う ちにふくむ基体としての存f王者のイデアのう ちにふくまれている。 これ

に対して第二の， 基体に外部から附加される偶有的附帯'I'\:は， 基体から独

立の存在を有するがゆえに， それはまた附帯性としての独自のイテアを神

のう ちに干Tしている。 一一一しかし， もしイデアということを， JEく�g�哉[京

理一般と解するならば， あらゆる附帯性は， 固有的附帯i'�ーであれ偶有11'.)附

帯性であれ， その基(本から分離して認識されうるも のゆえ， 神のうもに

は， その認識原理としてのイデアが存在しているということができるc

13. 最後にトマスは， 個物 sing ula ria のイデアが存在するかを， 問彊

とする。 この点において， プラトンのイデア論とトマスの イテブ論との相

違が， もっとも明瞭となる。 ブ。ラトンは，、7こだ穐 speciesの イデアのみを

措定して個物のイデアを措定しなかったが， トマスによれば， それには三

つの現出があった。 第ーに， プラトンによれば， イデアば賃料をつくる原

理ではJなくて， 事物の形相をつくる原理であった。 ぞれゆえ イヂアは， 仰

にあっては， 個物であるがぎりの個物に対応するものではなく， 形相を有

するかぎりにおける1間問1拘均に対応するものにすぎなかザつ〉たので、あるO 第二の

理由。 fデアを有するのは「それ自体として意図されるものJ per se 

inte ntaである。 しかるに自然の意図 intehtio naturae は， 主として樋を

保存することにある。 ゆえにプラトンは 自然によって怠同されるものと
本

しての， 種のイデア ideaspec ieiのみを措定tしたので、あった。

これに対してわれわれは， とトマスはいう 一一神は個物わ原因であり，

しかもその形相に関してのみならず， 質料に関してもまた個物の原因であ

る， と考える。 またわれわれは， すべての個物は神の摂珂によって定めら

れていると;考える。 それゆえ， われわれは， í困拘のイテアが仰のうちに存

するとしなければならない。
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* プラトYが{間物のイデアを措定しなかった理由 としてあげられた二つの理

由のうち， 第ーのものは容易に理解できる。 しかし第二の理由の理解は困難

である。 自然の意図intentio naturaeが種の保存にある というこ と と， プラ

トンが種のイデアのみを措定した というこ と とは， どのように関連するので

あろうか。 この二つのこ とを結びつけるためには， プラトンがイデアについ

て論ずる とき， 彼はそれによって， 自然の活動を説明するこ とを意図してい

た というこ とを前提しなければならないように思われるが， かかる前提は正

しいであろうか。 それ とも何か男IJに解釈のしょうがあるのであろうか。 私は

いまの ところ， これを疑問のままに保留したい とおもう。

14. トマスの結論はきわめて簡潔であって， 個物のイデアが神のうちに

どのような仕方で存するかについての具体的な説明を欠いている。 しかし

われわれは， トマスにおいてイデアが 何よりもまず事物創造の原理とし

て措定されている ことを考えるとき， 彼によって個物のイデアが措定され

ねばならず， 否， まさしく， 個物こそは第一義的にイデアを有すべきもの

たる ことを理解する ことができる。 なぜならば， 神が創造するとは， 事物

に存在をあたえる ことであるが， 第一義的に「存在するJ esse といわれる

のは「自存するJ s u bs iste re ものであり， 自存するものはまた個物にほか

ならないからである。 そして， われわれがそ こに住む この時間的世界にお

いて， I 自存する個物」とは， 質料と形相とからの複合としての個物 で あ
\23) 

る。 かかる個物 こそは， 神によって第一義的に創造されるのである。 だか

ら， かかる個物の創造原理としてのイデアは， 個物のイデアでなければな

らぬ。 すなわち， 神のうちに存するのは， I人間一般」のイデアではなく

て， たとえば， Iソグラテス」という個人， rプラ トン」という個人のイデ

アでなければならぬ。 種や類， 基体や附帯性， 形相や質料のイデアは， イ

テブが創造原理と解されるかぎり， 神のうちに個物のイヂアから独立に存
(U} 

在するのではなく， むしろ個物のイデアにおいて存在するのである。

IV 

15. 次にわれわれは， 主題としての， I非有のイデア」について考 察 し
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ょう。 私はここに， I非有J no n e ntia という語を用いたが， 11真.Hj1�命Jに

おいては， I非有」という語は用いられず， I存在せず， 存在しないであろ

うし， また存在しなかったものJ e a  quae nec sunt， nec e runt， nec fue runt 

となっている。 そして[存在せず， 存在しないであろうし， また存在しな

かったもの」のイデアが神のうちに存するか否かが問題とされているのであ

る。 かかるものを， 私はここでr jド有」となづけた が， それは二つのl�!白か

らである。すなわち，一つには， 標題を簡単にするためである。 しかし(存

在せず， 存在しないであろうし， また存在しなかったもの」 をI非有」とい

う名でよぶのは私の勝手ではない。 トマス自身， かかるものを他の筒所で
(26) 

は「非{J"Jとよんでいるのである。 し かし， トマスは単にかかるものだけ

を「非有」とよぶわけではない。 トマスは若干のことなるものをこの「非

有!という名のもとによんでいると思われる。 ここからして， 私 が特に

[非有」の イテ、アとよんだ第二の理由がでてくる。 すなわち， 他の意味で

「非有」とよばれるものとの比較をこころみることによって， ここにいわ

ゆる「存在せず， 存在しないであろうし， また存在もしなかったもの」の

性格を， より厳密につきとめるためである。

16. I存在せず， 存在しないで、あろうし， また存在しなかったもの」の

イデブは存するか。 一一この間いにトマスは次のように答えている。 固有

な意味でのイデアとは， 実践認識にかかわるものであるが， この場合の実

践認識とは， 単に現実的実践認識のみならず， 能力態的な実践認識をもふ

くんでいる。 そこで神は， 現実に創造するところの事物のイデアを有する

のみならず， 現実に創造しなくとも， 創造しうるところの事物のイデアを

も有している。 そして， この「創造しうる」事物のイデアこそは， I存在

もせず， 存在しないであろうし， 存在もしなかったもの」のイテブにほか

ならないのである。 それはいかにしてであるか。

神が現実に創造するとは， 神が事物に現実存在をあたえることである。

事物に現実存在をあたえるとは， 事:物を時間的世界に存在せしめることで
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ある。 時間は過去， 現在， 未来に分たれる。 ゆえに， 神が現実に創造する

事物は， 過去に存在したか， 現在に存在するか， 或いは未来に存在するで

あろうか， でなければならぬ。 このように過去， 現在， 未来の別はあるに

しても， ともかく時間的世界にいつか存在を有するものは， 神によって現

実的に創造されるものであり， 神はかかる事物の現実的実践認識の原理た

るイデアを千干している。

ところが神は， 単に， 現実的に創造する事物のイデアを有ーするのみなら

ず， 更にまた， 創造しうる事物のイデアを11している。 それも， 単に， 現

在において「創造しうるJだけであって， 未来のいつか或るときには現実

に「創造する」であろう， というのではなく， 未来永封に， ただ「創造し

うる」 というにとどまって， 現実にはjたして創造することのないような，

そういう事物のイデアをもまた有している。 かかるイデアの認識は， 能力
(28) 

態的な実践認識 c o g nitio prac tic a h abit uである。

17. 創造しうるが， 未来永劫にわたって神が決して現実に創造すること

のない事物とは， すなわち， 事物それ白体についていうならば， 存在を神

からあたえられうるが， しかし現実には決して存在をあたえられることの

ないものであり， 従ってそれは， この時間の世界に， いつか存在する可能

性を有しながら， しかもその可能性を決して実現することのないものであ

る。 すなわちそれは， 過去において存在したこともないし， 現在において

存在しないし， また未来において存在しないであろうものである。 しかも

それはやはり， あくまでも「存在しうるもの」として， 神の能力のうちに

存している。

以とのように考察するならば， ここにいわゆる「存在しないし， 存在し

ないであろうし， 存在もしなかったもの」としての「非有」は， きわめて

独自な性格を有するところの 「非有」であると考えられる。 この「非有」

の独自性は， これを他に「非有」 とよばれる告干のものと比較してみると

き， いっそう明らかとなるであろう。



トマスにおける「非有」のイテ・アについて ーIl<、 vc-ritat(' q.3， <:\.6.- 45 

V 

18. トマスにおいて「非有J no n e ns  I非存在者J no n e xist e ns  r無J nihil 

などとい う語は， 若干のことなる意味で使用されている。 これらの意味を

吟味しつつ， それらと「存千五しないし， 存在しないであろうし， また存在

しなかったものjとしての「計二fj"Jとを比較してみよ う。

19. 第一に， トマスが「無J nihilとい うのは， 全く完全に， いかなる

意味においても「ない」ものである。 それは全有to tum esse の否定であ

る。 神は万物を無から創造する c r e are e x  nihilo とい うことは， だから，

神は万物を何ものからも創泣しない， とい うことであり， それはつまり，

神は万物にそれぞれの全存在をあたえる， とい うことの， )ι礼的表現にほ

かならぬ。 神から存在を受けることなしには， 従って， 被造物は完全に無
(30) 

に帰せしめられる in nihilum re digiturのである。

ところで， I存在しないし， 存在しないであろ うし， また存1Eしなか〔

たもの」としての「非有lは， かかる意味でのニヒルではない。 なぜなら

それは， 存在しなくても， 存在し うるものとしての一種の存在性を， 神に

おいて有しているからである0

20. 悪もまた「非有」といわれる。 悪とは善の欠如である。 存{Eするも

のは， 存在するかぎり善である。 これに対し悪は， 悪であるかぎり， 存在

の欠如であり， 従ってそれは， 存在しないもの， つまりI�ド有」である。

「存在しないし， 存在しないであろ うし， また存在しなかぺたもの]とし

ての非有は 悪が非有といわれるような意味で非有であるのではない。 存

在の欠如としての悪は， 何ら積極的な存在を有せず， 従って豆、のイデアは

在存しなかったのであるが(10参照)， I存在しないし， 存在しないであろ

うし， 存在しなかったもの」はこれにひきかえ， 存在し うるものとしての

何らかの積極的な存在性を有し， 従って神は， かかるもののイデアを有し

ている。
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2 1. 第一質料もまた「非有」といわれることがある。 もっともこれは，

トマス自身の用法ではなく， トマスの説によれば， プラトン派のひとびと

の用法であった。 すなわち彼らは， 現実態と可能態との区別を知らなかっ

たために， 可能有としての第一質料と， 有の欠如 pr ivatio e ntisとの区別
(33) 

をつけることができず， 第一質料をもって「非有」となしたのであった。

しかしながら 第一質料としての[非有」と， ここにいわゆる[存在しない

し， 存在しないであろうし， また存在しなかったもの」としての「非有」

が同一でないことも明らかである。 なぜなら ば， 第一質料は， それ自体は

純粋な可能態であるにしても， 形相と結fTすることによって， 形相におい

て現実存在する( 1 1参照〉。 これに対しl存在しないし， 存在しないであ

ろうし， 存在しなかったもの」は， いかなる仕方においても現実存在する

ことカユなく， もっliら可tE白守なるもの po ssib iliaにとどまるカ〉らである。

22. 通常の存在おの存在仕方をこえた存在者たる神が[非存在者J no n 

e x istensとよばれることがある。 ただしこれは， トマス自身の用法ではな
(34) 

くて， デイオニシウスの用語のトマスによる両手釈である。

かかる意味での[非存在者」が「存在しないし， 存在しない で あ ろ う

し， また存在しなかったもの」としての「非有」とことなることは明らか

である。 もっとも， かかるもののイデアは神においてあり， 神における イ

デアは， 神の本質にほかならぬ， という見地よりすれば， 両者は同じく神

である点において合致するともいえJこう。 しかし， 概念的には， 両者は全

くことなる。

23 現実に存在しないもの回 quae in actu no n sunt が「非有」とい

われる。 そのなかには， 過去には存在したがいまは存在しないもの， いま

は存在しないが， 未来に存在するであろうもの， がふくまれている。

「存在しないし， 存在しないであろうし， また存在しなかったもの」とし

ての「非有」 は， 1"過去において存在した， しかし， いまは存在しないJ

とか， 1"いまは存在しない， しかし未来において存在するであろう」 とか



トマスにおける「非有」のイテ.アについて De veritate q.3， a.6 47 

い う意味で「非有」とよばれるものともことなる。 なぜ、なら， これらのも

のが存在しないのは， 現在において現実存在しない， とい うことにほかな

らず， それにしても， 過去あるいは未来のいつかに， 1"現実に 存在するJ

といわれた， あるいは， いわれるであろ う時をもつのであるが， これに対

して， 1"存在せず， 存在しないであろ うし， ま た 存 在 しなかったもの」

は， いかなる時においても現実存在することがないからである。

24. 1"現実に存在しないもの」とよばれる「非有」 には， も う一つの類

が属している。 すなわちそれは， 単に[現実に存在しない」のみならず，

「過去にも存在しなかったIし， また「未来にも存在しないであ ろ うJも

の， つまり， 時間的世界との現実的交渉を全然有することなく， 永遠に純

粋な可能性にと どまるものである。 いまわれわれが問題にしているのは，

かかる意味での「非有]にほかならない。 かかる非有は， 絶対に時間の世

界に実現されることがないかぎり， 無すなわちニヒル に似ているが， その

ことなる点は， ニヒルが全くない pe nit us non est のに対し， かかる非有

は「現実にはないがあり うるもの」として或る種の存在性を有しているこ

とである。 そしてこの存在性は， 現実の時間的世界にではなく， 神の うち

に措定される。 そのかぎりそれは， 可能態として現実に存在するところの

いわゆる可能的存在 e nsin po te ntia と必ずしも同じではな いのであ

る。

VI 

25. われわれは， これまで， 1"存在せず， 存在しないであろ うし， また

存在しなかったもの」としての「非有」を， トマスにおいて他の 意 味で

「非有」とよばれている若干の概念と比較しながら考察してきたのである

が， その結果として知りえたことは， これがまことに奇妙な「非有Jだと

い うことであった。 われわれは， 完全な ニヒルが「非有」とよばれる意味

を了解することができる。 無は有の否定なるゆえ， それが「非有」という
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名でよばれるのはふさわしいであろう。 また， 可能態におい て あ る 有

e ns in pote ntia を， 一般に「非有」とよぶ ことをも容認する ことができ

る。 現実に存在するものを「有」とよぶかぎり， 有の「現実性」の否定た

る「可能態における有」は「非有」とよばれるのであろう。 また神が[非

有」とよばれる ことも容認する ことができる。 ま ことに， 通常の意味での

あらゆる「有」を超越した神は， r非有」としか名づけられないかも知れ

ない。 一一一従ってわれわれは， これらのものが「非有」とよばれるわけを

なっとくできるのであって， それは， これらのものが何らかの意味ですべ

て現実的有と関連しつつ， しかも何らかの意味でそれと区別されるからに

ほかならない。 だから これらのものは， いささか逆説的な表現を用いるな

らば， いわば「非有」としての存在理由を有しているのである。

しかるに これに反して， r存在しないし， 存在しないであろうし， また

存在しなかったもの」は， いかなる「非有」としての存在理由をもつので

あろうか。 しかもそれは無でなく， また通常の意味での「可能態における

有」でもない， しかし「存在しないし， 存在しないであろうし， 存在しな

かったもの」は， われわれの現実存在とは没交渉であって， 要するにニヒ

ルと何ら ことなると ころがないのではなかろうか。 なぜかかるものを， ニ

ヒルとは別箇に特別の「非有」の領域として， トマスは措定しなければな

らなかったのであろうか。

26. しかも， われわれにとって， 一見すると ころ， ほとんどナンセンス

とさえ考えられる この「存在せず， 存在しないであろうし， 存在しなかっ

たもの」について， トマスはしばしば， しかも初期の著作から後期の著作

にいたるまでくりかえし， 言及している。 特に彼は， 神の知 scie ntia De i 

について論ずるさいには， r非有」に関する神の知を， 重要な項目として
(38) 

必ず提起しているのである。 もっとも， r非有」の イテ守アについて直接に

論ぜられるのは， いまわれわれが問題としている『真理論」の一項だけに

すぎないのであるが一。 これに対してトマスは， ニヒルのイデアなどとい
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うものについては， どこにおいても決し て言及していない。 とすれば，

「存在せず， 存在しないであろう し， 存在しなかったもの」は， トマスに

おいて， ニヒルとは区別された， 何らかの重要な意味をもっていたにちが

いない。 そこでわれわれにとって， この論文の目的とする最後の問いを提

起すべきときがきた。 そもそもトマスにおいて， かかるもののイデアが，

なぜ措定されねばならなかったのであるか。

27. I存在せず， 存在しないであろう し， 存在しなかったもの」のイデ

アが措定されたのは， 神のう ちに二つの実践認識が区別されたことにもと

づくものであった。 すなわち現実的実践認識 と能力態的実践認識とであ

る。 神が自分自身のう ちに事物のイデアを見， それにもとづいて現実に創

造のはたらきをおこなう ならば， この場合のイデア認識は現実的実践認識

である。 そしてこの認識の結果として， 現実の世界には， そのイデアに対

応する事物がいつか現実存在するのである。 ゆえに， 現実的実践認識に対

応するのは， I存在するか， 存在するであろう か， 存在したもの」 のイデ

アである。 これに対して， 能力態的実践認識においては， 神はやはり創造

さるべき事物のイデアを見るのであるが， しかし神は創造能力を現実に行

使せず， したがって， 神に お け る 事 物 のイデアは， r存在する， 存在し

た， 存在するであろう もの」となって現実の 世 界 に あらわれる， つまり

exister eすることがない。 だから， 能力態的実践認識に対応するものは，

i存在しないし， 存在しないであろう し， また存在しなかったもの」 のイ
(39) 

デアなのである。

28. このよう にみてくるならば， なぜかかるもののイデアが措定されね

ばならなかったか， という 聞いは， なぜトマスにおいて， 現実的実践認識

f噌 nitio pr actica act u のほかに， 能力態的実践認識co g nitio pr actica 

h abit uなるものが措定されねばならなかったか， という 問いに帰着する

とおもわれる。 では， これはなぜであったのだろう か。

三の問いに対しては， かかる認識を措定しない場合におこりう る結末を
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:考察することによって， 却って明瞭に答えられうるであろう。

もし神のうちに， 能力態的実践認識というものは存在しないと仮定しよ

う。 するとその場合， 神のうちに存するのは， tこだ現実的実践認識だけで

ある。 とれはそもそも何を意味するか。 もしも神のうちに存するのがただ

現実的実践認識だけであるとしたならば， 神の認識はことごとく現実的な

創造のはたらきとして実現されることになる。 すなわち， 神の思惟するこ

とはことごとく時間的世界のうちに何らかの事実のかたちをとって実現さ

れることになる。

「神が考えた。 ゆえに事物は存在した 。」一一この命題は正しい。 なぜな

ら， 事物が存在するために， 事物はまずそのイデアとして神の精神のうち

に存在しなければならないが， イデアとして神の精神のうちに存在すると

は， つまり， 神によって思惟されることにほかならないからである。 しか

し， もし神の実践認識はすべて現実的で、あるとすれば， 上記の命題は更に

一歩をすすめて， 次のように表現されなければならないことになる。 「神

が芳えたことは， ことごとく 事物として現実 存 在 す る。」←一この命題

は， しかし， もはや前の命題のごとき正しさをもたない。 なぜならば， こ

れは神の自由なる創造を否定するからである。

29. 自由なる創造とは何か。 それは， いくつかの可能性のなかから一つ

をえらびとり， それを現実化することである。 そこに創造の主体の自主性

も存する。 もしも制作者のうちに生ずるイデアが， ととごとく具体的な制

作品となって現実化されなければならぬものであるならば， {皮はただ， 内

なるイデアを外なる作品に転換する， ないし変形する， ー箇の機械たるに

すぎないこととなるであろう。 そして彼は制作機械であって， 創作者では

ないととになるであろう。 創作者たるの資格は， 多くの可能性のなかから

一つをえらびとる， そしてその選択を彼みずからの決断においてなす， と

いう点に存する。 そして創作の神秘は創作者のこの決断のうちに存する。

同じことは， すぐれた意味で， 神についていうことができる。 千申が世界
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における諸事物の創造主であるならば， この創造は神の自由な選択にもと

づくものでなければならない。 選択は多くの可能性を前提する。 すなわち

神は， 多くの「造られるもの」のなかから一つをえらび， それ を 現 実 に

「造る」のである。 ゆえに， 神の創造の行為が， 神の自由の行為であるた

めには， 神のうちには， 多くの「造られうるが現実には決して造られるこ

とのないもの」が「可能的なるものJ possibil ia として存在しなければな

らないのであって， それこそはつまり， í存在しないし， 存在しなかった

し， 存在しないであろうもの」にほかならない。 もしも， かかる「可能的

なるものJが神のうちに存在せず， 神の思惟するものはことごとく時間的

世界に現実化されるのであるとしたならば， 時間的世界は神の内的世界の

流出e manatio であり， 時間的世界は完全に神の内的世界を表現するとい

われうることになろう。 事実そのように考えた哲学者もあった。 しかし，

神の創造の自由性をみとめるかぎり， われわれはそのような説たとること

ができない。 もちろん， 時間的世界はすべて神のうちにイデア的根拠を訂

する以上， 時間的世界は何らかの程度において神の内的世界を表現する，

とはいえる。 しかしそれは決して完全にではない。 時間的世界において，

或る事物が「あり」かつ「かくある」ことには， それぞれそれだけの理由

があり， その理由は究極的には神のうちなるイデアにその根拠をもっ。 し

かし， その物事は別様でもあり「えた」のに現実にはかく「あり」別様で

「ない」一一ーその理由は何か， と問われるならば， その理由をわれわれは

答えることができない。 歴史家はそれを歴史の不合理性に帰す る で あ ろ

う。 しかしそれは， トマスの立場からいえば， 多くの「ありうるもの」の

なかから一つをえらび， それを現実に「あら」しめる神の意志の， はかり

知れぬ深さのうちに， 根拠を有するとされるであろう。 われわれは神の意

志のえらびの理由そのものにまで立ち入ることはできず， ただその善性を

信ずることができるのみである。

以上のごとく考えて くるならば， r存在せず， 存在しないであろうし，
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また存ましなかったものJについてのイデアの措定は，決して無意味な思

弁ではなくて， 却ってトマスの形而上学の体系において， 一つの重大な役

割を演じている ことが知られる。
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