トマス哲学における
神の把握不可能性(incomprehensibilitas)について

山

序
トマスは， 人間が神を「把握する

本

芳

久

問題意識

( corn pr eh ender e) Jことができないということ

を， 二つ の異なった文脈て、語り分けている.
即ち， まず第一に， Iこ の世

( vi a) Jにおける人間 の神認識 の可能性に対して， は

っきりとした限界を 確定する際に， 神 の把握不可能性ということを語る. 即ち， 人聞
はこ の世においては， 神 の本質を見ることは 決してできない のであり， こ のような事
態こそ， 人聞が神を「把握する」ことができないと言われること の一つ の意味に他な
らない. こ の場合 の「把握」は， I追求 Jに対立するも のとして1)， 欄む

t( ener e) こ

と， 即ち， 既に現前した形で、持たれている何らか のも の の掴み のことを意味するへ
そして天使やキリス トや救済された人間など の「至福者jは， こ の意味において「把
握者

( corn pr ehensor)Jと言われる のであり， それに対して， 現世を歩む[旅する者

( vi at or) Jとして の人聞は， 常に追求者として歩まなければならなし、九それ故， こ
の意味 の「把握」は， I希望」 の対概念として語られる のであり， I把握Jが可能にな
っている場合には「希望」という不完全な在り方は存在しないへ
他方， トマスは， 天国における至福直観においては， 神 の本質が見られるという意
味で神が抱握されることをはっきりと肯定している. だが， それは， 神が人聞によっ
て完全に認識し尽くされるということを意味する のではない. そして， こ のような意
味においては， 神は至福者によっても把握されることができない. これが神 の把握不
可能性 の第二 の意味に他ならない. こ の場合 の「把握」は， も のが認識可能である，
そ の限りを尽くして認識されると の意味である九そして. こ のような意味におし、て
は， 神を完全に把握する のは神自身 以外にはないとされる.
本発表 の意図するところは， こ のような形でトマス の諮っている神 の把握不可能性
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の二通り の意味 の関係を明らかにすることを通して， 神 の把握不可能性という観点が
トマスにおける神認識において果たしていた積極的な役割を明らかにすることである.
そ の際， 特に， 神
r 学大全J第 一部第十二問題を中心に論究を進めていきたいと思う.

第l章

カール・ ラーナーの解釈への批判

ところで， こ の問題に関しては， カール・ ラーナー の「トマス ・アクイナスにおけ
る神 の把握不可能性についてJ )6 と題する先行研究が存在している. そ の論文 の中で
ラーナーは結論的に次 のように主張している.
「直視における神 の把握不可能性ということは， 被造的な知識 の有限性 の徴しと
して， そ の到達する限界 のようなも のとして のみ理解されてはならない. むしろ
それはまさに被造的知識が到達したいも のな のである.J 7)
そして， ラーナーは， 把握不可能性 の二つ の意味を場合分けすることなしに， 認
r
識し尽くすjという意味 のみでこ の言葉を解釈し， 至福直観において， 神 の把握不可
能性が把握不可能性として顕わになると共に， 希望も希望として のそ の真 の姿を現わ
すと の立場から次 のように述べている.
「人間本性 の成就は， 有限な主体が， 真理であり愛であるところ の神 の把握不可
能性(U nbegrei fli chk eit ) と包摂不可能性( U nu mgr ei fli chk ei t) の中へと自己
放 棄 す る こ と で あ る. r希 望Jと い う 言 葉 の う ち に は， 神 の操 作 不 可 能 性
( U nverfü gb ark eit ) へ のこ の 一つ の統 一的な自己放棄が合意されている
希望がまさにそ の姿を現わす のは， 操作可能なも のが 決定的に超越された地点，
llPち 永遠 の生 の 決定性においてな のである.J 8)
そして， こ のような観点から， キリスト教 の本質を次 のように規定する.
「こうなると， キリスト教はどれほど 単 純なも のとなるであろうか. llPち ， それ
は， 把握不可能な神へと， 委ねる愛において自らを明け渡そうとする心構えであ
り， また， こ のことをせずに， 理解可能なことにしがみついて罪を犯している の
ではないか， という怖れである.J 9)
キリス ト教 の本質に対するこ のような理解は， 決して誤りとは言えない だろう. だ
が， トマス理解としては， 単 純化 の誘りを免れることはできない. という のも， トマ
スは， 担
I
握すること のできないj神へと聞かれた人間精神 の力動性を閉ざす可能性
として， ラーナー の指摘している「理解可能なも のにしがみつく」とし寸可能性すな

90

中世思想研究41号

わち有限的な被造物を絶対化するとし、う可能性 のみではなく， 把握すること のできな
い神 の把握できなさに絶望するとし、う可能性をも次 のような形で指摘している.
希
「 望 の対象は， 困難ではあるが一一自ら， あるいは他者を通じて一一到達可能
な善である. それゆえに， 或る人において至福到達へ の希望が失われることは二
つ の仕方で可能である. そ の 一つは至福を困難な善と見なさないがゆえにであれ
もう一つはそれが自ら， あるいは他者を通じて到達可能であると見なさないがゆ
えにである.J10)
そして， あらゆる意味で、 の探求 の失敗や迂路にさらされざるを得ない神探求におい
て， 我々に必要な「希望」とは， 神 の「把握不可能性Jに対する希望ではありえず，
神 の何らか の意味で の把握可能性へ の希望で、あらざるを得ない のであり， トマスは，
「把握」 の意味 の場合分けを通して， 神 の「把握者jである「至福者」 の姿を明らか
にし， そ のような希望を 確実なも のとすることに成功している.
即ち， I把握」 のトマス的な場合分けに 即して言うならば， ラーナーは， 把握者に
おける神 の把握不可能性ということを非常に強調してそ の積極的な意味を汲み 取ろう
としている. それに対して， トマスは， 把握不可能性 の只中でも人聞は神と何らか の
仕方で結び付くことができる の だという「掴む(tener e) Jという意味で の compr e
hensi o の方向をより強調している のであり11)， 理解し尽くすことができないという意
味で の把握不可能性は， あくまでもそ の副産物として位置付けていたに過ぎない ので
はないかと思われる のである. そ のような観点から， 以下において， ト7スにおける
神 の把握不可能性 の意味について探求していきたいと思う.

第2章

自然的理性による神認識の限界

トマスは， 人聞が神 の本質をこ の世で見ることができないこと
ることができないこと

即ち神を把握す

の理 由を次 のように説明する. 即ち， 認識されるも のは認

識者 の内に， 認識者 の在り方に従って存在する のであるが， 神は認識者である被造的
知性 の在り方を無限に超え出ていて対比を絶しているlへ「被造的実体 の(有限的な)
様態に基づいたど のような認識も， あらゆる被造的実体を無限に超越している神 の本
質を観ることまでには及び得なし、j川 のである. 人間 の自然本性的な認識は， 感覚に
そ の端緒を 取る のであり， 可感的被造物によって導かれるところまでしか及び得ない
故に， 神 の全能力を認識することまで導かれることはできず， それゆえ本質を観るこ
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ともできない のである.
そもそも， 認識するということは， 認識されるも のが何らか の仕方で認識するも の
の内に存在することによって実現する. それ故， 認識するという行 為 の卓越性は， 認
識者が， 自己に自然本性的に 備わっている形相 以外 の他 の事物 の形相をも所有しうる
というところにある. しかも， 認識されたも のは， 他 の所有物 のような失われうる仕
方で所有される のではなく， 認識者 の存在に刻まれるような形で所有される凶. J.!�ち，
感覚を通し て 人 間 知 性 は 他 の 事 物 の 類 似 性

( si mi lit u do ) で あ る と こ ろ の 形 象

( speci es) によっていわば刻み付けられる. 知性は事物 の類似性を自ら の内に引き
入れ， 自己を現実化する. これは， 他者を自己に同化することによって自己を豊
かに
してし、く態度である. 知性は， 非質料的であることによって， そ のような同化 の力を
持ちうる.
だが， 神は， I被造知牲によって表示され理解されうるすべて のも のを卓越した仕
方で自ら の内に包含している， 包み込むこと のできない何も のか J15) な のであるから，
ど のような被造 の形象によっても表現し尽くされることができない. 被造物は原因で
ある神を何らか の形で表現しているも の の， 神 の本質を表現するには不完全である.
それ故， 類似性を媒介にして神 の本質が見られることは不可能である. だから， 人間
知性は， 神を自らに同化するようなことは 決してできない. それ故， 我々は現世にお
いて神 の本質を見ることはできない. そして， 現世を歩む人聞に許されている神認識
は次 のように規定される.
「 我々は神について， 神 の被造物に対する関係， 即ち万物 の原因であるという関
係を認識するとともに， また被造物と神と の相違， J.!�ち神は神によって原因され
たも の のいずれでもないとと， またそれらが神から除かれる のは， 神 の欠陥によ
る のではなし かえって神がそれらを超越しているからであるということを認識
する.J 凶

第3章

神の把握可能性と把握不可能性

それでは， 神 の本質を直視すること 即ち神を把握すること， そしてまさにそ の把握
の只中における認識し尽くすとし、う意味における把握 の不可能性ということをトマス
はど のような形で考えている の だろうか. 本章においては， 第十二問題 の論述を辿る
ことによってそ のことを明らかにしてみたいと思う.
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まず第 一項においては， I�、かなる被造知性も神 の本質を見ることはできなし、」と
いう一部 の神学者 の見解が， 信仰にも理性にも反するという観点から否定され， 至福
者が神 の本質を直視することが肯定される. そして第二項から第五項までにおいて，
神 の 本 質 は 自 然 的 理 性 の 光 の み で 見 ら れ る こ と は で き ず， I恩 寵 の 光
grati ae) Jや「栄光 の光

( lu men

( lu men glori ae) Jによって知性が強められる必要があると

いうことが語られる. I被造知性は， 神がそ の恩寵によって御自身を被造知性に結合
して

( se i nt ellect ui cr eat o coni u ngit ) 被造知性によって認識されうるも のとしない

限り， 神を本質によって見ることはできなし、J17) のである. そして
彼ら〔至福者〕は， 神 の形 の者

( dei formes)， Jì即Hち神に似た者

こ
「
の光によって

旧D
( e凹o

s剖1m討i lesω ) とな

るJ18剖) とまでで、言われて「円神申刷化七�Jとも言うベき観点が導 入されるl川9剖)
更に， 第六項においては， I栄光 の光をより多く分有する知性ほど， より完全に神
を見るであろう」叫という形で至福者たち の階層秩序が示され， 神直視が極めて高度
の段階に及びうることが示される.
そしてまさにそ の直後に， 第七項

「神を本質によって見る者は神を把握するか」刊

において， 認識し尽くすとしづ意味で の把握 の可能性が完全に否定される. 即ち， 人
聞が神 の存在 の分有によって神 の形 の者となって至福になるとはL、っても， だからと
いって

「被造物が神 の本性を持つなどということはあり得ないJ22) のであれ 知性的

被造物 の自然本性 の完成とは 単なる自然本性を超えていくことではあるが， そ の頂点
においても， 自然本性が克服されて神になってしまう のではなし あくまでも被造物
として の完成 だということを強調するために， 第七項において神 の把握不可能性とい
うことが改めて強調されている23) そ の具体的な説明は 以下 の通りである.
「無限 の存在を有する神は， 無限に認識可能

( cog noscibi il s) である. だがいか

なる被造知性も， 神を無限に認識することはできない. そもそも被造知性は， 注
がれた栄光 の光 の大小に応じて， 神 の本質を， 大なり小なり の完全性をもって認
識する. しかしながら被造的栄光 の光は， し、かなる被造知性に受け 取られたも の
であっても， 無限ではありえなし、から， し、かなる被造知性といえども， 神を無限
に 認 識 することはできない. そ れ ゆ え 神 を 把 握 す る こ と は 不 可 能 な の で あ
る . J叫
上述 のことから明らかなように，

トマスは， 人間 の最終的な完全性である至福 の内

実を， 神が把握可能な のか把握不可能な のかとし、う狭義 の認識論的な問題設定 の枠組
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のみで考えてはいなかった. そして ラーナー の解釈に欠けていた のはまさにこ のよう
な視点である. 彼は次 のように述べている.
神
「
の把握不可能性 の問題において， トマスは繰り返し光 の形而上学を導入する.
・・しかし 私が思うには， 神 の把握不可能性に関するトマス の教えを理解するに
際しては， こ の光 の形而上学は実質的な損失なしに無視することができる

…・

我々はそれが意味するも のをもっとトマス的な存在論または存在論的神学におい
て表現すべく努める.J町
だが，むしろ問題は逆
な のではないか.

トマス の全体的な問題設定を ラーナーは逸

してしまっている のではないか. という のも， トマスは， 少なくともこ の第十二問題
においては， むしろ，

ラーナー の名付けるところ の

そ の一つ の派生的問題として

光
「
の形而上学J の展開において，

「神 の把握不可能性Jという問題を導入している のであ

る.
第十二問題が語っている のは， 神認識 の場合には人聞が対象である神を自ら の見 慣
れた親しみ のある世界 の中に位置づける のではなく， 人間 の方が徹底的な自己超越を
通して

「存在そ のも のJである神へと脱自していくということであり， そしてそ のよ

うなことが可能になる のは神 の側 の恩寵による受容に基づいているということであ
る2べ自ら の認識様態に人聞が最後まで束縛されつつもそ の認識が神に届かないわけ
ではないということが肯定されている のも， 神 の側 の受容ということが根拠になって
いる のである27)
しかも， そ の「受容」ということは

「恩寵jといった 特別な愛に基づく のみではな

し そもそも人聞が神を起源とした自然本性的存在を有し， 自然的理'性によって目的
としても神へと向けられているということ自体が， 神 の受容に基づいている . という
のも， トマスは， 自然 の領域があってそ の奥に恩寵 の領域があるといった二層構造で
考えている のではない. トマスにおける創造論的な世界理解においては， 自然的理性
による神認識と恩寵による神認識と の関係は， 時間的な前後関係や二層構造的な階層
的関係にあるも のとして考えられてはいない. という のも， そもそも知性的被造物が
そ の自然的能力を 備えて存在しているということ自体， 存在賦与という神 の愛に基づ
いている のであり， それはそれ自体. I恩寵Jという神学的概念で呼ばれていないに
しても， 恵みに他ならない だろうからである. ト7スは次 のように述べている.
「被造物に対する神 の愛にも相違 のあることが見て 取られる. 即ち， そ の一つは
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-…・共通的な愛

d
( i lecti o commu ni s) であり， こ の愛に基づいて諸々 の被造的

2 )
事物に自然本性的存在が与えられる.J 8

そして，
神
「 によって存在するも のは， それが存在するも のである限りにおいて， 全存在
の第 一 の普遍的根源である神に似ている.J制
それ故， I恩寵 の光jや

栄
「 光 の光jによる神 の側 の受容によって可能になる認識

は， 確かに人間 の自然本性を超えている のではあるが， 自然本牲に反するどころか，
むしろ， 自然本性自体に内在している究極的な可能性を初めて現実化するも のでもあ
D
る. という のも， I理性 の自然本性的光そ のも のが， 神の光 の一種 の分有である J3)
からである 31)
それ故， 被造知性が神 の本質を観ることを可能にする根拠として語られている神 の
恩
「
寵」というも のは， 被造知性を自らにとって本性的な認識様態へ の自閉から何ら
か の形で解放する働きとして， しかも， だからといって被造知性 の認識様態を排除す
る のではなくむしろそれをそ の認識様態に基づいて完成する働きとして， 語り出され
ている のである問. これは言い換えれば， 他者である神を親しい他者として受け 入れ
ながらしかも 私 の自分らしさが失われないどころか， むしろそれまでにない輝きを帯
びて立ち現れるとし、う事態であり， 我々は， これと類比的な事態を， 神認識とは別 の
局面においても実際に経験している. それは他者へ の

愛
「 jとしづ態度に他ならない.

「希望が前提としている愛とは， 或る人が自ら手に 入れたいと希望するも のに対
する愛であって， それは欲情的な愛

( amor concu pi scenti ae) である

一ー何らか

の善いも のを欲する者は， こ の愛によって， 何か自分 以外 のも のよりも，むしろ
自分をより愛する のである. し か る に， 愛徳

( carit as) は友愛的な愛

( amor

ami citi ae) を意味する のであって， ……人は希望によってこ の愛へとたどりつ
く のである. J 3 3)
希望 の中にある「旅する者jから

「神 の本質を観るJ I把振者jへ の移行とは， I欲

情的な愛jから「友愛的な愛jへ の移行に他ならない.
て， 希
I 望jを現実化しつつ克服した

トマスは， 第十二問題におい

「至福者」について語ることによって， 旅
I する

者jにおける「希望jという在り方を基礎付けつつ， それを超える愛という在り方を
も語り明かしている のである.

トマスにおいては， 希望 の役割に制限が与えられるこ

とによって， 却って， そ のような希望を担っている現世 の人間 の神と の関係が，

ラー
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ナーにおけるよりもより具体化された積極的な方向を持ち得ていると言える だろう.
だからこそ， トマスは， 一見無機的な第十二問題 の論述 の中で， 突然， 溢れ出すよう
な仕方で次 のように諮り出している のである. 即ち，
「より多く愛徳(cari tas) を有する者ほど， より多く栄光 の光を分有するであ
ろう. より大きな愛徳 のあるところ， そこにはより大きな熱望が存在し， 熱望は
何らか の仕方で熱望者をして， 熱望されているも のを受容するに相応しくかっ準
備された者とするからである. それゆえ， より多く愛徳を有する者ほど， より完
全に神を見て， より一層至福なる者となるであろう. J刊

第4章

至福者の認識様態

こうして， 神認識においては， 知
I j の方向性が， 他者である神を人聞が自己 の認
識様態へと同化するとしう
、 方向から， 自己自身が神へと類似化しつつそ のことによっ
て「神 の知」へと参与していくとし寸方向へと転換する. そしてそ のことは， 神 の本
質を直視している至福者 の認識様態を分析することによってより明らかになる.
即ち，

トマスは， 把握者による神 の把握不可能性を第七項で明らかにした後に， 第

八項「神を本質によって見る者はすべてを神において見るかJにおいては， 至福者た
ちは被造物を 単にそれ自体として見る のではなく， 神 の結果である被造物が原因であ
る神 の内に潜勢的に(virtute) あるような仕方で見る の だと述べる. そして次に第
九項「神 の本質を見る者たちが神において見る事柄は何らか の類似性によって見られ
るか」と第十項「神を本質によって見る者は神において見るすべて のも のを同時に見
るかJにおいては， 至福者たちは， 見るそれぞれ のも のをそれぞれ のも の の類似性に
よって見る のではなし「神 の一つ の本質によってJ35) 同時に見る の だと述べている.
それは， 世界を人間 の眼で見る のみではなく， 何らか の形で神 の観点から見うるよう
な視点が被造的知性 の知に与えられるということである. 神 の本質が直視されるとい
うことは， 神という一対象が認識されることを意味する のみではない. 純粋現実態で
ある「神 の知jに人間が参与することを通して， こ の世における通常 の人間的認識に
おいては断片的な形で多様性 の中に拡散したままに認識されるに留まっている世界内
的な事物 の総体を， I被造物全体Jとして全体的に理解するため の道が聞かれうる の
である.
だが， だからといって， 至福者たちは， 被造物 のすべてを認識するわけではない.
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トマスは次 のように述べている.
「原因を全体的に把握している知性は， そ の原因において， 原因 のすべて の結果
、 なる被造知性
と， 結果 のすべて の根拠とを認識することができる. ところがしか
も， 神を全体的に把握することはできない. 故にし、かなる被造知性も， 神を見る
ことによって， 神がっくり， またっくりうるすべてを認識することはできない.
という のも， そうなると神 の力を把握することになってしまう だろうからであ
る.J 36)
こ のテキス トにおいても， 至福者における， 現世 の人間 の認識様態と の方向性 の逆
転が語られている. という のも， 現世 の人聞が神を直視することができない のは， 結
果である可感的被造物が原因である神へと充分に導く力がないからであった. それに
対して， 至福者においては， 原因である神を全体的に把握することができないから，
そ の結果である被造物 のすべてを認識することはできないと言われている のである.
それ故， 神 の本質へと参入した至福者三把握者においてこそ初めてありありと露わと
なる神 の把握不可能性というも のがあることになる. そして， そ の神 の把握不可能性
は， 被造物全体 の把握不可能性へと反照すると言われている のである.

第5章

神の把握不可能性の意味するもの

こうして， 神 の把握不可能性は， 神 だけ の問題に留まる のではなく， 神を「起源と
目的(pri ncipi um et fini s) J刊とする被造物 の把握不可能性へと反照してくる. 即ち，
人聞が， 根拠である神に対して自己相対化しつつ聞い の運動を遂行する時には， 我々
の周りに既に存在していた感覚的世界が新たな形で秩序付けられて根源へ の問し、に開
かれてきて， そ のような根源から の光 の中で考察されるようになる. そ のことを，
神
『 学大全』 の主題について論じている トマス の次 のテキストは意味している.
「聖なる教えにおいては， すべて の事柄が神を根拠として(su b ra ti one Dei) 論
じられる. 即ちそれが神そ のも のであること， あるいは， 起源ないし目的として
の神に秩序付けられていることを根拠として論じられる. J

38)

こ のテキストは世界 の可知性が照らし出される光源 の転換を語っている. そしてそ
のような光源 の転換は， 神 の側から世界全体 の構造を理解し語り出す可能性を人間に
与える. という のも， それぞれ のも の の存在を神から与えられているも のとして受け
取り直すことによって， それら の存在者は 単なる欲求対象に尽きないより深い奥行き
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を持ったも のとして 我々に現存してきうるからである. そして， こ のようにして，

ト

マスにおいては， I希望」というも のも， 把握不可能な神へ の自己放棄というような
ラー ナー的な方向 のみではなく， 神を中心とした実在全体へ の知と愛 の深まりという
方向性をも持っていた のである.
そして， 至福者においてさえも， 認識し尽くすとし、う意味で神を把握することは不
可能であ
、 るということが， 現在 の生
において認識されることによって， 我々は， 神 の
把握不可能性という点において至福者と の共通性を獲得する. そして， そ の時， 至福
者における神 の把握不可能性ということ の意味も転換する. 即ち， 至福であるにも関
わらず神を完全には把握していない の だとしづ消極的な理解 のみではなく， 至福直観
においてこそ， 神 の把握不可能性とそ の神を「起源と目的jとした被造物全体そして
我々自身 の把握不可能な奥行きが初めて完全な意味で露わとなる のであり39)， そ の時，
把
「
握不可能性l の意味するも のは， 単なる否定的な認識な のではなしむしろ， あ
らゆる肯定的な認識によっても汲み尽くされない程に神を中心とした実在全体が存在
の充満を有しているということがはっきりと露わになる. 無限である神が有限である
被造知性によっては把握不可能であるということは現世における自然理性的認識によ
っても充分に概念的に認識されうることではあるが， それはあくまでも概念的認識で
ある限りにおいて， 神 の遠さという意識を促し， 我々に絶望を与える可能性をも有し
ている. だが， 神を掴んでいる

「至福者」においては， 神 の把握不可能性ということ

が愛を伴った親しさにおいて掴まれることによって， 把握不可能なほど の豊かさとし
て肯定的に受け 取られる のである40)
トマスは『神学大全J第一部第一問題において， こ の書物で展開される「聖なる教
え(sac ra doctrina)J の原理は

「神 の知jであり， I神 の知jへ の参与として人間 の

神に関する知が成り立っと述べている. そしてこ のことは広く知られている. だが，
より厳密にテキストを読 むと，
神
「 と至福者たち の知

トマスは， こ の原理 のことを 単に

「神 の知jではなく

( scie ntia Dei et beatorum)Jと言っている4九しかし， 以後

第十一問題に至るまで， I至福者たち の知Jについては何も言われていない. そして，
管見に入る限りにおいては， こ の「至福者たち の知Jに特別に注目したトマス研究は
殆ど見受けられない.
だが， 私見によると，

トマスは， 第十二問題において， I至福者たち の知」につい

て， さりげなく だがはっきりと論じている のであり， それと対照させることによって，
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旅する者である現世 の人聞 の知 の及びうる射程 の広がりと限界を明らかにすると共に，
それを超えた希望を具体化しでもいる のであり， そ の意味で， 至
I 福者たち の知」に，
「旅する者 の知J の原理 の役割を与えることに成功している. そして， それは具体的
には， 人間 の知識 の方向性 の転換という形で語られている のである叫.

結論

「把握jの場合分けの持っている意味

トマスは， I把握」を広狭二つ の意味内容へと分節化して， 把
I
握者j の存在様態を
確固とした仕方で語り出して「旅する者」 の希望を基礎付けると共に， そ のことによ
って却って「認識し尽くす」という意味で の「把握」 の可能性をはっきりと否定する
ことに成功している. そしてこ のような仕方で， 単 純な不可知論と実在全体に関する
絶対知 の獲得という両極から人間精神を解放して， 人間理性 の 単なる相関者としてで
はなく， 神を神として理解する可能性を根拠づけている.
そして， 人間 の無限 の受容可能性と自然本性的能力によるそ の実現 の不可能性 のギ
ャ ップという形で， I存在そ のも のJである神 の側から の関与が暗示されることによ
って， 人間 の自己超越的な本性が「存在そ のも の」に与りゆくプロセスが， 人間に固
有な自然本'性 の運動自体 の力によって実現しつつ， そ のような運動 の実現に神 の側か
ら の働きかけが不 即不離 の仕方で関与していることを語り出すことを可能にしている.
そして， そ のことによって， 旅する者 の自然的認識と至福者における神認識 の中間
に存する旅する者における恩寵による神認識 の構造， 即ち信仰・希望・愛という
神徳」や

対
「

「恩寵」 の積極的な意味， が探求される根本的な地平が拓かれている のであ

るが， そ の具体的な詳細に関しては， 次稿に譲りたいと思う.
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隠してしまうようなも のである. だが， より強い光が照らすも の の階層 の内にあ
りより弱L光
、 が照らされるも の の階層 の内にあるとするならば， より弱L光
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方でキリスト の魂における知識 の光は， 神的な知識 の光
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によって覆い隠される のではなし より明るいも のとなった ので、ある. J( II I， 9，
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sic ut l umen solis o ffusc at lumen c ande lae， q uorum utr umque accipitur in ordine
il luminantis. Sed si accipiat ur m ai us in ordine ill uminantis et minus in ordine
ill uminati， minus lumen non o ffusc at ur per m ai us ， sed m ag is aug et ur ， sic ut
l umen aeris per l umen so lis . Et hoc modo l umen scienti ae non o ffusc at ur ， sed
cl arescit in anim a Christi per l umen scientiae divinae， q uae est lux ver a il 
luminans omnem hominem venientem in h unc m undum， ut dicitur Io an. 1， 9.)
*本論は，
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