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本論文では， トマス・アクイナスの各時期の著作における， 完全性の名称が
神と被造物に語られる仕方としてのアナロギアに関する論述の差異を， 神認識
の可能根拠についての反省の深まりとして整合的に再構成することを目指す.
そこで明らかとなるのは， 被造物において見出されている完全性の分有構造の
認識が， 原因性に基づく被造物からの神認識の可能根拠であるという理解に
『能力論』 においてトマスが明確な形で到達しているということである.
トマスは『命題集註解J以来. I存在しているものJ. I善いものJ. I知恵あ
るもの」などの完全性の諸名称が神と被造物にアナロギア的に語られていると
一貫して主張している. しかし， トマスによるアナロギアの分類が一貫してい
ないこともよく知られている.
神と被造物について完全性の名称が語られる仕方としてアナロギアが主題的
に取り上げら れ て い る ト マ ス の 主 な テ キ ス ト と し て は. r命 題 集 註 解』
(Scriptum super Libros Sententiarum)第1巻第19区分第5 問第2項第1 異
論解答. r真理論.1 (De

Veritate)第2問第11項. r対異教徒大全.1 (Summa

contra Gentiles)第1巻第34章. r神学大全.1 (Summa Theologiae)第1部
第13間. r能力論.1 (De Potentia Dei)第7問が挙げられる九
本論文ではこれらのテキストの内容の比較を行っていくが， その際， トマス
が. r真理論Jにおいて詳述されている， 二つの比の類似に基づく「比例のア
ナロギア」をその後も維持し続けた2) ( カエタヌス)のか， それとも. r対異
教徒大全』 以降， 比あるいは関係それ自体に基づくいわゆる帰属のアナロギア
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へと自らの立場を変更した3) (モンターニュ)のか， という問いは避けて通れ
ない. 本論文の前半では. r名称のアナロギアj (De Nominum Analogia)に
おける カエタヌスの解釈をトマスのテキストに即して批判することで， トマス
が『対異教徒大全』以降， 帰属のアナロギアを採用していることを示すととも
に. r命題集註解』と『真理論』 の聞のアナロギア理解の変化も明らかにした
し'.

さらに， 本論文の後半では. r対異教徒大全j . r神学大全.!. r能力論』にお
けるアナロギア理解の差異を考察する. モンターニュは， これら三つの著作に
おけるアナロギアが同ーの理解に基づいているとしてトマスのアナロギアの発
展を論じているべしかし筆者の見解では. r対異教徒大全』と『神学大全J
(第1部)第13問のアナロギア理解には， 完全性の名称が神と被造物のどちら
により先に語られるかに関して， 前者における「事物の本性に従って (secun
dum rei naturam)J の秩序と. I名称の概念に従って (secundum nominis
rationem)J の秩序の不一致が後者においては廃棄されているという相違があ
り， それは神認識の可能根拠に関するトマスの反省的理解の根本的な転換を示
している. また. r能力論』第7 問では， アナロギアと， 作用因性および分有
概念との関連が考察されることで. r神学大全』のアナロギア理解が基本的に
維持されつつも深められているのである.
l

カエタヌスによる卜マスのアナロギア解釈

カエタヌスは『名称のアナロギアJにおいて. Iアナロギア」と呼ばれてい
るものを. (1 )類的な一義性としての全く非本来的な「不等性のアナロギア
(analogia inaequalitatis)
J. (2)外的な概念的関係に基づいている「帰属の
アナロギア (analogia attributionis)J. ( 3)事物の内的な本性を表しうる本
来 的 な ア ナ ロ ギ ア と し て の「比 例 の ア ナ ロ ギ ア (analogia

propor

tionalitatis)J の三つに分類する. そして， 本来的なアナロギアである「比例
のアナロギア」によってのみ， 完全性の名称は神の本質を表示しうるとする.
カエタヌスによれば， このアナロギアの三つの区分は，

卜マスの『命題集註
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解J第1巻第19区分第5 問第2項第1 異論解答 (以下『命題集註解.Dにおけ
るアナロギアの三つの分類に対応するものである.
( 1 )不等性のアナロギアは， 類概念が自らに属しているさまざまな種につ
いて一義的に語られる仕方である5)

したがって， 不等性のアナロギアは， 本

来的にはアナロギアと全く関係のないものである.
(2 )帰属のアナロギアは， ある一つの概念へのさまざまな概念的関係に従
って同一の名称が語られる仕方である引.
カエタヌスによれば， 帰属のアナロギアは概念的関係にのみ基づく外的な命
名 (denominatio extrinseca)によって存在している九例えば， I健康なも
の」という帰属に従ってアナロギア的な名称は， 動物について語られている場
合には， 動物における健康性の内的な本性を意味表示しているが， 尿や医薬に
ついて語られている場合には， それらのものの動物における健康性への外的な
関係のみが意味表示されており， 尿や医薬の内的な本性については何も語られ
ていないのである.
( 3)比例のアナロギアは， 比例的に同一でトあるもの， すなわち， 比に従っ
て類似しているものどもについて， 同一の名称が語られる仕方である剖
上比じということは通常量的関係について語られる. 例えば， 4は2 に対して二
倍の比を持っていると語られる. 一方， 比例とは， 二つの量の関係そのもので
はなく， I二つの比の類似jである. 例えば，

8は4に対して，

6が 3に対す

るのと同じ二倍という比を持っている. カエタヌスは， 哲学者たちによって，
比例という名称が， 量的関係に限らず「あらゆる関係の類似」という意味で用
いられて来た， と述べている9)

それゆえ， 比例のアナロギアにおいては， 帰

属のアナロギアのように複数のものが或る一つのものへと関係を持っているこ
とに基づいて共通の名称が語られるのではなしそれぞれに独立した複数の関
係が相互に類似していることに基づいて共通の名称が語られているのである.
カエタヌスによれば， 比例のアナロギアの理解は， 諸事物の存在や善性に関
わる形而上学にとって不可欠なものである. なぜなら， 類において共通してい
ない複数のものについて語られている共通な名称は， このアナロギアによって
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それぞれのものの内的な本性を意味表示することが可能になるからである川.
2

卜マスにおける「比例のアナロギア」から
「帰属のアナロギアjへの転換を示す論拠

『名称のアナロギア』において カエタヌスは， トマスがいかなる時期におい
ても一貫して比例のアナロギアが本来的なアナロギアであると考えていたもの
と見なしている. しかし，

卜マスは『対異教徒大全J以降， 完全性の名称が神

と被造物について語られる仕方として， 比例のアナロギアを廃棄し， 帰属のア
ナロギア11)を採用するようになったと考えるべきであると思われる. というの
も， モンターニュが指摘しているように1九『対異教徒大全J以降のトマスの
著作では， 完全性の名称が神と被造物について共通に語られる仕方として， 帰
属のアナロギアに相当する仕方だけが述べられ， 比例のアナロギアに相当する
仕方が述べられていないからである.
確かに カエタヌスは『名称のアナロギアJにおいて， これらの著作における
トマスのテキストを， 比例のアナロギアの理解に基づいて述べられたものとし
て解釈している. しかし， 我々が現在手にしているトマスのテキストと比較す
る限り， その解釈はトマスのテキストに忠実な解釈というよりは， 恋意的な解
釈であると言わざるをえない. というのも， カエタヌスは， r神学大全jや
『能力論』のテキストを引用する際に， トマス自身のテキストにはない「比例
的 な (proportiona!is)
J ある い は「比例 的 に (proportionaliter)J と い う 語
を含めて引用しているからである13)

さらに， r神学大全Jにおいても， 完全

性の名称ではないものが神と被造物について語られる仕方として， 比例のアナ
ロギアに相当するものが述べられている箇所がある川ことからも， r神学大全』
第13聞において， トマスが比例のアナロギアとは区別された「比に従って」
のアナロギアによって完全性の名称が神と被造物について語られていると考え
ていることが示されるであろう15)
トマスが， r対異教徒大全j以降， 完全性の名称が神と被造物について比あ
るいは関係に従ってアナロギア的に語られると主張するようになった理由とし
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ては， 比例のアナロギアでは類似している二つの比がそれぞれ独立に認識され
るため， 我々が被造物の認識のみに基づ、いて神の認識へと到達しうることが説
明されえない， ということが考えられる. すなわち， モンターニュが述べてい
るように， r真理論』における解決法は， 諸存在と神との聞に断絶を示すこと
になり， 神を不可知なものにする危険を冒すのである16)

3

r命題集註解』および『真理論』におけるトマスのアナロギア理解の差異
さらに， カエタヌスのアナロギア解釈は， r命題集註解』および『真理論』

におけるトマスのアナロギア理解としても妥当な解釈ではないように思われる.
というのも， カエタヌスの解釈に従えば， r命題集註解Jと「真理論Jの間で
は， 実体と附帯性について「存在しているもの (ens)Jがアナロギア的に語ら
れる仕方が異なってしまうからである. r命題集註解』において， それは， 神
と被造物について完全性の名称が語られる場合と同じ「概念に従っても存在に
従っても[アナロギア的なJJ仕方 ( カエタヌスの「比例のアナロギアJ)であ
る. しかし， r真理論jにおいて， それは， 神と被造物について完全性の名称
が語られる仕方とは異なる「比に属する仕方J ( カエタヌスの「帰属のアナロ
ギアJ)なのであるl九はたして， トマスは『命題集註解』と『真理論』の聞
でこの問題に対する自らの立場を変更したと考えるべきなのであろうか.
この間いに対しては， トマスが『命題集註解』と『真理論』との聞で変更し
たのは， アナロギア的に語られる仕方を区分するための基準である， と言わな
ければならない. すなわち， r命題集註解』では， 概念のみに基づく外的なア
ナロギアか， 存在していることに基づく内的なアナロギアかという視点に基づ
いて三つのアナロギアの区分がなされている. 一方『真理論』では， 内的なア
ナロギアによって語られる複数のものの聞に本性を互いに規定する関係がある
か否かというという視点に基づいて「比に属するアナロギアjと「比例に属す
るアナロギア」 の区分がなされているのである.
このことから， この問題に整合的な説明を与えることができる. すなわち，
トマスは， I存在しているもの」が実体と附帯性についてアナロギア的に語ら
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れるのは， 概念的な関係付けのみによるのではなく， 実体と附帯性それぞれの
内的な本性に基づいていると考えていたために， �命題集註解]では， この例
を， 内的な本性に関わる「概念に従っても存在に従っても[アナロギア的なJJ
仕方に属するものとした. さらにトマスは， 実体と附帯性のそれぞれの内的な
本性の聞には相互規定的な関係があると考えていたために， �真理論』では，
この例を， 相互に規定された関係に基づかない比例のアナロギアではなく， 比
のアナロギアに属するものとしたのである.
したがって， �命題集註解』と『真理論Jの間でトマスが変更したのは， I存
在しているもの」が実体と附帯性について語られる仕方についての理解ではな
く， I帰属のアナロギアJ についての理解である. すなわち， トマスは， �命題
集註解Jでは帰属のアナロギアを単なる概念的な関係付けのみに基づくアナロ
ギアであると見なしているのに対して， �真理論』ではそれぞれの事物の内的
な本性の相互規定的な類似関係に基づくアナロギアであると見なしているので
ある. さらに， �真理論』のトマスは， 帰属のアナロギアを内的なアナロギア
であるとすることによって， �命題集註解』ではそれほど意識されていなかっ
た比概念と比例概念の区別を明確にする必要に迫られたと言えるであろう18)
確かに， 比例概念によって神の完全性が規定されることが回避されるとして
も， 被造物へのいかなる関係も持たない神の内的な本性としての「神における
完全性」が， いかにして被造物の完全性の認識に基づいて認識されうるのかと
いう問題は依然として解決されないままに残っている. しかし， �真理論』に
おいて帰属のアナロギアを内的なアナロギアとみなしたことが， �対異教徒大
全』以降の著作において， 神と被造物について完全性の名称が語られる仕方を
帰属のアナロギアによって説明することを可能にしたという評価を与えること
はできるであろう.
4

r対異教徒大全』における卜マスのアナロギア理解

『対異教徒大全』のトマスは， I名称の概念に従って (secundum

nominis

rationem)
J という概念的な秩序のレベルと， I事物の本性に従って (secun-
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dum rei naturam)J という実在的な秩序のレベルとを区別し， さらに作用図
的因果性に基づくものとして帰属のアナロギアを理解することで， 被造物の完
全性の認識のみから出発しながら， いかなるものによっても規定されていない
神の本質を意味表示することが可能であることを示そうとしている.
この二つの秩序が異なっているのは， 実在的により先に存在しているものが，
認識においてはより後に見出される場合である19)

その例としてトマスは，

「健康なもの」という名称が， 医薬と動物について語られる場合を挙げてい
る叫. 同様に， 神と被造物についてアナロギア的に語られる名称においても，
この二つの秩序は異なっている. なぜなら， 神は実在的にはあらゆる被造物に
先立つ第ーのものであるが， 我々の認識においては被造物の認識を通してより
後に見出されるからである21)
さらに， トマスは， 神と被造物について語られた完全性の名称における本性
に従つての実在的な秩序を， 結果に対して先在している作用因が， 自らの結果
に対して持っている秩序として理解している22)

作用因は， 自らが現実態にお

いて存在しているということに基づいて， 自らに類似した結果を現実に作り出
す作用を行う23). r対異教徒大全』のトマスは， 我々が， 異義的な原因をただ
結果の原因として因果性という関係概念によって認識するだけではなしこの
類似に基づ、いて不十分にではあってもそれ自体として認識することができると
考えている24)
『対異教徒大全』 のトマスは， 作用因が自らに類似した結果を作り出すとい
う原則を， 種的な形相についてだけではなく種的に限定されていない完全性に
ついても適用することによって， 我々が， 神をただ被造物におけるさまざまな
完全性の原因として関係的に認識するだけでなく， それらの完全性が類似して
いるものとして， 不完全にではあるが無限な神の本質をそれ自体として認識す
ることができると考えているのである25)
しかし， このような『対異教徒大全』におけるアナロギア理解においては，
完全性の名称が神について， 概念的な秩序に従ってはより後に語られながら，
実在的な秩序に従ってより先に語られるということが， いかにして可能になる
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のか， という問題が十分に解決されていないように思われるのである. もし被
造物の完全性がそれだけで完結したものとして認識されるのであれば， 我々は，
いかにしてそれが実在的に先立つ作出因によるものであるということを認識し
うるのであろうか.
5

r神学大全J第13 問および『能力論J第7問
における卜マスのアナロギア理解

『神学大全j (第1部)第13問のトマスは， 神について語られている完全性
の名称の概念の内に被造物の完全性の概念が含まれているということを否定す
ることによって， 完全性の名称が概念的には被造物についてより先に語られて
いるとする『対異教徒大全Jの立場を否定しているように思われる.
トマスは， 同問第 6項主文で次のように述べている. もし， 完全性の名称が
神について， 被造物の完全性の原因として関係的に語られるのであれば， 神に
ついて語られた完全性の概念の内に被造物の完全性が含まれることになり2へ
その場合， I善いものは神についてよりも被造物についてより先に語られてい
る こ と に な るJ. し か し， 完 全 性 の 名 称 は 神 に つ い て， た だ 原 因 的 に
(causaliter)語られるだけではなく， 本質的に (essentialiter) も語られてい
るのであるから， I神は善なるもの， あるいは， 知恵あるものであると言われ
るとき， ただ， 神は知恵、や善性の原因であるということだけが意味表示されて
いるのではなし それらが神においてより卓越して (eminentius)先在して
いるということが意味表示されている. このことから， 名称によって意味表示
されている事物 (res significata per nomen) に関する限りは， これらの名称
は， 被造物についてよりも神についてより先に語られていると言わなくてはな
らない. J
この箇所でトマスは， 名称の概念に従つてのより先 ・より後と， 事物の本性
に従つてのより先・より後の区別をせずに， I意味表示されている事物」に関
する限りで完全性の名称が神についてより先に語られなければならないと主張
している. したがって， ここで語られているのは， 概念に従つての認識の秩序
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ではなく， 本性に従つての実在的な秩序なのではないかという反論があるかも
しれない. しかし， この箇所でトマスは， 神について語られた完全性の名称の
概念の内に被造物の完全性が含まれるということを明確に否定している. さら
に， r対異教徒大全Jの場合とは異なり， ここでトマスは「意味表示されてい
る事物」と述べており， 意味表示の秩序とは無関係の事物の秩序について語っ
ているのではない. したがって， ここでトマスが， 概念に従つての認識の秩序
と異なる本d性に従つての実在的な秩序のみについて語っていると考えるべきで
はない. むしろ， ここでは， 本性に従つての実在的な秩序の意味表示を可能と
するような， 完全性の名称の概念構造が論じられていると言うべきであろう.
それでは『神学大全』第13問のトマスは， いかなる論拠によって， 完全性
の名称が被造物の完全性の原因としてのみ神について語られているという立場
を否定しているのであろうか. 同問第2項においてトマスは， 神について完全
性の名称が語られている命題が何を意味しているのかを反省することによって，
その命題を関係命題や否定命題へ分析することが不可能であるということを示
そうとしている. r神は善いものである」などの命題は， 完全性の名称が神に
ついて (関係的にではなく)絶対的に， そして (否定的にではなく) 肯定的に
語られている命題である. トマスは， これらの命題を「神は生命なきものの様
態であるのではない」という否定命題や， r神は被造物における善性の原因で
ある」という関係命題へと還元されえないことを三つの論拠によって論証して
いる27)
ただし， r神学大全』第13問のトマスは， r対異教徒大全』での自らの主張
を単純に逆転させて， 完全性の諸名称が， r健康なもの」という名称の場合と
まったく同じような意味で， 被造物よりも神についてより先に語られると主張
しているのではない. というのも， その場合には， 我々が概念によって神の本
質をそれ自体として完全に把握することが可能になってしまうからである. そ
れゆえ， r神学大全』第13問のトマスも， 名称の附与 (impositio)に関して
は， 完全性の諸名称は， 神よりも先に被造物に与えられ， さらに， このことが，
神の名称において「意味表示されているもの (res significata)J と「意味表
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示の仕方 (modus significandi)
J に差異が生じる理由であると述べている28)
それゆえ， 完全性の諸名称が被造物よりも神についてより先に語られるとい
うことは， 被造物の完全性の認識の内には， 完全性においてより卓越して先在
している概念的に把握されえないものへの何らかの比が， 被造物の完全性がそ
こから発出しているところのものとしてすでに内在的に含まれており， それゆ
え， 被造物は自らの完全性の内に神を自らの卓越した根源として表現している
(repraesentare)という意味で理解されるべきである. 言い換えれば， 被造物
の完全性は， 神の完全性から発出したものとしてでなくては認識されえないの
である. さらにトマスは， このことを， 我々が被造物の認識に基づいて神の認
識に達することができるための可能根拠とみなしている29)
このように『神学大全J第13問では， 被造物の完全性の認識に基づく神の
本質の意味表示が， いかにして可能になっているかということが解明されてい
ると言えるであろう. しかし， そこでは， 我々の神認識の具体的過程への問い
が不問に附され， 神認識の到達点としての神の本質としての卓越した完全性の
認識を可能とする概念構造が探求されているために， 我々はいかなる認識の過
程を経て， 神認識の一つの到達点としての神における完全性の認識に到るのか
という問題が十分に解明されていないように思われるのである. すなわち， そ
れは， 関係概念による神の作用因性の認識なしには， 神の完全性の卓越性の認
識は可能で、はないのか， それとも， 作用因性の概念によらない卓越性の認識を
前提として， そこから作用因性の認識が論証されるのか， という問題である3制0叫)
一方， r能力論J第7聞のトマスは， r神学大全』第13問のアナロギア理解
を踏まえながら， それをさらに突き詰めることによって， この問題に答えてい
るように思われる. すなわち， 神の被造物に対する作用因性の認識に基づいて
完全性における神の卓越性の認識が可能になるのではなく， 完全性における神
の卓越'性の認識に基づいて被造物に対する作用因性に基づく神の認識が可能に
なるのである. というのも， 作用因性という関係性の認識が先立つのであれば，
被造物において見出された完全性の原因としての神を認識すること自体が不可
能になってしまうからである.
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しかし， このことは不適切であると思われる. なぜなら， 結果は類似に
従って原因から発出しているのであるから， 諸結果がそのようであるとい
うことよりも， 原因がそのようであるということがより先に知解されなけ
ればならないからである刊.

さらに， r能力論J第7 問においては， r神学大全J第13問の場合と比較し
て， 被造物において見出される完全性と神の完全性との連続性が， より明確に
述べられている. というのも『能力論』第7 問では， 完全性の諸名称が， 被造
物において見出される完全性の神からの発出を意味表示するために第一に附与
されている， と述べられているからである32)

すなわち， 被造物における完全

性と神から被造物への完全性の発出そのものが同 ーの事態として考えられてい
るのである.
このような神の本質を表現している神から被造物の本質への完全性の発出の
全体は， 被造物が， いかなる限定をも含まない完全性そのものとしての神の本
質から発出している完全性を自らの有限な本質において分有しているという完
全性の分有構造として理解されている. すなわち， 完全性の名称は， 神につい
ては本質的に語られ， 被造物については分有的に語られているという仕方で，
アナロギア的に語られているのである33)
それゆえ， 被造物において見出される完全性が神の本質を表現しているとい
うことは， 被造物において見出される完全性が， 分有された完全性として見出
されているということにほかならない. なぜなら， 被造物における完全性が，
ある有限な本質において分有されている完全性として認識されているというこ
との内には， いかなる限定も受けていない完全性そのもの34)が限定性そのもの
に先立つものとしてすでに認識されているということが前提されなければなら
ないからである. それゆえ， トマスは『能力論」第7 問において， 完全性の分
有構造は， 神が被造物の原因であることの存在論的な根拠であるだけではなく，
因果性に基づいて結果としての被造物から原因として神を関係概念によって認
識するための認識論的な可能根拠でもあるという， 少なくとも『対異教徒大
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全』 の時期までには自覚されていなかった理解に到達していると思われるので
ある.
『能力論』 第7 問のトマスが， 被造物において， いかなる限界付けもなされ
ていない完全性そのものとしての神の本質が， 我々によって， 被造物の形相的
な本質に対するいかなる関係概念や否定概念の媒介にもよらずに認識されうる
と考えていたことは， 次のテキストからも窺うことができるであろう. そこで
トマスは， 我々が被造物において見出される神の類似としてのさまざまな完全
性を通して神の本質を認識することを， I見る (videre)J という表現を用いて
語っているのである.

我々の知性は， 神の本質へと， それが存在していることに従って達するこ
とができず， 神の本質を， あたかも鏡の中におけるように， 被造物におい
て反映している神の本質の不十分な多数の諸類似によって見る35). (傍点
筆者)

結

論

以上で論じた， トマスにおけるアナロギア理解の発展は次のようにまとめら
れる. まず"

(1 ) r命題集註解Jでは， 帰属のアナロギアは外的なアナロギア

にすぎず， 比例のアナロギアこそが内的なアナロギアであるとされた. (2)
『真理論jでは， どちらも内的なアナロギアであるとされ， 神と被造物が相互
規定的にならないために， 比例の概念が導入された. 一方， (3 ) r対異教徒大
全』 では， 作用因性にもとづく帰属のアナロギアによって， 限界のない神の本
質が意味表示されうるとされたが， 神直観を防ぐために概念の秩序と実在の秩
序が区別された. しかし， (4) r神学大全.1 (第1 部)第13 問では， この区別
が廃棄されることで， 被造物の完全性の概念の内に神の完全性が含まれている
ことが被造物に基づく神認識の可能根拠であるとされ， r能力論』 第7問では，
『神学大全j第13 問のアナロギア理解が基本的には維持されつつ， 完全性の分
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有構造の認識が神の作用因性の認識の認識論的な可能根拠になっていることが
示されているのである.
トマスは， すでに最初期 の 著 作 で あ る『存在 し て い る も の と 本 質Jl (De
Ente et Essentia)において， 被造物において受け取られている存在が， 本質
に対して現実態としてある36)ということ， および， 神が自らの単純な存在の内
にすべての完全性を持っている37)ということを主張している. r能力論Jにお
ける， 存在しているという現実態に基づく完全性38)の分有構造の認識に基づく
トマスのアナロギア理解は， 彼の形而上学にとって本質的なこの二つの存在認
識の認識論的な可能根拠と内在的連聞を明らかにするものであると言えるであ
ろう. なぜなら， 被造物の本質において受け取られている存在が， 神の本質と
しての端的な存在からの被造物への発出そのものであるという認識に基づいて，
被造物における存在が有限的な本質に対して現実態にあるという認識が可能と
なるからであり， また， 被造物の有限的な本質において分有されている存在が，
何ものにも限界付けられていない端的に理解された存在そのものを神の本質と
してすでに表現しているという認識に基づいて， 神における存在があらゆる完
全性を含んでいるという認識が可能となるからである. それゆえ， トマスにお
けるアナロギア理解の発展は， 自らの神認識に関する認識論的根拠の探求の深
化として理解することができるのである.

}豆:

1)

Weisheipl(Weisheip l， James A.， O. P .， Friar Thomas d'Aquino: his li)乞thought，

and works， Oxford， Basil Bla ckwell， 1975)は， これらの著作の著述年代を次のよう

に定めている . Stψer Sent. : 1252.-56; De Veritate (qq. 1-7): 1256-57; S.

c.

G. (as far

as 1，cap. 53) : 1259; De Pot. : 1265-66; S. T. ，1: 1266-68. さ らに， Weisheiplは『能力
論』と『神学大全J第I部は， 共に ローマのサンタ ・サビーナ修道院で著さ れ， r能力
論』は『神学大全』第I部の直前に書かれた としている. こ のこ とか ら， 筆者が『能力
論』を『神学大全』の 後に置いて理論の発展を論ずるこ とには， 著述年代を無視してい
るという批判が 当然予想される. しか し， W eisheiplが『能力論』を『神学大全J第I
部の直前に置く論拠としているのは， 前者において 論じられているのと同じ問題が， 後
者においてより簡明かつ精微に論じられているということであ るように思われる . しか
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も， 同書において 比較されているのは， 創造について 論じられている 『能力論』第 3問
と『神学大全』第I部第44間以降のみである(W eisheipl，op. cit.，pp. 198- 2 12). した
がって， r能力論』第 7問と『神学大全』第1 部 第 1 3問との論述を比較して， 前者にお
いて， 後者で論じられているのと同じ事柄がより 踏み込んで述べられていると考えるこ
とは不可能ではないであろう. さ らに， r能力論Jにおいて は， 神 の能力について 論じ
られている第 1 - 6問と， 三位一体について 論じられて いる第7ー 10問との聞に内容
の差異が 認められる(Torrell ，Jean-P ierre， O . P.， Saint Thomas Aquinas; volume 1，
theρerson and his work， transl ated by R o bert R oy al， Washington， D. c.， The

C atholic University o f A m erican Press，1996，p. 1 62 -63) ということも， r能力論』第
3問と第 7問の間にある程度の時 間的な 間隔が存在する可能性 を示唆している.
2)

Thomas De V io C ardinal is C aietanus， Scripta philosoph ica. De Nom口zum

Analogia. De Conceptu entis， ed. P. N. Z ammit O . P.， P. H. H ering O. P.， Roma，1952.

3)

Montagnes，Bernard， O. P.， La doctrine de l'analogie de l'être d'après St. Thomas

d'Aquin， L o uvain/ P aris，P ubl ications universitaires，1963.

4)

モンターニュは， トマスのアナロギア理解の発展の段階を，(1 ) r命題集註解j

( 2 ) r真理論j( 3 ) r対異教徒大全j， r能力論j， r神 学大全』の三つに区分して，( 3)
の三つの著作におけるアナロギアが同ーの理解に基づいているものとして解釈を行って
いる (Montagnes， op. cit.， p. 8 1).
5)

Caietanus，D e Nominum Analogia， cap. 1， 4

6)

O p . cit.， cap. 2 ，8 .

7)

O p. cit.， cap. 2， 10

8)

O p. cit.，cap. 3，2 3

9)

O p. cit.，cap. 3 ，24.

10)

O p. cit.，cap. 3，2 9

1 1)

I帰属のアナロギアJという名称をトマスは用いていないが， 本論文では便宜的にこ

の名称を用いる.
12)

Montagnes，op. cit.，pp. 79-81.

1 3)

例えば， カエタヌスは『神学大全』第 1部第 1 3問第 2項主文のトマスのテキストを

“ ut S. T homas in 1 p.， q . XIII， art. 2 fecit: declarans q uod， dicendo: Deus est bonus:
sensus est， id quod bonitatem in creaturis dicimusρ
， raeexsistit in Deo proportionaliter

etc." (De Nominum A向。logia， cap. 7， 8 2) と引用している. しかし， 実際には『神学
大全』のこの箇所でトマスは[より高い仕方で(secundum modum altior em)Jとは
語っているが， I比 例的にJとは語っていない. また ， カエタヌスは， r能力論J第7問
第 7項第 3異論解答のトマスのテキストについて， “Unde S. Thomas in art. 7， q uaest
V II de Potentia Dei， tripl iciter comparationem fieri docens， duos modos analogiae
comparationis ponit : aperte ex hoc insinuans， comparationem non solum s uper
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ident itate numerali，specifica aut generica fundari，sed etiam proportionali." (op
cit.，cap. 8，88) と述べているが， こ の箇所のトマスのテキストにおいても， í比 例的J
あるいは「 比の類似jという 表現は 全く用いられ ていない.
14)

S. TリH!，q目3，a. 5，ad 1; op. cit.，!，q. 14，a . 3.

1 5) 以上の議論に対しては， r対異教徒大全j， r神学大全j， r能力論』において語られ て
いる「 比(関係) に従ってjは， 比 例のアナロギアを含む広義の比の意味で理解される
べきであるという 反論が ありうる. 例えば， マッキナニは， r真理論』における 狭義の
比と比 例との区分は， r対異教徒大全』以降の 著作にお ける「 一方の他方に 対 する
(unius ad alter um)Jアナロギアの下位区分であるとするこ とによってトマスのアナロ
ギア理解を一貫したものとして解釈しようとしている( R . M cIn 巴rny， Aquinas

and

Analogy， Wash ingto n，D. c.，The Catholic University of Am eri ca Press，1996，pp. 1 1 3

4) . しか し， この反論に対しては， これら三つの著作において， 神 と 被造物について
完全性 の名称が語られる仕方として挙げられ ている アナロギアの 例が， r真理論Jにお
いては明確に否定されている動物 と尿について語られた「 健康なも のjという名称， あ
るいは， 実体と附帯性について語られた「存在し ているも のJという名称であるこ とか
ら， これらの著作で語られている アナロギアは， 狭義の比に属するアナロギアとしての
帰属のアナロギアであると言う べきであろう .
16)

Montagnes，op. cit.，p. 93.

17)

井津清は， íトマス ・アクイナスにおけるアナロギア論と カエタヌスJ(r 中世思想、研

究J 40号， 1998年) においてこの問題を指摘している
18)

(4 5頁).

それ ゆえ， 帰属のアナロギアを外的なアナロギアである とし， 比 例のアナロギアを

内的なアナロギアであるとする カエタヌスのアナロギア解釈は， 比 例に 属するアナロギ
アを比に属するアナロギアか ら明確に区別しているという点で『命題集註解』のアナロ
ギア解釈として不適当であり ， 比による アナロギアを概念的な関係のみに基づく外的な
アナロギアと見なしているという 点で『真理論』のアナロギア解釈としても 不適当であ
ると言う べきであろう .
G.，!，cap. 34

19)

S.

20)

!bid.

2 1)

!bid.

2 2)

S.

c.

G.， !，cap. 33.

2 3)

S.

c.

G.，!，cap. 29.

24)

S.

c.

G.，!，cap . 31 .

25)

!bid.

26)

“Sic enim ，cum dicit ur Deus est bonus，nihil aliud esset quam Deus est causa

c.

bonitatis creaturae : et s ic ho c nomen bo num， dictum de Deo， clauderet in s uo
intel lectu bo nitatem creaturae."
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2 7)

5. T.， I，q. 1 3，a. 2 ，c.

2 8)

5. T.， I，q. 1 3，a. 6 ， c 目

29)

5. T.， 1，q. 1 3， a. 2， a d 2 .

30)

例えば，先 に引用した「神は善 なるもの， あ るいは，知恵あ るものであ ると 言わ れ

ると き， ただ ， 神は知恵や善 性 の原因 であ ると いうことだ けが意味表示されているので
はなし そ れらが神においてより卓越して先在していると いうこと が意味表示されてい
るか らであ る. J (5. T.， 1， q. 1 3， a. 6， c.) と いうテキストにおいては， あ たかも， 神が
被造物における完全性 の原因 であ ると いうことと ， 完全性 が神において卓越して先在し
ていると いうこと が同時に意味表示されているかのように語られている.
3 1)

“Se d h oc n on vi detur c onveniens: quia cum effectus a causa secundum

si militudinem p roce dat， prius op ortet intelligere causam aliqualem qua m effectus
tales. "

:

De Pot.， q. 7， a. 6， c.

32)

De Pot.， q. 7，a. 5，ad 3.

33)

De Pot.， q. 7，a. 7，a d 2

34) ト マスは， r神学大全J第 2 - 1部において， いかなるものによ っても限定されてい
ない完全性そ のも のとし て理解さ れた「存在Jを ， ["端的に理解さ れた存在」と呼んで
いる. “esse si mpliciter acceptum， secundum quod includit in se omnem per.
fectionem essen di， p raeeminet vitae et omnibus subsequentibus : sic eni m ipsum esse
p raehabet in se omnia subsequentia."
35)

:

5. T.， I-II， q. 2， a. 5， ad 2

“qui (intellectus noster) non p otest pertingere ad i llam D ei essentiam videndam

secundum quod est， sed videt eam per multa s si militudines eius deficientes， in
creaturis qua si in specul o resultantes. " (italic s mine) : De Pot.， q. 7， a. 6， c.
36)

De Ente， cap. 4， 2 8.

37)

De Ente， cap. 5， 30.

38)

Cf. De Pot.， q. 7， a. 2 ，ad 9

