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1 はじめに:問題の所在

13， 14 世紀の思想、界において， 第一原因と第二原因に関する教説， とりわ

けその神と自然的作用者の関係に対して両者の協働関係を示唆する語が当てら

れることは， 一般的な傾向であったように思われる. ボナヴェントゥラやスコ

トゥスといったこの時代の神学者らは， 神と自然的作用者の関係を説明する際

にcooperariやconcurrereといった語を多用している九勿論， 自然的世界に

対する神の根源性を主張するキリスト教神学者の立場において， 神の働きは何

らかの仕方で自然的事物に対して関わるものである以上， 大抵の場合， 自然的

世界に生じる事象の原因は神と自然的事物の二つに帰されることになる. その

ことはト マスの教説にあっても同様である. それゆえ， こ う し た 意味で

cooperatioを理解するのであれば， この語の内にトマスの教説もまた包含され

得るかもしれない3) しかし， いまトマスにおける神と自然的作用者の関係を

紐解く上で我々の目を引くのは， ボナヴェントゥラら同時代の神学者らとは異

なったそこでのトマスの用語法である.

実際， トマスが神と自然的作用者の関係について言及しているテクストの中

には， 上記のような両原因の協働関係を示唆するような用語は見出されない.

例えば， トマスが神と自然的作用者の関係について集中的に論じている『命題

集註解』第2巻第1区分第1問題第 4項や『対異教徒大全』第3巻第66-70章，

『能力論』第3 問題第7項， r神学大全]第1部第105問題第5項において， 上

記の語は見出され得ない. むしろ， そこに見出される語は， r神が道具的な仕
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方で被造物をく動かす( movere)> Jや「被造物は神のカをく分有する( par

ticipare) >ことによって働く」といった一方の他方に対する従属関係を想い起

こさせるようなものばかりである4) トマスが同時代の大方の潮流に反して神

と自然的作用者の関係にIco-Jという共通の地平を設置しなかったのは， 果

たしてどういった理由からだろうか.

本稿では. cooperati oという語に関する考察を通じて， トマスが神と自然的

作用者の文脈においてこの語を使用しなかったことの理由の解明に迫りたい.

後述するように， トマスがcooperati oという語を以って意図する神と被造物

の関係は， 主に恩寵を通じての神と人間のそれである. それゆえ， 我々はそれ

ら三つの関係の差別化を図ることも後々迫られるであろう.

その為に， まずこの問題の前提となっている神と自然的作用者の関係につい

てのトマスの基本的立場を確認する. 次いで. cooperati oという語に関するト

マスの理解の独自性を明らかにする. 更に， これによって明らかとなったこの

語の持つ性格から， トマスがこの語を以って本来的に意図する神と被造物の関

係が思寵を通じての神と人間の関係にあることを見る. そして最後に， トマス

がこの語の照準を神と自然的作用者の関係ではなく， 恩寵を通じての関係に合

わせたことの意義を探りたい5)

2 神と自然的作用者の関係に対するトマスの基本的立場

我々はトマスのcooperati oについての理解を考察する前に， この問題の前

提になっている神と自然的作用者の関係についての彼の基本的立場を確認して

おこう6)

トマスは， 神と自然的作用者という二つの原因が同ーの自然的結果に関わる

と言うとき， 両者に根源的原因(causa p rincipali s)と道具的原因(causa in

strumen tali s)という語を当てることによって説明を試みている. トマスは言

う. Iつまり， 道具的なものは何らかの仕方で根源的原因の(為す)結果の原

因なのであるが， それは固有の形相或いは力によってそうなのではなしむし

ろ， そのものの運動を通じて根源的原因の力の幾分かを分有する限りにおいて
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そうなのであるJ7). このように， 自然的作用者の内には， それが道具として本

来持っている力と根源的原因たる神によって与えられた力という二つの力が考

えられる. その際， 道具たる自然的作用者は， 神という根源的原因によって動

かされ， その力を分有する限りにおいて， 産出された結果の原因となり得るの

である. それゆえ， 我々は産出された結果の原因を， 当の働きを実行する基体

である道具的なもの(自然的作用者)とその働きを可能にする力を与える根源

的原因(神)の双方に求めることができるのである.

しかし， この場合の根源的原因と道具的原因の関係とは存在論的身分を同じ

くするもの同士のそれではない. トマスにおいて， 作用者はその現 実態性

(actuali tas)の度合いによってその段階が異なるものである以上， 根源的原因

と道具的原因という言葉によって表されるこれら二つの作用者は， 例えば指揮

官とその部隊に属する一兵卒の関係のように， 存在論的身分の異なるもの同士

の関係として理解されるものなのである8) かくして， トマスにおいては自然

的作用者には固有な働きの領域が確保されているにしても， その領域はそれを

動かしている神の働きという超越的な視点のもとでしかないのである.

このようにして見ると， トマスは神と自然的作用者が異なった次元に属する

作用者であるという基本的前提の上で， 二つの原因が共通の地平に立っている

ことを想起させるような表現を意識的に抑えつつ， 両原因の関係の説明を試み

たようにも思われる. それでは， トマスが両原因の関係にIco-Jという協働

の地平を示唆する語を当てないこともまた， 両原因の存在論的身分の相違に理

由があるのだろうか. 確かに， トマスはその著作の至る所で神の力の超越性に

ついて触れている. しかし， 後に我々はトマスにあってはcooperati oが思寵

によって与えられる神と人間の関係に主として適用されていることを確認する

が， その時には， なぜトマスの教説にあって， 神と自然的作用者の文脈では両

者の身分の相違が叫ばれることになり， そこにIco-Jという地平は現れてこ

ないのか， と再度問い直すことになろう. 少なくとも ボナヴェントゥラらの用

語法を見る限り， 彼らは単に神と自然的作用者の関係のみならず， 恩寵を通じ

ての関係にもこの語を用いているのである町. この意味でトマスは神と自然的
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作用者に関する説明において， 彼らの用語法とは異なっていると言えるのであ

る.

以下で， 我々はトマスの cooperati oという語に関する理解からこの理 由を

考察していくことにしよう.

3 卜マスにおけるcooperatlOの基本的理解

さて， ラテン語のcooperati oに含まれる接頭辞 coーには「一緒にJI共に」

I�の中でJI�を以って」などの意味があり， この語全体としては「協働」

「合力JI結合JI合同」といった意味を持つことになる. そして我々が問題と

している文脈ではトマスがこの語を「協働」や「合力」という意味で用いてい

ると言ってよい. つまり， 複数の作用者が同ーの働きに関わるという事態を意

味している. そしてこの表面的な意味においては， トマスと ボナウゃエントゥラ

ら同時代の神学者とは同じだと言い得るかもしれない. しかし. cooperati oに

関するトマスの記述をその最も詳細な説明となっている『ギリシア人の誤りを

駁すJやその他のテクストにおいて見てみると， 他の神学者とは異なった特徴

を見いだすことができるのである. 以下で. rギリシア人を駁す』をもとにこ

の語が持つ特徴を浮き彫りにしてみよう.

トマスは， まずこの箇所において， 神と被造物の協働の根拠を「聖徒たちは

神の扶助者であり， 協働者であるとも言われる( sancti dican tu r esse Dei 

adi utores et cooperatores) J'O)という聖句に求めている. 次いで. I一方のもの

が他方のものに協働する(cooperari)Jという事態を次の二つのケースに分 け，

分析を行っている. すなわち， その内の一つは， 一方のものが他方のものの力

を通じて( per aliam vi rtutem). 同ーの結果に関わる場合である. トマスが

ここで挙げるのは， 召使いが主人の命令を実行するという事例や道具が工作者

によって動かされるという事例である1九 トマスが主人と百使いという例をあ

げているように， このケースにおいて. cooperati oは基本的に上位の作用者と

下位の作用者との間で考えられている. そして， その際， 下位の作用者( 百使

い)は， 自身の力で当の働きに関わることは出来ず， 上位の作用者( 主人)の
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下す命令の媒介( medium)となることでその命令の実行に携わることになる

のである. いま一つは， 何か重たい物を二人で運ぶ場合や舟を複数の漕ぎ手で

漕ぐ場合のように， 個々のものが自己の力で以って(cum ipso)同一の結果に

関わる場合である山. これら二つのケースの内， トマスが神と被造物の聞に

cooperatioを認めているのは， 前者のケースである. 後者は， トマスによれば，

神の働きに関しては三位一体の構造にのみ当てはまるものであって， 神の被造

物への働きには適用されない.

とはいえ， この前者のcooperatioの用法によって被造的世界に生じる事象

全てが説明し尽 くされるわけではない. cooperatioによって説明されるのは，

当の結果に対して被造物が神の媒介(medium)となってその働きを実行する

場合であって， 創造や聖化( sanctificatio)のように， 神が被造物を伴わずに

無媒介的な仕方で( immediate)結果を産出する行為はこの語の対象ではない

のである. それでは， トマスがこの前者のcooper atioの用法を説明する際に

念頭に置いていたのは， 具体的にどのような状況なのだろうか.

ところで， トマスがcooperatioを説明する際に挙げた「工作者と彼が用い

る道具」や「主人とその召使い」といった事例は， 我々が前節で見た， 神と自

然的作用者の関係を思い起こさせるものでもある. しかし， トマスにあって，

こうした事例は存在のレベルが異なる二つの作用者を説明する為のものであり，

それは神と自然的作用者の関係のみならず， 天使や人聞を含めた被造物全般と

神の関係を述べる際にも見出されるl九それゆえ， 我々はかかる事例からトマ

スが上記の 『ギリシア人を駁す』の中で意図している神と被造物の関係を即座

に言い当てることはできない. むしろ， この語の実際の使用例から明らかなこ

とは， トマスにあって， この語は思寵を通じての神と人間の関係に集中して見

られるということである1へトマスは言う. r我々は至福の原因が二様である

ことを考察しなければならない. 一つは神の側からである. つまり神の祝福で

ある. いま一つは我々の側からである. つまり自由意志に属するところの功徳

で あ る. す な わ ち， 我々は無 為 に過ごす の で は な く， 神 の 恩 寵 と 協 働

(cooper ar i)しなければならないのであるJ15)と. また， r人聞は作動的な恩寵
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を通じて， 神によって善を欲するように扶助されている. それゆえ， 前もって

目的が定められている場合には， 恩寵は我々と協働する(coo per ari)のであ

るJ16)ともある.

しかし， 上記の文脈にこの語が集中しているのには， いかなる理由があるの

だろうか. 更には， I工作者とその道具」や「主人とその召使い」といった同

じ事例の内に括られつつも， 神と自然的作用者の関係と思寵を通じての神と人

間の関係にはどのような相違があるのだろうか. 我々はこの問題に立ち入る前

に， r神名論註解』の一節を考察することで彼のcoo per at io 理解にもう少し耳

を傾けてみよう. そこでの議論の中心は被造的世界を構成する秩序(o rdo )で

あるが， トマスはその中で秩序を構成する為に必要な事柄のーっとして上位の

作用者と下位の作用者の協働(coo per atio )を挙げ， 一方が他方に協働すると

いう事態に更なる分析を加えている. 以下で， この箇所にしたがって見てみよ

っ.

トマスによれば， この世界の内に見られる多様な存在者は， それが物体的な

事物であれ霊的な事物であれ， 究極的には神の摂理という一つの秩序の下に包

含されている. 実にこの一見バラバラな諸実体の集合とも見える世界は， それ

らを究極目的へと導く神の摂理の下に含まれることで初めて本来の働きを果た

すようになるのである. その際， トマスは諸々の実体がその究極目的へと到達

する為には上位の作用者との協働(coo per atio )が不可欠であると言う. そし

て， そ う し た 協 働 の 内 に は， 高 揚( elev at io )・配慮( pro v iden tia)・守 護

(cus to dia)の三つの特質が見出されるとされる17) すなわち， 或る秩序の内

に含まれているところの下位の作用者は， 上位の作用者との協働を通じて， そ

の力がより高次のものへと引き上げられ， 慈育的に見守られ， そして， その力

が守護されているのである. そして， これらのことは上位の作用者が下位の作

用者に対して持つ力の卓越性に 由来するのである.

さて， ここまでで明らかとなったcoo per atio の特徴を簡単にまとめてみよ

う. すなわち， トマスがこの語を神と被造物の聞に置くのは， 上位の作用者の

意図を受けて， 下位の作用者がその働きの媒介(mediu m)として結果を産出
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するという場合であった. そして， そうした事態の背後には， 下位の作用者が

上位の作用者の持つ力によって， 高揚され， 配慮され， また守護されるという

三つの性格が隠れているのであった. それでは， 先に見た神と自然的作用者の

関係とは， 果たしてcooperatioが含意するこのような特徴を完全に満たすも

のなのであろうか. 我々は次に， この点を確認することにしよう.

4 自然的秩序と超自然的秩序

我々は前節においてトマスのcooperat ioに関する説明に耳を傾けてきた.

その作業を通じて， トマスが「一方が他方に協働する(cooperari)J と言う事

態の指す内実が或る程度明瞭なものになったと思われる. 我々が次に考察すべ

きことは， こうした cooperatioの持つ特徴を， 神と自然的作用者の関係と思

寵を通じての神と人間の関係とが共に満たしているかどうかを見ることであろ

う. それによって， トマスが恩寵を通じての神と人間の関係にはこの語を当て，

神と自然的作用者の関係にはこの語を当てないことの理由も明らかになるであ

ろう.

ところで， トマスにあって， 被造的世界は個々の可滅的な事物に至るまでそ

の一切が神によって統宰されているものとして説明される. それゆえ， 先に見

たcooperatioの二つの 性 格， す な わ ち， 配慮、( p rovid en tia)と 守 護(cus

todia)は， いかなる神と被造物の関係にあっても常にそれが満たされている

と考えてよい. 実際， 物体的被造物はその身が消滅することのないように常に

神からの守護を必要とするし， 霊的被造物もまたその意志が神から離反するこ

とのないように常に神からの守護を必要としているのである18) しかし， I高

揚(elevatio)Jという cooperatioの第三の性格はどうであろうか. それら二

つの性格と共に「高揚jという働きもいかなる神と被造物の関係にも適用され

ると言い得るのだろうか.

トマスは， 自然的事物の働きと人聞が恩寵を通じて為す功徳的な働きの性格

を次のように規定している.



22 中世思想研究5 0号

それゆえ， 我々は， 諸々の自然的事物にあって， いかなる事物も自らの働

きによって能動的な力を超え出る結果を遂げることはできない， というこ

とを目にするのである. むしろ， そこで可能なのは， 自らの働きを通じて，

その力に対比した結果を生ぜしめることだ けである. 他方， 永遠の生命は，

前述のことから明らかなように， 人間の自然本性への対比を超え出る目的

である. したがって， 人間は自らの自然本性的な能力によっては永遠の生

命に対比した功徳的な業を生ぜ、しめることは不可能であり， その為に恩寵

の力というより高い力を必要とするのである19)

トマスはこの箇所にお い て 事 物 が そ れぞれに持つ自然本 性との「対比

( pr op ort i o) Jということをキ一概念とし， 自然的事物の働きと思寵を通じて

の人間の働きというこつの働きの次元を区別している. すなわち， 自然的事物

は神によって賦与された形相をもとに， 何らかの確定された働きを行っている.

しかし， それは常に自身の自然本性に対応する働きであって， 神によって生来

的に賦与された能力以上のものでは有り得ない20) これに対し， 層、寵を通じて

の人間の功徳的な働きはこうした自然的事物の働きとは異なっている. それは

自然的事物の働きのように自身の自然本性と釣り合いのとれた働きではない.

というのも， 人聞が功徳的な働きを通じて希求するところの至福は神的な次元

への参入を意味するがゆえに， 我々の自然本性が到達できる領域を遥かに超え

出ているからである. それゆえ， トマスは， 我々がそうした至福に値する働き

を為すためには， 神の恩寵を通じてその自然本性を超えた状態にまで高揚する

( elev are)必要がある， と言うのである2九 トマスが恩寵についてよく述べる

ように， 恩寵とは人聞の魂を何らかの超自然的生命にまで高揚させる( elev are)

完全性を意味する言葉なのである. これら二つの働きは「自然的秩序」と「超

自然的秩序」という伝統的な用語を以って叙述することも可能であろう. 勿論，

恩、寵は或る意味で人間にとって自然的であるとも言えるから， 両者の聞に何ら

かの連続性があることは否定できない. しかし， 恩寵は喪失可能なものでもあ

るがゆえに， 両者はその秩序を異にするものとして峻別されねばならないので
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ある22) そして， elevatioということが神と被造物の聞で言われるのは後者の

次元なのである.

このように， cooperatioは， トマスにあって， 主に自然的秩序の世界を超え

た超自然的秩序に含まれる事柄を指す機能を持っている. 実際， そのことは思

寵に関する彼の著作のいたるところにおいて， supern aturaliterや excedere

facultatem n aturalemなどという言葉が見出されることによっても確認でき

る. また， こうした文脈でのcooperatioの使用は， 人聞が神の思寵を通じて

奇跡的な業や預言を行ったり， 祈りを捧げる場合や， 奉仕者(min ister)が

諸々の秘跡を執り行う場合にも見出されるのである23)

とはいえ， トマスにあって， 人間が神からの恩寵の授与を通じて超自然的世

界に参与を果たす際には， 常に神と人間の聞にcooperatioという語が当ては

まるというわ けではない. この語が主に神と人間の聞に認められるのは， 人間

自らもその働きに参与し得るような場面に限られている. この点は， 前節で見

た cooperatioの基本的な意味からも確認することができる. その際， 人間は

神によって動かされ， また自らを動かすもの(moven s et motum)として働い

ているのである. つまり， それが功徳的な働きの場面で あ る. それゆえ，

cooperatioが成り立つのは， 神と人間が共に働くものと呼ばれるような場面で

あって， 義化のような神のみが原因であれ人聞が完全に受動的な立場に立つ

場面ではないのである2へ

本節において我々はcooperatioの持つ特徴を神と自然的作用者の関係が満

たすものであるか否かという問いから出発し， 考察を進めてきた. 以上のこと

からこの間いに答えるとすれば， 神と自然的作用者の関係はこの語が含 む内実

を完全に満たすものであるとは言い難い. この語の持つ「高揚(elevatio)Jと

いう性格を満たすのは， 事物が自然的秩序の内でその働きを行う場面ではなく，

むしろ人聞が恩寵を通じて超自然的な秩序に参与を果たす場面なのである.

ところで， 自然的事物の働きと人間の功徳的な働きとは， そこに程度の差異

こそあれ， 神を第一動者とするという点では働きの構造を同じくする. とすれ

ば， 我々は神によって創造された同じ被造物相互間の働きが自然的秩序と超自
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然的秩序に区別される根拠をどこに求めるべきであろうか. 更に言えば， 神と

自然的作用者の関係と， 恩寵を通じての神と人間の関係との聞にはその在り方

を巡ってどのような相違が見られるのだろうか. 我々は次にこの点を確認する

ことにしよう.

5 人聞の自然本性と恩寵

トマスにおいて， 神はその知性の内にある何らかの理念をもとに被造物を

夫々に相応しい仕方で動かし， 個々の被造物に見合った究極目的へと秩序付 け

るものとして説明されている. その際， 神は被造物に摂理の遂行者としての役

割を与え， それらを動かすことによって被造物が自身のもとへと到達すること

を企図しているのである. こうした被造物の神への還帰という図式は， 被造物

の側からも説明可能である. すなわち， 被造物は全て自身の内にある自然本性

的な傾向性を満たす為に神との結合を求めている. それは上位の被造物のよう

に知性や意志の力を持たない下位の自然的事物にあっても変わらない. 下位の

諸事物もまた， 必然的な因果法則に従いその運動を繰り返すという自身の本性

に適った仕方で神を目指しているのである25) このように， 被造物は夫々に相

応しい仕方で神を目指しているのであるが， 理性的被造物たる人間の神への還

帰の仕方は下位の諸事物のそれとは大きく異なっている. 確かに人間は身体と

いう質料の内に創造された被造物である以上， 自然的世界の一部分として存在

している. その意味で我々は人聞を自然的事物( res n aturalis)として捉える

ことも可能である. しかし， 人間は， その本来的な規定からすれば， ただ他者

によって動かされることしか知らない自然的事物とは違い， その知性と意志の

能力を以って自らの行為を取捨選択しつつ神そのものとの結合へと向かうこと

ができる2へそこに自らの行為に対して支配権を持つ人間の卓越性があるので

ある.

こうした被造的世界にお ける人間の特別な在り方は， 神が被造物に注ぐ愛の

相違という点からも説明することができる. すなわち， 下位の自然的事物も，

その上位に位置する理性的被造物と同様に神の寵愛に与っている. 諸々の被造
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物は全て神が授 けるこの「共通的な愛(dilectio commun is) Jの下でその自然

本性的な存在を有している2九我々が第2節で見た神と自然的作用者の関係も

この次元において捉え直すことが可能である. しかし， 神の似像として， 諸々

の被造物において卓越した位置を有する人間にあっては， こうした被造物一般

に対する共通的な愛以上の「特別な愛( d ilectio specialis) J を以って永遠的な

善の到達へと引き寄せられているのである28) この意味で， 個々の人聞は神に

よって無条件的な仕方で( simpliciter)愛されているとされる.

しかし， 人聞は神からの特別の寵愛を受ける存在であるが， その本性的な働

きに神との協働(cooperatio)が成立しているわ けではない. そこで問題とな

るのは， 神とのIco-Jという次元の卓越性と共に， 人間の現在置かれた状態

である. 実際， 第 4節で見たように， 功徳的働きという神との協働の次元は被

造的本性を超えた永遠的善であるとされていた. しかし， 人聞は， その現在置

かれた状態を見る限り， 原罪によって堕落し， 今やその本性に完全に適合した

働きさえも出来ないほどに弱められているのである. それゆえ， トマスは人聞

が功徳という神との協働行為を為すために， 第ーにその墜落した自然本性の回

復が， 第二にそうした永遠的善を為すためにより高次の本'性へと導く恩寵が二

段階にわたって必要だと言う29) 換言すれば， トマスの規定上， 神と「共に

(co-) J 働くと言われる地平が聞かれることになるのは， 我々の自然本性， つ

まり存在そのものが思寵を通じて神的本性( n atur a d ivin a)を分有する限りで

のことなのである叫. 実 際， ト マ ス に あ っ て， 神 と の聞 に 生 ま れ る友愛

(amicitia)は恩寵の授与をその基礎に置くものであり， そこにおいて人聞は

「神の子( filius Dei) Jとしての生を新たに与えられるとも言われているからで

ある3九 つまり， 神と被造物とは総じて存在論的身分の異なるものであるが，

思寵を通じて人聞が神と協働すると言われる際， そこには人聞が自然的事物と

して括られる場合よりも遥かに近い神との関係が既に整えられているのである.

その意味で， それら二つの被造物， つまり自然的事物と， 思寵を通じて神と協

働する人間とは神に対して立つ地平を巡って大きな相違があるのだと言える.

以上において， 神とのIco- Jという次元が主に人聞を中心として与えられ
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ていることの理由が， そして， その際の神と人間の結びつきの特質が幾分か明

瞭なものになったと思われる. 最後に我々は， ボナヴェントゥラら同時代の神

学者の用法に反して， cooper atioという語を思寵の文脈に集中させることによ

って可能となったトマスの立場が合意するものをまとめてみよう.

6 結語:考察のまとめ

本稿では， cooper atíoという語に関するトマスの理解を考察することで， 彼

がこの語を用いる際に意図するのが思寵を通じての神と人間の関係にあること，

そして， この種の理解が ボナヴ、エントゥラらにはないトマス固有のものである

ことを明らかにした.

我々は， 以上の考察から， 冒頭で挙げた「何故トマスにあって cooper aioと

いう語は神と自然的作用者の関係に用いられてこないのかJという問いに対し

て次のように答えることができょう. すなわち， トマスのcooper atioという

語に関する規定からすれば， この語の持つ性格は神と自然的作用者の関係には

完全な仕方で合致することはない. この語が含 む内実は， 人聞が神からの特別

な愛を受 けて自然的な秩序を超えた領域にまで高揚する( elevar e)， 恩寵を通

じての関係において満たされるものだからである. そして， そこには思寵の授

与を通じて芽生えた神と人間の親密な交わりがあるとされた. それゆえ， 我々

が第2節で見た， 神と自然的作用者の関係についてのトマスの説明が両者の存

在論的身分の相違を強調したものであったということも， ここでの神と人間の

結びつきを考慮、に入れることで初めて理解することができる. 言い換えれば，

神と自然的作用者の関係についてのトマスのそうした説明は， 思寵を通じての

神と人間の親密な結び、つきを念頭に置いた上で為されていると言えるのである.

ところで， cooper atioという語を巡って区別されるこれら二つの神と被造物

の働きの関係は， 自然の世界と恩寵の世界の聞の区別をも示しているとも言え

る. 勿論， それら二つの世界に属する働きがその次元の異なるものであること

は ボナヴ、エントゥラら同時代の神学者らも一様に認めることであろう32) しか

し， それら二つの働きをこの語の内に共に包含してしまえば， それら二つの次
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元の相違は詰まるところ程度の差にしか帰されない. トマスは， この語を神と

人間のみならず神と自然的作用者の関係にも当ててしまうことになれば， それ

ら二つの秩序の隔たりを覆い隠してしまうことに繋がりかねないと考えたので

ある. そして， トマスはこの語が神との間で本来的に用いられる次元を恩寵の

場面に据え置くことによって， これら二つの働きの次元の相違を際立たせるこ

とに成功したと言えるのである.

2王

* 本論文は 第5 6回中世哲学会(2007年 11月 10日於広島大学) で の研究発表に 基づ

い ています. 発表や論文執筆にあたっ て貴重な 示唆や忠言を 賜った多くの方々， とり わ

け今年 1月に ご逝去された 長倉久子先生に 感謝申し 上げます.

1 ) 第一原因(c au sa pri m a) と 第二原因(c ausa secun da) は， 13世紀の思想界で 頻

繁に用いられた語であるが， これは被造的世界に生じる事象の原因， つまり神と被造的

作用 者のことを意味する. 例えば， 植物の生長の場面を考える際， その事象の原因は 当

の植物が生来的に有している力に帰されると共に， それを 根底から支え， 動かし ている

神にも婦されることになる. その際， 神が第一原因とされるのに対し， 植物は第二原因

とされる . また， 第二原因という語は， 人間の意志的行為を含めた被造的世界に起こる

事象一般をその対象とするが， 本稿では， この語の対象を主に自然的世界に生じる 事象

に おく.

2 ) 例えば 以下の箇所 が そうである. Al bert us， S. T. 1， t .  13 ， q. 65; Bon avent ur a， In 1 

Serzt.， d. 38， a. 1， q. 1， c.; Q. de scientia Christi， q. 4， resp . ;  O ckh am， In II librum 

Sententiarum Ordinatio， d. 42， q. uni c a; Petru s Oli vi ，  Lectura super Genesim， C. 7; 

Petru s Thom ae ，  Quodlibet II， q. 12， a. 1- 3; S cotu s， Lectura 1， d. 2， p .  1， q. 2 

3 ) 実際， 16世紀以降のトミストらはこのような意味で 第一原因と第二原因に関するト

マスの教説に cooper atio という語を 当ててきた. Báñ ez ， Scholastica Commωtaria， p .  

1 ，  q. 8， a. 1; D e  Molin a， Concordia， p .  15 2f .; Su arez， Diゆutationes Metaphy sicae， D .  22， 

C. 21. こうした 態度は現代の一部の中世哲学史家によっても引き 継がれているようであ

る. M .  Gr abm ann， Thomωvon Aquin. ( V erl ag Kö sel: A ufl age， 1949) pp . 121- 123; C .  

H ar t， Thomistic Met�戸hy sics. ( Englewoo d  Clif f， N .  J.: Pren tice-H al! ， 1 95 9); B .  L oner

gan， Collected Works 01 Bernard Lonergan， vol. 1. ( Toron to: Toronto UP， 2000) pp . 

3 03 -3 04; H .  M ayer， The Philosoρhy 01 St. Thomas Aquinas， tr . by F. E ckho ff .  ( St .  

L o ui s: B .  H er der Book ，  195 4) pp . 268- 271.彼らが cooper atio をトマスの教説に 当てる
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背景には， パニェス 主義とモリナ主義との聞の論争がある. すなわち， 神と被造物が 同

ーの結果に関わるという事態を考える際に， 16 世紀のドミニコ会土であったノfニェス

は神の pr aemotio を 主張したのに対し， モリナは両者の cooperatioを 主張した. 16 

世紀以降のトミストらはこうした枠組みの下でこの語をトマスの教説に 帰しているよう

に思われる. 本稿では， こうしたトミストらの解釈史については取り扱わな い.

4) In 11  Sent.， d. 1， q .  1， a .  4， c.; Q. de  potentia， q .  3， a .  7 ，  c .; S.  C. G. IU ， C .  66 -70; 

S. T. 1， q .  105， a. 5 ，  c.; III， q .  19 ， a. 1， c .  

5 ) 本稿では同時代の一部の神学者が用いて いる concu rsus という語については考 察 を

行わない. concu rsus 或いは concu rrere は， I合流j や「出合いj， I共に働くこと」な

どと訳され， 複数の原因が或る 結果の 生成の為に寄与することを意味する. In V 

Metaph.， 1. 3， n .  79 3; Contra errores Graecorum 1 ，  C. 23. Cf . ，  ]. Aerts en ， Nature and 

Creature， Thomas Aquinω's 11匂�y 01 Thought ( N . Y .: E .  ]. B ril l ， 19 88) p .  131. それゆ

え ， この語の意味は cooper atio と若干重なる部分がある. しかし， トマスにあって，

この語は主に被造的 世界に起こる偶然的な事象を表す際に使用されて いるように思われ

る. これについては， 以下の箇所を参照. S. C. G. III， C. 74; S. T. 1 ，  q .  47， a. 1， c. Cf .. 

]. -P. Torrell ， “N atu re e t  grâ ce chez Thom as d'Aqu in ， " Revue Thomiste ( 101) 2001， 

p. 200， n. 84; Boeth ius， Consolatione Philosophiae V ，  p. 366， 1. 43-p .  367， 1. 5 8; 

Bon aventu ra， 1:日11 Sent.， d. 37， a. 2， q .  3， c .  

6 ) この問題について ， 以下の詳細かつ明瞭な 研究を参考にした B . Sh anl ey， '‘ D ivine 

C aus at ion an d Hum an F reedom in Aqu in as ，" Amen'ιan Catholic Philosophical 

Quarterly ( 72) 199 8， pp . 101-111; }II添信介「トマス ・ アクイナスにおける神と第二原因

の関係j， r人文研究j(37) 19 85 年， 243-265 頁.

7 )  Q. de ρotentia， q .  3 ，  a .  7 ，  c .  

8 )  S .  c .  G .  III， C .  66; S .  T. 1 ，  q .  105， a. 5 ，  a d  2. 

9 ) 例えば， ボナヴ、エントゥラの 以下の箇所を参照. Bon aventur a， Breviloquium， p .  2， 

C .  12; Q. de scientia Ch門'sti， q .  4 ，  res p . ボナヴェントゥラは， 神と被造物の協働

(cooperat io) を ， 神 の痕跡(vestigiu m) ， 像(im ago) ， 類似(s imilitu do) と いう 被

造的 世界の三つの段階に合わせて考えている. そして， それら三つの段階に応じて， 神

の被造物に対する働きかけも 三様に区別される. すなわち， 痕跡にお いては， 神は自然

的 原理及び原因として働き， 像にお いては， 知性と意志の対象としてそれらの働きを促

すも のとして働き， 恩寵 による類似にお いては ， 功徳的行為を 達成させる為の超 自然的

賜物を注ぐも のとして働くのである . 長倉久子「ボナヴ、ェントゥラのイマゴ ・ デイ論に

ついて j， r中 世思想研究j(18) 19 76年， 49 頁.

10) ト マ ス が 用 いた聖書で は こ の 箇 所 は「我々は神 の 扶 助 者 で あ る(Dei su mus 

adiutores) jとな って いる. r第一コリント書』第 3章第9 節である. トマスによれば，

ここでの神の扶助者とは， 神の与える恩寵 を通じて ， 神の戒め(m an datum) を全うす
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る者という意味である. 神の与える戒めや指示の遂行ということは， 神と被造物の聞に

cooper atio が用いられる際に共通して現れる特徴 の一 つである. 5u戸er 1 Cor.， C. 3 ， 1. 

2; II， C. 6 ， 1. 1; ]. -P . Torrel l， 5aint Thomas Aquinas， S:戸iritual Master， tr . by R. Roy al. 

(Washington ， D .  c.: The Catholic Univ. of America Press， 2003) pp . 169-172 また，

上記の聖句に関して， トマスは好んで擬ディオニュシオスの『天上位階論』の一節を引

用しつつ， ["全 て の 中 で より 神的 な こ とは神の協 働 者にな る こ とである(omni um

òivinius e st Dei cooper ator巴m fieri)  J と言い換えている. このことはトマスが神との

[" co-Jという次元の卓越性を考える上での一機縁になっているようにも 思われる. Cf .， 

A lbert us， 51ψer Dぜonys抑制 de caelesti hierarchia， C .  3. 

1 1) この語の「神の業 の媒介となるj という意味での理解はトマス独自のものではない.

こうした理解は， 既にアウグスティヌスの中にも見出される. A ug ustinu s， De Civitate 

Dei XVI， C. 5.むしろ， 後述するように， トマスの独自性はこの語の内実を吟味し， そ

の文脈を限定したところにあると思われる.

12) Contra errores Graecorum 1， C. 23. 

13) hz 11 5ent.， d. 3 5， q .  1， a. 4， c .; 5. C. G. III， C. 100 

14) トマスの用語法を纏めたlndex Thロ削isticusには， cooper atio はその活用形を含め

て 399 の用例が網羅されている. しかし， その内の半数を超える用例が恩寵を通じての

神と人間の関係に集中している. 例えば， 以下の箇所がある. ln IV 5ent.， d. 24， q .  2， 

a. 1; Q. de veritate， q .  24， a. 10-11， et q. 27， a. 3， c .; 5. T.  I-II， q .  111， a. 2; III， q .  19， 

a. 3; III， q .  86， a. 5， ad 2 この種の用例は特にパウロ書簡に対する註解において顕著であ

る.

1 5) 5uper Mattha抑制， C. 2 5， 1. 3， n 目2096.

16) 5. T. I-II， q. 111， a. 2， ad 3.作動的恩寵が神のみを原因とし我々が完全に受動的な立

場に立 つも のであるのに対し， 協働的恩寵は神と人間の自由意志とが協力して働く場合

である. 後に第 5節で述べるように， 功徳的な働きを行うという場合にあって， 人間の

存在そのものを高揚させ義なるものとする作動的恩寵は， 協働的恩寵に先立って我々に

f動きかけている.

17) 51ψer de divinis nominibus， C. 4， 1. 1 ， n .  284目
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