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Prima Viaと世界の永遠性

一一一Subjectum Mobi1e一一一

東 光 寛 英

1. H. Meyer は とりあえず次 のように も云っている， I トマス・ アクイ

ナスは， は じめから首尾一貫して アリストテレス的 思考法に立ち， 意識的

態度において真正のキリスト教的 アリストテリカーとなり， ……此岸 の世
(1) 

界のアリストテレス的 考察の精神のうちに完全に日を送 っている 」 と。 こ

ういった一面をトマスの「神の存在証明」 の中で， その 出発点 とな っ た

Prima via (第一証明〉を素材にして， アリストテレスの 思想がどんな風

にトマスに導入されて 来ているかの一端を考察す る ことにす る 。 そこで ま

ず「神学大全 j C 1， q. 2， a. 3，R. ) の Prima via の全文 と， それに関す る

アリストテレスの原文を並記す る 。

2. Thomas Aquinas Aristoteles 

Respondeo dicendum quod 

Deum esse quinque viis probari 

potest. - Prima autem et mani

festior via est， quae sumitur ex  

parte motus. 

(1) 
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(a) 
C ertum est enim et sensu 

(h) 
constat， aliqua moveri in hoc 

mundo. 98Qa 27-28) 
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(II) 
(a) 

O mne autem q uod movetur， 

ab alio movetur ; 

(イ)
nihil enim movetur， nisi se-

cundum quod est in potentia ad 

illud ad quod movetur. 

(ロ) fláντεS ãlJf)仰TCOI !'OÛ εlðé-

ν α 1 6pi:roνrα 1  rþ ú uel. u 可μεî OIJ ð' 

奇riiW α lu向σωνår伽布。IS・(ibid.，

980a21-22) 

かす Tà ràp α luOη!'à πálJ!'αrþOd-

pE!' α 1 K α ì èν KIν唱。(1tσ!'Eν・(ibid.，

999b4-5) 

倒的 'ETCEt ð'奇併σIIJ p1νtuuv 

åpXカκr吋σω雪 印J μm:xßoÀ豹， 古

ðè μéOoðos和CIJπEptがσEφstuu， 

ðä 舛A α IJOáIJfIν rl èσu H.Eν可 UIS'

b α rKα ê O IJ  ràp årνooup1IJ7]S α Ú!'号E

årνoäuOα 1 Kα J 吋ν ψOσ tν. (Phys.， 

200b12ー15)

(ロ) td.8マμèlJ ràp奇cpÚUIS tν 

!'oêS cpuσIKoêS åpx�， Kα OáπEP KIνす

σEω S， Kα J奇PEμJ α Ç'， Öμω S  ð占CPUUI-

κbν奇κJνησIS' (ib id. ， 253b7-9) 

( II ) Proposi  tions : 

申込) リdπα ν !'Ò κIIJOÚμ ενoν ÚTCÓ 
(3) 

uνOS(úcp' érfpoU)åliár問κMêuO α 1.

(ibid.， 241b34， 242a49-50， 256 

a2ーの

(イ) �u ðlφplσT α 1 /5" Klli( Î!' α r  

!'ò  KIνητ6ν・!'oû !'o ð' turtli ðuνdμ(i 

KIνOÚμEliOν， OÚK tν!'(ÀExeEq， (ibid.， 

257b6-7 ) 
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movet autem aliquid secun

dum quod est actu. 

Movere enim nihil aliud est 

quam educ ere aliquid de potentia 

10 actum: 

de potentia autem non potest 

aliquid reduci  in actum， nisi per 

aliquod ens in actu: 

sicut calidum in actu， ut ig

nis， f acit lignum， quod est c a

lidum in potentia， esse actu 

calidum， 
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てòò主KC)) OÛ )) i)ðη主))正prdq lta τC)). 

(ibid. ， 257b9. ， Met. 1049b27) 

T 占òè íJυνdμfC dr; t))U.UXfC α ν  

3 α ÒEÇfC ，  (Phys. ， 257b7ーの

Eσ!"C)) Ò ' 奇 KE))ηa Cr; t))!'f}.éxu α 

κtνηroû 11!'fJ..�r;. (ibid. ， 257b8-9 ; 

cf. ibid. ， 201b31; Met. ， 1066a20 

-21 ; De anim. ，  417a16) 

奇roû ÒUν&μfC (jνrO r;  tνrfÀéXfC α ，  

iì rocoûroν， κJνησ Er;  ta rcν， (Phys. ， 

201 a10ー11; 201b4-5 ;  Met.， 1065 

b33) 

T今ν roûòυν&μ(i iì rocoûr・6))tσ!"C)) 

t))éprfC α )) J..ér ω d町σ tν. (Met. ， 

1065b16; cf. Phys. ，  251a9-10) 

l1â ràp tK roû òUliáμfC lJνr O r;  

rEr))fr α C rò t))fprdq ÔνbπÒ t))fP-

rdq (j))ror;， (Met. ， 1049b24-25) 

。(0)) rò tvfprdq (hpμbu ktνη!"C

KÒ)) roû òuν&μfC (hpμoû . (Phys. ，  

255a22-23) 

0(0)) 8 fpμ α E))fC rò 8fpμbν Kα J 

I)J..叫rf))呼r ò ltxoν r ò  dòor;・ (i・

bid. ， 257b9ー10)
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(ロ)
Non autem est possibile ut 

idem sit simt11 in actu et poten

tia secundum idem， 

sed solum secundt1m diversa: 

quod enim est calidt1m in actu， 

non potest simt11 esse calidt1m 

in potentia， sed est simul frigi

dum in potentia. 

I mpossibile est ergo quod， 

secundt1m idem et eodem modo， 

aliquid sit movens et motum， 

vel quod moveat seipsum. 

(b )(イ〕
O mne ergo q uod mov巴tur，

oportet ab alio moveri. Si ergo 

id a q uo movetur， moveatt1r， 

oportet et ipst1m ab alio moveri; 

et illud ab alio. 

Hic autem non est proc edere 

(ロ) wσ{}' äματ占 αÙ7:占κα7:àτ占

αb τ占(}fPPÒ)) ga7:α1 Kαì OÙ {}fpμ6ν. 

( ibid.， 257b10-11) 

àaúνα7:0ν効7:Ò αùrò αÚ7:占κtνー

oû))πdντ'() KIνfÎ))αùròαbT0・(ibid.，

257b2) 

正7rf[ ð' gνtαTαùræ Kαì òυνGμu 

καJ tν7:f}.fXd� Sσdν， oùX â!lα ò� 

号où Kαr(x rnαÙ7:Ó， iv).}.' 0/0ν{}fp-

f1Òν μ占ν占ν7:f}.fXd�ψ口XPÒν ò� òuνá

με1， (ibid.， 201a19 -22) 

àòúνα7:0ν8カ τbαbTbαbTbktν0・

υν π&ν7:'{) KW(Î))αùròαbτó. 'pé:POI7:0 

ràp aν/}}.OνκαE <pé:pOI r今ν αÙ7:カν

<pOp&ν，Eν6νκαè lÝ.roμ0)) 7:ép Ei' òu ， 

καì à}.}.01OÎ7:0 Kaì à}.}.OIOÎ， (i bid.， 

257 b2一心

(b)(イ) srrEÌ ò占 πaν 7:Ò KIνoúμωoν 

占νárκη /((νEÎa{)αt lJ7rd Ttν0<;;， M)) 

r[ U KIν号τα1 7:カνtν7:Óπψdνησtν

úrr' lf}.}.ou KI))Oυμé:))0υ，καì rr&}.I)) 7:Ò 

KIνOÛν b π
， 

lf}.}.ou κlliOυ片ν0日 KIν号

Tα1 KàKfÎνo ú<p' é7:épou KαJ&EJ oU. 

7α)Ç、，
" 'i' 、 《αναr KηfiναI rc 7:0 πpω7:0ν KIν-

。υν，

KαJμカ3αòE�ιrν fl� äπupOν・
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(ロ)
q uia sic non e sse t aliq uod pri・

m u m move ns; e t  pe r con seq uen s  

ne c aliq uod aliud moven s， q ui a  

moven ti a  se cund a non moven t 

nisi pe r hoc q uod sun t mota a 

pnmo move nte， 
(ノ、)
sicut baculus non move t nisi 

pe r hoc q uod e st motus a man u. 

(III) 
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(h) 
e t  hoc omne s inte lli gun t Deum. 

(ibid. ， 242 a49-54， 65-66， 256 a 

28-29， 2 37 bZff .; Me t.，1068 a33-

b6 ) 
(4) 

(ロ) È:KfêlJo<rò πpwroν>r卸κtνä

rò n).wrα Îoν， &).). ' oú roû ro rò 
《 ‘ " 、 【 ，πpωrOlJ， Kαt α νε υ μεν ro υ πpωro日

rò rdwrα ÎOlJ oú K iν 母 σ f i， È KfÎν o ð' 
" α νf U  rour ou， 

付 0(0 ν奇9α Kr可 p!α oú K iν骨afi

μカκilJOÛ νro r;; roû & liOp(d1r O U .(P hy s， 

256 a10-13; cf .  256 a6-8 ) 

(III) C onc1 usion : 

(a)ゆα νfp占 νro Eν υνeK TOÚ't，ων ört 

Eσriν ròπp(dr，ωEκtν oûν&κtνηroν ・

( ibid .，258 b4ーの

※ðiω p iσμÈ:lJων ðè ro úrωνゆα νf

pòv ðri & ðúvarov r占 πpiìJroν K(νOÛlJ

κα"( &KEν可roνltXf iv TiμérfO or;;.(ibid.， 

267 b17 ー19 )

※É1râ ðè ltaτtτi K iVOÛlJ αb τb 

&KEv"1)rov lJv， ÈlJfprdq lJlJ， roûro 

OÚK ÈlJð È:Xfrα i ä).). ωr;; ltXf iv oúð α -

μWr;; .(Me t.， 1072 b7 -8 )  

(b) final conc1usion; 

(イ) ð号).0 νiJ�・lfJ σπfpÈlJ r0 ð)'lp， 

θfòr;; Kα Jπ a ν È Kε2κtνfÎ・KilJfÎ ràp 
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πωEπ企νTα-rò èlJ奇μωθf'ioν・(E.

E.， 1248 a26-28) 

(ロ)仰舛ν 吋ròli OfÒIi flναt 

CfþOIi lxtðlOνliPU]'t"OIi， &S11't"f ，吋καJ

αJφνI1Ulif肪� ，，111 lxtðl� úrr:ápXfI 

rfþ Offþ・

roûro ràp ó OdJÇ. (Met.， 1072b 

28-30) 

3. 周知のように， トマスは神の存在証明において， IT"対異教徒大全J( 1. 

13)でもそうであるが， この 『神学大全』でもアリストテレスの運動論に

従い， 運動の面から論義を始めている。 上述の原文に見られるように， こ

の論議は大きく三つの部分から成 る。

(1) 出発点は

h oc m und o. " (この世界では運動があることは確実であり， それが感覚に

確認されるということ〉である。

(11)命題としては 申込)“Om ne autem q uod m ovetur， ab alio m ove

tur: " (運動はすべて， 動かすものと動かされるものとの関係があること〕

であり， (b)“Hi c autem non est proced ere in inf initum." (その関係系

列は無限に遡行しないこと〉である。

(III) 結論は (a)“Erg o  necesse est d evenire ad aliq uod prim um 

m ovens， quod a nullo m ovetur;" (究極の不動の動者に到達しなければな

らないこと〉であり， 最終的な結論として (b)“ et hoc om nes intellig unt 

Deωn." (これが神だと解せられるということ〉である。

Prim a viaの諭義の出発点が(1)で見 られたように， この世界で確実

，に捕捉されるというl意賄で感覚に訴え，しかも感性的世界の中で起り見 られる

運動を明証的な事例とし， そこから卒直に Prim a via が“m anif estiora
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via " としてとりあげられている。 このことに関しては，J. Owen s も云う

ように， トマス自身は Pr ima viaがなぜ man ife stiora v ia であるかの

説明を何ら与えていない。 もっともこれは 『神学大全』のもつ性格にでも

よるのであろうが，俗に『哲学大全」といわれる『対異教徒大全J( I，13)に「太

陽が動かされていることは， 感覚によっても明らかである」といっている

だけで， それ以上の説明はない。 これは一体どう 理解すべきであろうか。

もっとも， それについてJ. Owen s は， Pr ima v ia の出発点が質量の変

化と場所的運動の特殊 事例を 伴った運動一般であって， その方が感覚によ

って直接的に明証的でない実体的変移よりもはるかに一層明らかである，

と説明している。

「人聞は生命をもち， 感性的動物であり， さらに νo討をもっ」というこ

とについて 『デ・ アニマ」や「感覚と感覚されるもの」 に窺われる一種の

自然的・発生学 的な色彩をも含んでいるようなアリス トテレスの説明， さ

らに上述の原文の(1)(.納付)における「 動物は生来感覚をもって生れついて

いる」とか， (ロ)における「 凡ての人聞は本性的に知ることを欲する， その

証拠は感覚への親愛である」との説明が示すように， 感覚は人聞にとって

本性的原事実であることが 指摘されている。 この点 トマスは， 彼自身 がキ

リス ト教的立場であるとはいえ， アリス トテレスに従い， 11対異教徒大全』

(JI， 45ff .)や「神学大全J CI ，q. 75貸 . ) などで展開しているが， Prima v ia 

の“se nsus " の言葉もかかる背景を持っていることは否定しがたい。

(1 )(a，)付の「形而上学書』の言葉「すべての感覚的対象は消滅するもの

であり， 運動においであるものである」については， Ross もその脚註で

云うように「諸天と諸天体は消滅的でない」の訂正 を 要するが， しかしそ

れらも感覚的対象であり運動にあることは アリス トテレスの主眼点でもあ
(7) 

って， ここにアリス トテレスにおける感覚と運動との関係の一面が示され

ている。 けだし， アリス トテレスでは， 普通には， われわれの感覚によっ

て知覚する唯一の世界のみが存在し， この世界にあってはすべては個物で
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あり， 個々のものから成り立っている。 そして， 存在するものはすべて人

間の感覚によって知覚される個物 としてのみ存在する。 ここにアリストテ

レスが第二実体と区別して第一実体を主張する彼の特色もあるものの， 感

性的対象たる存在自身が運動するのみならず， 運動(，(Í叫(]l<;)または変移

(μerαßoJ..�)は， まずわれわれの感性的経験によって認められる事実である

が， 存在の点に関しては， 存在を自然として把え， 自然を運動として解 す

る点は 『白然学苫』の主題でもあった。 『自然学舎」の方に眼を転ずれば，

(1 )(b)げ)で「自然は運動及び変移の原理であって， われわれが自然を研究

対象とする場合， 述動が何であるかは無視してはならず， 運動に対する無

知は自然に対する無知であらねばならないJとあるように， アリストテレ

スにとっては， 運動の研究なしには自然過程の認識はあり得ず， 自然をそ

の活動及び性向において知解 することはできないのであるから， 自然は単

なる存在ではなく， 一般に動くものであらねばならなかった。 しかして，

運動は自然の典型的特徴ある事実であり， ( I ) (b) (，ロ)のように， í自然は，

自然学においては， 運動と並んで静止の原埋であるとおかれたが， 一層，

運動の方が， 自然に関して， そのものの自然・本性をあらわす も の で あ

る」とアリストテレスは述べ， 自然において運動を積極的な典型的な事実

としてとりあげている。 H. Meyer も云うように， 運動はわれわれの経

験の原事実， 世界と生の原所与に属するものである。 トマスは以上のよう

なアリストテレスの思想に従いながらも， みずからの立場から， 上述の原

文のように “a1iqua moveri in hoc mundo " (この世界における或るもの

の運動〕と言う。 しかし彼は「運動(κル1)(]l<;)Jという 語について， 変移

(μ釘αßoJ..がに対しての広挟二義， 形相と質料， 可能態と現実態に関して，

可能態から現実態へと， ::Jlô存在から存在への点、の方に意を向け， 運動自身

から存在 (esse)そのものに眼を注ぎ存在 (esse) そのもの生成に身を捧
(10) 

げる方向を辿ろうとする。 さらにトマスの「世界」の概念は， 世界は多数
(11) 

の実体から成り， 一つの実体それ自身ではなく， 世界は相互に関聯してい
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る有限的諸実体の体系であづて， それらと異っ たものではなく，
)

それら諸

実体の問に附梯秩序をおくσ このようにしてトマスはアリストテレスの思

想の感覚， 運動， 自然の綿に市いつつ，J .  Owensも云うように Albertus

Magnusに従い，自然の現象的成果を信じ，その成果は感覚において最も把

えられるものとし，運動が自然の主たる原理であることからして，これらの

ような原初的事実に，，'cむ， 人間に最も手近で明確なものとしての感性的経

験からrH発し， そこに Pr ima v ia のH'r発点を運動として把えたので・ある。

次に， Pr ima v ia の命題として， (IIJ(a) “Omne autem movetur， ab 

al io movetur; " であるが， これは主として 『自然''f:}::�のH巻， θ巻に従

い， この文rt1の “a lio " は成る立味で江5aに絶対的に与えられるもの自体

とは異った他の或るものを意味するが， 運動のこのような仕方についての

理由の説明が(IIJ�倒的以下のこととなる。 アリストテレスに従い， トマス

は可能態と現実態に基づき， 運動における動かすものと動かされるものと

の関係， 運動は可能態から現実態への転化であるとし， その立役 者は現実

存在であることを示し， 運動の定義を表示し， 運動の実例も呈示している

が， これもトマスがアリストテレスと同一であることの実例である。 (II)

(a) (吋のアリストテレスの原文は白己週間IJ (，ò αÙ'Ò αbdm νOÛIJπálJ'TJ KllJf(1J 

叫ゆαùr:ó)を問題とする部分であるが， これが「自然学書」θ巻， 第 4 ，

5章で詳しく 論ぜられ， それに沿ってトマスも「対異教徒大全」のPr ima

v iaの部分に該1する問所で1;命じていあが， Ir神学大全』のこの(ロ)の末文で，

“Im poss ib ile est ergo q uod，・…・叩lOd moveat se ipsum " という風にまと

めあげ， 自己における全体i'l'�な[']己運動を否定し， 運動における可能態か

ら現実態への転化を表示し， 全体的にみずからがみずからを動かすことの

不可能を表示している。 (II)(b)であるが， そのげ)の末文 “Hic autem non 

est pro cedere in inf in itum が， (b)の命題全体の主題をなしている。 (吋は

その主題の理由であるが， とれもアリストテレスに沿い， このような運動

の立場から は， 動かすものと聞かされるものとの系列の無限遡行は結局他



38 

，を動かす最初のものがないということであり， した がって「運動がある」

ということを説明するものがないことになるからだと説明し， 無限遡行を
(15) 

否定する。 付のトマスの実例は， アリストテレスの原文では， 人間， 手，

棒になっていて， それに従うものである。

(III)結論であるが， (a)の方で， 究極的な不動の動者が，運動の究極的原

因として， アリストテレスでは， IF自然学書」θ巻や「形而上学書.!l A巻で，

“r占π凶加J，I IUJ，lOÛJ，l <καè> èocl同roν〈αbr6>"となっている。(Þ)の最終的結論

の方で，Prima viaの末文では “ho c omnes intel1igunt Deum"となり，

アリストテレスの原文では，(Þ)(司の末文が示すように “roûro ràρÓ Of6<;" 

となっている。

このように見てくると，Prima viaは， トマスがアリストテレスの「自

然学書.J]， 主としてそのH巻， θ巻， さらに『形市上学書」のd巻， K:巻に

見られる運動諭を使用し， 単にその繰り返し， ないし全くそのままの再現

のようにさえ思われてくる。 もっとも， ここでは「神学大全』に即しての

み検討したのであるが， r対異教徒大全」では Primavia に該当する箇

所が「神学大全」のそれよりも一層詳しいとはいえ， 一見すれば上述と同

様な感じさえいだく。 しかし注意しなければならないことは， 上述の原文

のPrimaviaの末文が， アリストテレスのように “Ho c est Deus" とは

ならず， “intelligunt" の言葉を使用しているということである。 もっと

も『対異教徒大全J CI， 18)で， 11"神学大全」の第二証明に当る部分 で は

“Quae Deus est" となっているが，他の証明の部分はすベて “"di比ce釘rザe

あり， なお「神学大全」でも“nominare" C2a via)， “di ce re" C3a， 4a， 5a 

via)となって， “Ho c est Deus"とは断言していない。 このことは“Deum

esse"という命題に対する actus essendi の問題の点、からでもあるが， さら

にE. Gi1son が云うように， 五つの神の存在証明は， それぞれそれ自身

で充分ではあるが， それらが一つの全体を形成し， 相互に完成し合ってい
(16) 

る ということも正しく， またP.Fr. R. Gar rigou・Lag rangeも云うように，
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神の存在証明は 五つの道の合流点、に おいてのみ完成する とか， F. C. 

Copleston が云うように， 神の存在についてこの五つの道の証明を， それ
(18) 

につづく神の諸属性についての諸章 との連関において見る ところにある と

のこ とにも帰因し， そこに“intell igunt " の語を使用しているのである。 こ

のようにして， さしあたり Pr ima v iaに見られるトマスのDeus とアリ

ストテレスのb段々 との同一視を避け得る。 しかして， Pr ima v ia の論

議の手法は アリストテレスに沿いながらも， その結論のDeusはトマスの

信仰の神 と同一でなければならないが， トマス自身の立場では， Pr ima 

v la のDeus は， 完全に アリストテレス的なものを拭い切っている とは

いえず， 第二証明以下の展開を またねばならないこ と にもなる。 しかし

Prima v ia の Deus は， アリストテレスに比すれば， アリストテレスの

“Ó 8dJS" とは異っているしまた異っている といわねばならない。 その点は

P rima v ia の一つの問題 として， 次のこ とに関係している。

4. w'神学大全』の Pr ima v ia の箇所には全然あらわれていない一つの

問題がある。 即ち， トマスが以上のよう にアリストテレス の運動論に従っ

て「神学大全』の Pr ima v ia を成立させている とき， その成立根拠に問

題がある。 その点は主題的 には「対異教徒 大全j (I ，31伍〉などに出 ている
(19) 

が， 今， 問題 となるのは， �対異教徒大全Jl (I， 13)で， この Pr ima v ia 

lこ該当する箇所の末文で， 短文ではあるものの， 天体の 有魂性(an ima .

tum)， 世界の永遠性 ( aetern itas mund i) の拒否， となっている という

こ とである。 けだしアリストテレスでは， その運動諭を限閃する場合， コ

スモス 的運動の永遠性から世界の永遠性への問題が「自然学書」θ巻，

『天体 論J A巻， B巻， さらに「形而上学 書Jl A巻で諭ぜられているが， そ

のこ とが 吋πp(jj1:0νKIνOÛIi åKl問1:0ν への契機 となっている。 もっ とも，

ここでは「形市上学書Jl A巻の神学篇を中心 とするアリストテレスの諸著

作の年代著作における文献'判杓与，;正は， 一応， 巧・!意外 とする。 しかしてア



40 

リストテレスでは， 究極の不動の動者， ひいては神の成立根拠として， 運

動の永遠， 天体の有魂性， 世界の永遠性があるが， 11神学大全』の Prima

via では全く抹日iされている。 この点について]. Owensは， 1アリスト

テレスのこれら原典:二前提されている世界の永遠性と天体の有魂説は忘れ

られないが， その省略はかえってトマスの神の存在証明を勢い付けている
(20) 

にすぎない」と述べているが， この問題点を一層明らかにするために， と

りあえず， アリストテレスの運動論における運動の永遠性と世界の永遠性

についてのトマスの解釈 を見て， Prima via の成立根拠の一端の 理解に

努めることにする。 しかし， この場合， 1世界の永遠性」の 方に のみ焦点

を絞って， 1天体の有魂性」の方は論外とする。

5. 1常にゆd)運動があったし， すべての時を通じて， 常に未来にもあ

るだろう」とのことについて， 11自然学書』θ巻， まず， 第1， 第2章で

論ぜられ， 1何が永遠なる〔αtðtOν)運動の始源であるか」 に対して， 1そ

れは自己の外部にある何ものによっても動かされないものである」と示さ

れ， 1何が第一の運動であるか」に対して， 1それは場所的運動である」と
(22) 

述べられ， θ巻， 第9章では， 円運動が第一の場所的運動であると記され，

「何が永遠なる運動のみであり得るか」に対しては， 1場所的運動のみが永
(23) 

遠であり得る」といわれ， 同巻， 第 8 章ではそれが円運動であると語られ，
(25) 

第5， 6章で， 第一の動かすものは不動であることが主張され， さらに，

最終章の第1m;>:で， TÒπp針。ν"'J;OÛJ; åKl叫roνの性格が論述されて， アリ

ストテレスの「自然学書」は第一の不動の勤者を確立することによってそ

の頂点に達し， そして， このものを一種の有魂性と見ざるを得なく なるの

であるが， とにかく こ のようにして宇宙論的永遠性が語られている。 この

ような思想が「形而上学汗J A巻， 第6， 7， 8 J'ii:でも展開され， そこで

は第一の不動の勤者に魂(νOÛS)を導入することによって， 神の概念、を成

立させている。 第一の不動の動者， 世界の永遠性， 神のアリストテレスの
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忠、怨の展開を考察するとき， 今問題としている世ー界の永遠性は運動の永遠

性を前提とし， それを1-1'，発として相互の密接な関連を物語っている。 『自

然q:/:Jθ巻U�11;1:で， 運動の永遠1ft:を問題とするところで， アリストテ

レス自身が云うように， 世界の構成 ， 生成， 消滅に関しての与ー察は， 自然

哲学者の関心事であり， その考察は運動がなければ存在することは不可能
(26) 

である。 こ のようにしてアリストテレスでは， 世界の構築， 世界の永遠性

は運動なしには考えられていない。 E . Zeller も云うように， アリストテ

レスがその一連の著作で形式と内容上プラトンに結合しているとしても，

しかし彼は， その中にすでにイデア諭への攻撃と世界の永遠性の確信をも

たくわえ， またD. ]. Allan も云うように， アリストテレスは過去と未
(28) 

来における世界の永遠性を強調している。 アリストテレスにとって世界の

永遠性は疑い得ないものであったし， r自然学書』に窺われる論理的展開

は， 世界の永遠性は運動の永遠より出発していた。 このことに関する主論

点は， まず主として 『自然学書」θ巻第1章， 第2主主に向わねばならない

が， 運動の永遠性は二つの命題を含んでいる。

(1)奇 κJ町σ，') áâ奇ν καJ
(29) 

(2)奇KhJ1}a，') áâ g町α'.

トマスは， 上述の二つの命題の中， 就中(1)の方にはげしく反論をよせて

いる。 当面の問題としてこの点だけを論及することにする。 なぜなら， (1) 

の命題が否定されれば運動の永遠性はもはや維持できず破壊されてしまい，

したがって世界の永遠性もトマスでは拒否される こ とが理解 されるからで

ある。 この(1)の命題は， トマスが『自然学??注解 j (咽.Lect .2)で指示する

ところによれば， 両面から論ぜられる。 即ち， げ)運動(motus)くそのも

の〉の面からと， ('ロ)時間(tempus)の面からである。 げ)の運動の函では，

トマスの注解としては， さしあたって運動における「基体J(sub jectum) 

が問題とされ， (吋の時間の商では， r今J r前後」が問題とされている点を

中心として考察し， トマスにおける世界の永遠性の拒否についての理解に
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努める こ とにする。 しかし(ロ)は別稿 に 議り， 本稿ではげ)に論点を 集中 し，

当面の問題点の 理 解に努めたい。

6. トマスの 「自然学苫注解J (咽， Lect .2)では， トマス はアヴェロエスと

対 陣 し， 仔)の運動の面に おいて， アリストテレスの指示 する「 す べての運

動に要求される基体(sub jectum)Jをめく。って， 普遍的産出(productio

u niversalis) に おける 普遍的原因( causa u niversalis) 即ち究極的な 普遍

的 能動者(primum agens u niversale)， 特殊的産出( productio parti cu

laris) における特殊的・能動原因( causae agentes parti culares)， 第一質

料(materi apri ma) を論じているが， 全体的 存在の始源の認識 (princi 

pium totius esse cognoscere) について は， トマスはアヴェロエスに 抗 し，

プラトン やアリストテレスに 好意のある 解釈 の態度 を 示 しているし， i'能

力論JI (q.3， a.5)でも一層そうであるが， しかし『神学大全dl ( 1 ，q.44， a .2)， 

さらに 「能力論J (qムa .17) では， その態度 が 失われているという ように，

一見すれば， トマスの プラ トンやアリストテレスに対する態度 の 矛盾， 乃
(30) 

至あい まいさがある ように見えるが， こ こでは こ の こ とに 触れず， トマス

の 包括 的な全体的立場から先きの 「自然学古注解』を 中心とし， 上述の(1)

の命題のトマスの解釈 に伴う「 世界の永遠性」の否定を見 る こ とにする。

トマスは(1)の命題の &Eèか の論議の 前 に， まず κJνησI�そ の も の の

“esse" それ自身を 問題とする。 一体， 運動(motus) にはすべて， 動かす

側からも動かされる側からも基体が必要であ り， 褒移 (mutati o) にして

もそうである。 こ の ような運動や変移 に基づいて 事物(res) が 生ずるの

は， 特殊的・能動者に よる特殊 的産出である。 しかし「 存在 そ の も の」

(ipsum esse) が生ずるのは運動や変移 に よらず， したがって 基体を要せ

ず， 普遍 的原 理 に よる普遍 的産出である。 前者の産出は 全 く の 非 存 在

(penitus no n-esse) からではないが， 後者 のそれは「 全くの 非 存在」 か

らである。 こ の よろ な 普遍的産出 の 能動者は普遍的 存在荷(ens universa-
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le)である Deus(神〉であって， 神 はその産出の普遍 的原因で、ある。 し

かして両者の産出において fi eri とか fac ere とかいわれでも， それは同

語異義的 (ae quivoc e) であって， 特殊的産1-1'，の “fi eri " とは “fi eri par ti 

culari " だとトマスは呼び， 両者の産出を区別している。「 存在そのもの」

は「事物の究極的始源 からの流出J(emanatio a primo prin ci pio)による

のであると云い， しかもその流出は「或る意味の単的・絶対的流出( quae -
(.11) 

dam si mplex emanatio) Jである。 この流問は「創冶J(crea tio) の名に

よって示されるものである。 創造・は to tum esse ， すなわち i psum esse 

のみにかかわり， to tum esse の始源 はDeusである。 to tum esse の創造

は， 全くの非存在からであるが， それは単に非存在の後に存在という意味
(33) 

のものではない。「非存在」も或る意味では可能態であるので， í全くの非存

在」ではない。「 全くの非存在から」とは“ex nihi1o " であり， それは“ex
(34) 

materia " でもなく， “ex ali quo " でもなく， “pos t ni hi1um " でもない。

J .  Gred t が示すように， 被造的 能動因は無からの創造ではなくて， 前 存

的基体から結果を産出する。 即ちその運動は形而下的 褒移 ， ないし「或る

基体から」と「或る基体において」生成することを意味する。 創造者の神

の因果性は無からの創造であり， 前 存的基体の何らないところからの産出

であって， その運動は形市上的 変移 であって， 単的・絶対的に「 なしっか

ら単的・絶対的に「ある」への運動である。
〕

アリストテレスにあっては， 一切の考察の前 には質料の永遠性がある。

しかしその質料の存在それ自身の原因は第一動者とはいわれない。 第一動

者は欲求されるものであり思惟されるものであって， その限り第一勤者は

目的因であり， 形相に関しては形相囚であり， それが運動や働らき を規定

する限りで動力因であり 能作因であると考えられているが， 質料の存在そ

のものに関しては原因ではない。 したがって， 第一動者は他のもろもろの

存在そのものの存在因， 創造者ではなJZ〉
トマスは， アリストテレスを合

めて古代の自然哲学者の共通意 見たる「無からは何も生じなし、」に対して
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は， こ の考えのドでは質料の恒常性が必然的にいわれるものとなり， そこ

から世界は常に連続的であったと主張されると述べているが， このことは

結局HIー界の永遠説の問題点をトマスが示していみものである。 ト マ ス が

「自然学書j主解j cvm， Lect .2)のrllでとり扱っているが， rr対異教徒大全』で

も説明するように， 古代自然哲学者のこの共通意見の妥当性に関し， 個々

の活動， 世界のすべての自然的変移に対してはi'j定し 真理だとしているが，

全体的存在 (totum esse) の持遍|川原岡に対しては誤謬であるとしている。

けだし第一質料は運動の sub jectum primumであるの トマスでは， 創造
(41) 

によって神こそ第一質料の存在原因である。高IJìilは先在的 質料がなく前在

的基体をも合まない“ ex ni hilo " である。 その前置詞“ex " は， H.Meyer 

が云うように， 世界成立を「先在的質料から」とする古代的 意味に対立す

るものであり， かかる質料の「拒否J (Negation)を表わし， その質料の

「防止J CAbwehr) を合意し， 同時に， 牝階秩序の契機(Ordnungsmo ・

ment) を合意している。 なぜなら， 神が創造によって存在 (esse) を措定

し， 存在を受容する事物を措定し， それら事物の存在は神からの分有によ

るものだからである。 しかして， 全体的存在， 存在の全体， 存在である限

りの存在， 存在そのものの産lI'，は， その普遍 的原因である神によるもので

ある。 したがって， このような神によって他のいかなるすべてのものも存

在をは じめるのであって， 常に存在したのではない。 それゆえ， 神を除い

ては， いかなるものも常には存在しなかった。 神のみ永遠にCab aeterno) 

あったのであるの このようにしてトマスでは運動の永遠性， 世界の永遠性

は拒否されることになる。

T. Prima via は， 3に既述したように， アリストテレスの『自然学 書」の

主としてH巻， θ巻， �'形市J'.午:JI::jのA巻， K巻に見られる運動論を使用

しているが， E. Gi lsonも云うよう に ， 単にその繰り返えしでもその再現
(�6) 

でもなくて， むしろそれらの書の綜合であり， J .  Owens も云うように，
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トマスはアリストテレスの運動論の外的構成とその手法を使用しているが，
(17) 

その禄式の中にトマス自身の形而上学的智念、を読み込んだのである。 今ま

で論述して米たように， Prima via の成立根拠を考究して見ると， トマ

スはアリストテレスの論議が運動の永遠性， 世界の永遠性に基づいている

ことを知ってはいたが， しかし少しの時時もなくそれらを捨て去り， アリ

ストテレスの基礎根拠を存在の産出の方に移行させ， その新しい基礎の上

に， 全く可能態なき最高の実体に到達する仕方で， その"正明を築き上げよ

うとしたのである。 その意味では， トマスは述勤自身を目的としたのでは

なく， 存在に一層身を捧げたのである。 そこに， トマスでは， 迎動の永遠

性は無関係なものとして見倣され， 運動は永遠であれ永遠でないにせよ，

その存在そのものが問題となり， 1"ある 」ということそれ自身(ipsum esse) 

と「ある」の因果性がトマスの興味となったのである。 このような一層形

市上学的地盤の下に Prima via が成立し， それが1%�二説明以降へ引き渡

されて行く。

E. Gilson によれば， 運動による可能態と現実態における「神の存在証

明」は， まずイギリスのスコラ学者Adel hard de Bat h に再現し， その

完全な形がAlbertus Magnus に見出 されたが， それは， Albertus Mag

nus が Petrus Lombardus を附加し且つそれを疑いもなく Moses Mai -
(48) 

monides から借りたものである。 また H. Meyer によれば， トマスはア

リストテレス的 神論をキリスト教的眼で見， アリストテレスをアウグステ

ィヌス化したので、あって， アウグスティヌスをアリストテレスイヒしたので‘
(49) 

はない。 さらに Prima via それ自身についてこのような点を見ると， H. 

MeyerとA. Fremantle によれば， Prima via はアリストテレスに基づ

いて構成し， アラビア哲学者達， Moses Maimonides， Albertus Magnus 
(:，0) 

から引き継いだものである。 これらのことからして， Prima via は単なる

アリストテレスの運動論の模倣ではなく ， Prima via の成立根拠はアリス

トテレスとは別の根拠， 即ち運動の永遠性や世界の永遠性を拒否する創造
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の「神J (Deus )である。 しかして Prima via の結論は， 再びその「神」

の存在(Deum ess巴〕に立ち還っている。 これは一見すれば単なる循環論

のように見えるかもしれない， しかしそれは論理的循環論や petitio prin

c ipii といわれるべきものではない。 それは こ のような論理学的概念では

律し切れない， きわめて形而上学的な智念に基づいた要素と形市上学的論

理構成が地盤となっていることを洞察しなければならない。
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