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ものの真理

山 田 晶

1. トマスはその良理論のなかで， 知性の真理とものの真理と を 区別
(1) 

している。 ここで考察しようとおもうのは「ものの真理」の方である。 し

かしこの二つの真理は密接に関連しているのであるから， ただその一方だ

けについて論ずるわけにはいかない。 それゆえ「ものの真理」への関連を

有するかぎりにおいて「知性の真理」についても考察されなくてはならな

い。 そのためにまず， tlfÆの定義そのものから出発しなければならない。

トマスの日理論はいろいろな問題を含んでいる。 それらの問題を徹底的に

追求しようとおもうならば， われわれは或る意味でトマスの立場を離れな

ければならない。 しかし彼の立場を離れるということは， かならずしもそ

れを否定することではない。 それは， 彼の立場とは根本的に異る立場をも

比i度しうるような広い見地から， 彼の所論を見直す ことに外ならない。 そ

れは， 真理についての様々な思想の流れの中で(その流れは現在もなお続

いており， われわれ自身その流れの中にある)， 彼の所論の意味を考え直

してみる ことに外ならない。 これは是非ともやらなければならない ことで

ある。 しかしいま， そういう探究にまで踏みこむことはできない。 私はこ

こではトマスの所論に即して， それをできるだけ忠実に理解してゆくとい

う態度をとりたい。 勿論その過程にいろいろな問題がでてくる。 それらの

問題について， たとえトマス自身の解答を彼の本文のなかにみいだしえな

い場合であっても， もしそういう1/日題を出されたらトマスはどう答えたで

あろうかという ことを， トマス自身に即して考えてみたい。 それでもなお

未解決の問阻がのこる場介には， それを問題としてありのまま記述するこ
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とによって， 今後の州究の，i*題としたい。 このようにあらかじ め研究の態

度を定めた上で， まず彼の真理の定義の検討からはじめよう。

* この論文はトマスにおける「ラチオ」と「もの」の意味 の理解を目指して

大阪市大「人女研究』に発表された一連の論文. IT" トマス・アクイナスにおけ

るラチオの研究序説o! (12を4号， 昭36年). IT"命題の真理o! (14巻3号， 昭38

年). IFものとは{可かo! (15{主2弓， 昭39年) IT"個lとものo! (16巻1号， 昭40年〕の

あtftiをなし， Iもののrnljljの以究をとl、凶している。 ただし紙数の制限上， 本誌

にはそのlìíJ半のみを掲載する。

2. トマスは真理を「ものと知性との対 等J adaequatio r ei et i ntellectus 
(2) 

と定義している。 この有名な， 古来多くの論争と， またそれに附随する多

くの誤解を生んだ定義について， いま詳細に論ずる ことはできないが， 主

題との関連を有するかぎりにおいて考えてみよう。 まずここにいわれてい

る「ものJ í知性 Jí対等」 という三つのことばについて， それらがそれ

そ

まず「ものJ r民es とは何であろうか。 普通「もの」ときけば， íこの人

間J íこの机J íこの石」等のように， 自然や人聞の世界に存在 す る 或 る

一定の形をもった可感的物体が考えられる。 つまり可感的質料的実体とし

ての個物が考えられる。 たしかにそれらが「もの」であることにちがいな

いが， しかしトマスのいう「もの」は単にそれらのものにかぎられていな

い。 これらの物体が有している様々な属性も「もの」であり， そのはたら

きも「もの」であり， それらの物体がそこではたらきそこに存在する場所

も「もの」であり， 要するに何らかの仕方で実在すると考えられるものは

すべて「もの」なのである。 更にこのように実在するものは， トマスにあ

っては単に物質的なものにかぎられることなく， 非物質的で霊的なものも

やはりそのようなものとして実在すると考えられるから， 人間知性も， 天

使も， いや神すらも， トマスにあっては「もの」なのである。 更に実在す
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るのは， IこのひとJ Iこの十七日J Iこのはたらき」というように， それぞ

れ他のものから切り雌され独立に考えられたものだけではなく， I こ の性

質の このひとJ I このひとがこういうはたらきをしている」 等々の ことが

らも， それらが事実である以上， かかる「 ことがら」として実在している

筈であり， 従って， たとえば「ソグラテス」という個人， I坐っている」

という状態がそれぞ、れ「もの」であるように， Iソグラテスは坐っている」

という「 ことがら」それ白体， それが実在するかぎりにおいて「もの」で

ある。 すなわちトマスのいう「もの」は， 日本語の「もの」だけでなく，

また「 ことJ IものごとJ I ことがらJ IできごとJ I事態J I事実J I事件」

等々といわれるものをも包含している。 更にこれらはすべて， そ れ を み

る人間の外に存在しているが， トマスの「もの」は， 単に知性の外にある

もののみならず， 或る意味で);1l'1生の|付にあるものを含む。 すなわちものを

認識する人間知性は， それ自体ひとつの「もの」であるから， 従って知性

のうちにいだかれる外物の心象や概念、やまたそれについての判断等も， そ

れらが知性という 「もの」の認識という「はたらき」の結果として， 知性

のうちに成立している様態であると考えられるかぎりにおいては， やはり

「もの」なのである。 一このように， ありとあらゆるものを包含するトマ

スの「もの」の一般的特性は， それらがすべて何らかの仕方 で 「存在す

るJ es s eという ことである。 すべてのものは， 何らかの仕方で存在する か

ぎり「もの」であり， かくて「存在者」 たる「有J (エンス〕 と 「もの」

(レス〕とは， トマスにおい て は「ものとしてはJ s ecundum r em 同じ

であり， 相互に転換されうると考えられている。

3. 第二に「知性」とは何であろううか。 一「知性」といえばそれは

通常， 人間の有する高度の認識能力のことであると考えられる。 天使の場

介には， その知性そのものがその実体をなすとされる 。しかし、 こ こにいちお

う「知性」と訳された in tell ectus の意味は， 単にこのような知的実体や知

的能力にかぎられるのではなく， 時にはまた， その能力の活動としての認
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議11:川そのもの， またその作片jによって知性のうちに生ずる概念や判断を

も意味する。 このように intellectusが知的な実体， 能力， 作用等を意味す

るかぎりにおいては， それは前述されたように (2節)， それ自体ひとつ

の「もの」であって， Iもの」 に対立しそれに対等するといわれる意味で

の「知性」ではないの では知性はいかなる意味で「もの」と対立するので

あろうか。 知性のはたらきは認識である。 ものを認識するとは， 人 間 知

性の場合にあっては， 何らかの仕方でその「もの」を自分のうちに受取る

ことである。 知性によってその「もの」から知性のうちに受取られたもの

は， そのものの「概念J co nceptio といわれる。 この概念、は二つの側面を

有している。 一つは前述されたごとく (2節)， 知性の様態としての側面

であって， それは知性の認識作用の結果として知性のうちに成立している。

たとえば「馬」を認識する知性のうちには， その作用の結果として「馬」

の概念が生じている。 この概念、は知性という「もの」のはたらきによって

知性のうちに生じた様態として， それ自体ひとつの「もの」 であり， Iも

の」の領域に属している。 それゆえもしも概念が この「もの」としての側

面しか有していないとする な ら ば， Iものと知性との対等」 とは， 実は
本

「ものとものとの対等」に外ならぬ こととなるであろう。 しかし「概念」

が このような仕方で「もの」の領域に還元されつくした場合には， I対等」

ということもまたその意味を失うであろう。 なぜなら「対等」は， 後にみ

られるであろうように， 相互に区別されたこ者の聞に成立つ関係であって，

区別のないと ころには対等の関係もまた成立ちえないからである。 従って

「もの」のうちに「概念」が還元されつくすとすれば， それとともにまた，

両者の対等という こともその意味を失うのである。

キ n{t物論的な認識;命l'1， そのように考える。 すなわち真理の認識を物質とい

う「もの」の， 立識という「もの」における反映と解する。 トマスの真理論を

唯物論のそれと区別する本質的な点は， 彼が「もの」の領域に還元されえない

知性の領域， つまりラチオの領域をみとめるところにある。
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II 

4. し かし 概念はもうひとつの側l創を有し ている。 それは上述の作則の

側面に対し ， 内容の側面という ことができるであろう。 概念はすべて「何

かの」概念とし て， その「何か」をその内符とし て有し ている。 たとえば

概念とは「馬jの概念であり「石」の概念、である。 石を認識することは，

それが認識の作用であるかぎりひとつの「もの」であり， その作用によっ

て生じ た概念も， それがその作用の結果であるかぎり「もの」とし て考え

られるという ことは既に述べられたごとくであるが (2， 3節)， この作

用において認識されている認識内容とし ての石は， 実在する「もの」とし

ての石でないように， また認識作用の結果とし て生じ た知性の様態とし て

の概念でもなく， これらのものとは全く別の領域に属し ている。 勿論かか

る認識内容は， 認識作用に即し て成立するのであり， 従って認識の仕方に

応じ てその認識内容にもいくつかのありかたが区別される。 すなわち単純

に「ものJ の本質を把握する知性の認識作用に即し ては， 単純なものにつ

いての認識内容 in tellectus inco mplexo rum があるよう広， rものごと」に

ついての判断を形成する知性の認識作田に即し ては， 複合的なものについ

ての認識内容 in tellectus co mplexo rum がある。 また無数の判断が 結 合

し て一つの思想が形成されているとするならば， この全体的な思想を形成

する知性の作用に即し て， 思想内容ともいうべきものがあるであろう。 か

くし て， rもの」のなかに「もの」 があり， rもの」をつつむものが 「も

の」であり， すべてのものがひとつの「ものの世界」に包含されているよ

うに， この広大な「ものの世界」にそれ自体ー箇の小さな「もの」とし て

存在するにすぎない知性は， それにもかかわらずこれらすべての「もの」

に対し ， 認識という仕方でかかわりを有するかぎりにおいて， その広大な

「ものの世界」に匹敵する認識内容の世界を， すくなくとも可能的に自ら
(7) 

のうちに含んでいる。 知性のうちにひらかれる この広大な領域は， rもの

の世界」に対応するが，しかしそれ自体は決し て「ものの世界」に吸収さ



も の の 兵 制 85 

れることなく， rもの」 と区別された独自の領域をなしてい る。 ぞれ が

「もの」に対立し対等するといわれる意味での「知性」の領域である。

5. 次に「対等」とは何であろうか。 adaequatio は， 語原的にいうな

らば， f可か「に対してJ ad r等しいものJ aequale rになるJ adaequa r e  

ことである。 いまの場合， 対等とは， ものに対して知性が「等しく」なる

ことである。 では「もの」と「知性」とは， いかにして等しくなりうるの

であろうか。 既に述べられたような意味で(4節)， rもの」と「知性」と

が全く別の領域に属しているとするならば， 両者の聞には「等」という関

係は成立ちえないのではなかろうか。 なぜならば「等」という ことは本来

二者の比較において成立つ関係であって， 比較される二者は何らかの意味

で同じ 領域に含まれなければならず， 従って領域を異にする 「も の」 と

「知性」との聞には， 比較の余地がないと考えられるからで あ る。 こ の

疑問に答えるためわれわれは， r等」と 「同」とを区別し なければならな

い。 rもの」と「知性」とが等しくなるとは， 両者が完全に同ーのものに

なるということではない。 二つのものが完全に同ーとなるためには， 両者

は存在的に一つのものとならねばならず， そのため両者は同じ存在の領域

にあることを要するが， r知性」は認識内脊の側面から解されるかぎ り に

おいては， 前述のごとく(4節) rもの」の領域に属さないのであるから，

「もの」と「知性」 とが存在的に同ーとなることはありえない。 それゆえ

「もの」と「知性」との対等とは， 両者が認識において存在的に合一する

ことではない(或る神秘家たちは真理の認識ということをそのように解し

ているらし いが， そこには体験の内容と客観的事実との混同がみとめられ

る。 もっとも彼らは， 体験こそは客観的事実であると主張する で あ ろ う

が〉。 それにし ても， r等し くなる」ということは， やはり両者が何らかの

意味での同一性を共有することでなければならない。 「もの」と「知性」と

は， ではいかなる意味での同一性を共有するのであろうか。 それは「形」

fo rma における同一性であるの すなわち�;IWtはものの認識にお い て， も
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のの有し ている「形」を受取り， その形によっ て 自 分 自身を「形 づ け

る」のであって， その結果とし て知性のうちに生ずるのがものの概念であ

る。 この場合， ものと知性におけるその概念とがその「形」において共通

するならば， そのかぎりにおいて両者の聞に「対等」の関係が成立し てい

る。 それゆえこの対等は「もの」と「知性」とが「形において合致 す る」

co n-formar e ことであるという意味で， 1"合致J co nformitas ともいわれる。

ここで私はformaをば「形」といって， わざと「形相」という訳語を さ

けたのであるが， それには理由があった。 すなわち「形相」 と い え ば，

実体的形相であれ附帯的形相であれ， とにかく個々のものの形 が考 え ら

れ， それに対応するのは， 知性のうちにいだかれた単純概念の「形」であ

る。 勿論これも「もの」の形にはちがいないが， トマスにおける「ものの

形」は単にそれにつきない。 もし もものの領域に， つまり実在の世界に，

「ソグラテスは坐っている」ということが起っているとするならば， 1"ソグ

ラテス」という「ものJ， 1"坐っている」という「こと」にそれぞれ独 自の

「形」があるように， また「ソグラテスは坐っている」という「こと」そ

れ自体にも， 他の「こと」と区別された独 自の「形」がある筈である。 そ

してこの「こと」の有する形に対応するのは， 知性における「ソグラテス

は坐っている」という判断内容の形である。 そし て「ソグラテスは坐って

いる」ということの 「形」 に， 1"ソクラテスは坐っている」という判断の

「形」が合致するとき， 1"もの」と「知性」との聞には， 両者の対等 と し
* 

ての真理が成立っている。

本 知性の真理が， ものの単純本質を抱慢する知性よりも判断する知性におい

て第一義的に成立つといわれる理由もここにある。 判断する知性はものについ

て主穏となる概念と述語となる被念とを結合あるいは分離することによって一

つの考えを知性のうちに「形づくる」。 このようにして形づくられ知性の うち

に成立した判断内容の「形」が知性の外なる「ことがら」それ自体の「形」に

合致するとき知性は真である。知性のうちにこのように「形づくられたもの」
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の形が必ずしも「ことがら」のf形」と合致するとはかぎらない。 合致せぬと

きその知性は偽であるの これに対しものの本質を把捉する知性にあっては， 知

日は「もの」の本質によっていわば必然的lこ「形づけられる」のであってI�ら

「形づくる」のではなく， そこには「対等」よりむしろ「反映」の関係がより

多くみとめられる。 この問題について前掲論文「命題の真理j] 69-80頁を参照。

III 

6. さてこの「ものと知性との対等」 という真理の定義は， これまlで

いろいろな批判にさらされてきた。 まず第一にひきおこされるのは" fも

のと知性とのその対等を， ではどうやってわれわれは知ること が で きる

か」という疑flllであろう。 たとえば私が， 1ソクラテスは坐っている」と

判断し たとする。 その判断が真であるためには， 仁ものにおいてJ， すなわ

ち実在の世界において， 1ソクラテスは坐っている」ということが起って

いなければならない。 それゆえ私が， この判断の真であることを確認する

ためには， 私はこの判断を「もの」における事態と比較し て， それが事実

に対等し ているか否かをたし かめなければならない。 し かし それをたし か

めることはし、かにし て可能であるか。 私は「もの」についての自分の判断

を「もの」自体と比較するために， その「もの」について知らなければな

らない筈であるが， そのようにし てえられた「ものについての知」は「も

の」そのものではなくて， 実は「もの」についての私の判断にすぎず， 従

って私は「もの」についての私の判断を「もの」に比較するのだといいな

がら， 実は「もの」についての私のさきの判断を， 同じものについての私

のあとの判断と比較し ているにすぎないことになる。 一般に「もの」とそ

れについての私の認識との対等をたし かめるということは， 1もの 」自体

の認識がわれわれにとって不可能である以上， 不可能なことである。 カン

トによって指摘された， この真週の定義の含む矛盾は， まさにこの点に存
(10) 

し たので、あった。

7. このような疑問に対し ， われわれは， トマスの真珂の定義を強いて
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鰭護する必要はない'であろう。 むしろ次のように答えるべきではなかろう

か。 トマスがここに述べているのは真理の最も一般的な定義 で あ る。 そ

れは「真理とは何か」という聞いに対して答えられた最も形式的な答えで

あって， í真理はいかにして認識されるか」 という聞いに対する答えでは

ない。 「真理はいかにして認識されるか」という聞い， またそれに関連し

て， í認識された真理はそれが真理で、あることをいかにして検証され う る

か」という聞いに対する答えは， 別の箇所に探されねばならない。 それに

対し トマスの与えている解答が果して十分なものであるか否かも， また別

の問題である。 それは恐らく十分ではなかったので、あろう。 だから こそ ト

マス以後の哲学は， 真理の「定義」ではなく， むしろ真理認識のより具体

的な「方法」と「規準」とをもとめて， い っそう具体的な研究の方向に進

んでゆくのであろう。 デカlル トの「省察』は， このような方向への探究の

徹底的なひとつの試みとして， その探究の挫折そのものの意義をも含めて，

くめどもつきない哲学的意義を真理論の歴史のうちに有している。 カン ト

の認識論もまたデカル トの問題意識を継承し， その方向においてこの問題

を解明しようとしている。 しかしコギ トからレスへの通路をひちくことは

いずれにしても無理であり(その不可能なることを外ならぬデカル トの物

体の存在論証の失敗が証明している)， それにもかかわらずその立場を あ

くまでも貫こうとするならば， すべてのレスはコギ トのうちに解消せしめ

られねばならない〈これは トマス的にいうならば， íもの」 の領域を 「知

性」 の領域に解消することに外ならない〉。 それはちょう ど 前述の ( 3 

節)， í知性」の領域を「もの」の領域に解消する唯物論的見解と対蹄的な

一元化の方向である。 この二つの立場のいずれにおいても，íものと 知 性

との対等」ということはその意味を失う。 すなわち後者において「ものと

知性との対等」が「ものとものとの対等」に還元されたように， 前者にお

いてそれは「知性と知性との対等」に還元され， かくていずれの場合にも

「対等」はその意味を失う。 なぜなら「対等」とは， 木来ことなるものの
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聞に成立つ筈の関係であるからである。 そこでこの二つの道のいずれにも

属さない第三の道をとろうとするひとは， コギトとレス(トマス的にいう

ならば「知性」と「ものJ)とは， はじめから(つまり根源的に〕共通の場

のうちにおかれていると;与える。 その共通の場はコギトに対し「もの」の

真理を開示するいはば光のようなものであって， その光は「もの」の側か

らくるとも， コギト側からくるとも， あるいはコギトとレスとを含むその

根源的な場そのものからくるとも考えられる(ハイデッガーの真理論はそ

のような方向に進んでいるようにおもわれる〉。 これらの問題は， トマス

以後現代にいたる真理論の根本問題を形成する。 いまわれわれは この問題

に立ち入ることはできず， ただ問題を指摘するにとどめなければならない。

いずれにせよ， トマスがここに論じているのは， そういう真理認識の問題

ではなくて定義の問題であり， それも純粋に形式的一般的な真理の定義の

問題なのである。

8. しかしこれに対しては恐らく， 更に次の反聞が提起されるであ ろ

う。 「いかにして真理 は認識されるかJ， また「認識された真理はい か に

して検証されうるか」という問題に対し， 何らの解答をも与えないでおい

て， それより前に「真理とは何か」というような一般的形式的な問題を論

ずるのは無意味である。 いやそれどころか， 真理認識とその検証方法をあ

きらかにしないでおいて， それより前に真理の一般的定義を与えることは

不可能である， と。 それは果して不可能であろうか。 真なるものを探究し，

また自分のえた認識が果して真であるか否かを疑いたしかめようとするこ

とは， 真理の何たるかを少くとも一般的に知っていてはじめて可能となる

のではなかろうか。たとえばデカルトが「省察」において， 諸事物について

自分の有している知識を疑う場合にも，それが真か否かを疑うのであり，

真か否かを疑うとは，彩、によって知られているものが「実際に」つ ま り

「ほんものとして存在するか」を疑うのであり，このような疑いが起され

るためには， í真とはものをそのあるように認識することでああ」と い う
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こと， つまりトマス的にいうならば， 真とは「ものと知性との 対等で あ

る」ということが， それ自体疑うべか らざる こととし て承認されていなけ

ればならない。 更にまた彼が「われJ7う， われ在り」において確実な真理

をみいだし たと信じたのも， ここにおいて1)5"える」私と「ある」私との

完全な合致が明証的にみいだされたと考えられたからに外ならない。 ここ

にもまた「ものと知性との対等が真理である」という根本前提がひそんで

いるので必。 ー これを要するに， I疑う」とは「それは真か」を疑 う こ

とであり， Iそれは真か」 という問が発せられるためには 「真とは何か」

ということがあらかじ め知られていなければならない。 そのあらかじめの

知は， 前提的な知が一般にそうであるように， rそれは真か」と問うひと自

身にも， 明確にそれとし て自覚されてはいないかも知れない。 し かし 自覚

以前の根源的な仕方では既に了解されているといわなければならない。 そ

し て上記の真理の定義は， 自覚以前の根源的な前提知をば自覚的に表現し

たものに外ならない。 このような意味で， Iいかにして真理は認識される

か」を知る前に， I真理とは何か」を 一般的形式的に論ずることは決し て

不可能ではない。 ー更に， かかる定義への試みは無意味で・あるというひと

に対し ては， I意味とは何か」と反問されなければならない。 このような

真理の定義が， 具体的な真理の探究やその検証のために何の役にも立たな

いから無意味であるというひとは， I具体的な知識の発見や検証にと っ て

役立つもののみが意味を有する」ということを前提し ているわけであるが，

この前提そのものを意味づけているものは果し て何であろうか。 私の考え

によれば， このような形式的な真理の定義は， たし かに具体的買.理の発見

や検証にとって直接的には何の役にも立たない。 し かし 具体的真理の発見

や検証の方法の探究にあたり， そのような探究の方向を根源的に決定し て

いるものは， さきの貫工呈の定義(それをひとが意識し ているかいなし、かは

別問題とし て〉 に外ならない。 そのかぎりにおいて， この定義が具体的日

現の発見や検証にとって全く無意味であるとは， 決し ていうことができな
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L 、。 のみならず， かかる真理の定義をもとにし て， トマスにおいてはいは

ば真理の形而上学ともいうべきものが展開されてくる。 それゆえ形而上学

そのものの意味を全面的に否定するのでないかぎり， 真理の形而上学の基

礎をなす上記の定義を， 無意味であるということは決し てできない。

IV 

9. 真理は知性とものとの対等において成立つといわれる。 この 「に

おいて成立つJ co ns i s t e r e i nとはいかなることであるか。 それについて考

えてみよう。 一「において成立つ」とは， íのうちに実在する」とい う こ

とではない。 すなわち， 知性とものとが対ー等するとき， この対等のうちに

真理という「もの」 がものとし て存在するという ことではない。 真 理 は

「もの」ではなくてラチオである。 それゆえ真理が「知性とものとの対等

において成立つ」とは， この対等において真理のラチオが「成立つ」こと

である。 ラチオが成立つとは， ラチオが構成されることである。 真理のラ

チオは上記の定義からあきらかなように， í知性」と 「もの」という二つ

の概念をその構成要素にし ている。 し かし この二つの概念を単に結合する

だけで「真理」の概念が構成されるわけではない。 この二つの概念が「真

理」という一つの概念(ラチオ〉を構成するために， 両者は或る特別の関

係において結合せし められなければならない。 それは「対等」という関係

である。 ではこの関係において「もの」と「知性」というこつの概念は，

一つの真理のラチオを構成するために， それぞれどのような役割を演ずる

のであろうか

10. この間いに対し 理解の鍵を与えるの は， ものと知性との対等にお

いて， 真理のラチオは「形相的に完成されるJ fo rm al it e r pe rficitu r とい
(15) 

うことばである。 ものの世界において形相と質料との合成があるように，

ラチオの領域においても一つの完全な概念、が構成されるために， 形相的な

役割を演ずる概念、と， 質料的な役割を演ずる概念、とがあって， 後者は前者

によって完成せし められることによって完全な概念が構成されるのである
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と考えられる。 真理のラチオが構成されるにあたって， rもの」 の概念、は

いわばその質料的な側にあり， r知性の対等」 という概念、がそれに形相的

に附加されることによって完全な真理の概念が構成される。 それゆえに亘

理のラチオは対等において「形相的に完成される」といわれる。 ではその

場合「もの」の概念、はいかなるわけで質料的な役割を演ずるのであろうか。

ーそれは次のごとくにし てである。 亘理は， 知性がものをそのあるままに

受取って自分のうちにそのものに対応する概念をいだくときに成立する。

それゆえ真理のラチオは， ものをあるがままに知る知性の認識において完

成する。 このように真理のラチオは知性において完成されるのである。 し

かし単なる知性が真理ではない。 知性はものに対等することにおいてもの

の真なる認識をうるのであるから， 知性において真理のラチオが完成せし

められるためには， 知性がそれを認識するところの「もの」がなければな

らない。 それゆえ「ものの存在」ということは， 知性において完成される

べき真理のラチオの前提条件をなし ている。 これゆえに知性において完成

される真理のラチオは「ものに基づきJ fundatu r in r e，ものをその「基本」

fundam e n tum とし ている。 またこの意味において 「もの」 は真理のラ
(16) 

チオに「先行するJ p r aecede r eともいわれる。 このように「真理」のラチ

オの構成にあたって， rもの」 は質料的役割を演じ， r知性のものとの対

等ー」は形相的役割を演じている。 そし て一般に形相が質料を完成するよう
(17) 

に， 真理もまた「知性のものに対する対等」によって完成される。 真理の

ラチオが対等において「成立つ」とは以上のことを意味し ている。

11. し かしながら， ここで「もの」が真理の「基本」であるとか， ま

た「もの」が真理に「先行する」とかいうことは， あくまでもラチオの領

域においていわれていることであって， ものの領域においていわれている

ことではないという点を注意し なければならない。 「もの」 が真現に先行

するとは， 厳密にいうならば， rもののラチオ」が 「真理のラチオ」 に先

行す ることであ り， いいかえるならば， r真理ということが理解されるた
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めには， まずもってものが理解されていなければならない」ということに

外ならない。 それゆえ「ものが真埋に先行する」ということからして， か

ならずしも必然的に， íそれゆえものの存在が知性認識に存在的に先行す

るJ(唯物論的にいうならば， í存在が意識を決定するJ)ということは帰結

しない。 たしかに人聞の自然認識の場合には， 既に存在しているものを人

間知性は認識するのであって， íもの」の在存は知性認識に存在的に先行し，

そのかぎりにおいて「存在が意品を決定する」といってよい。 しかしかな

らずしもいつもそうであるとはかぎらない。 われわれがものを造る場合に

は， 却って反対に人聞の長11性認識 (つまりものを造る計画〕の方が 「も

の」の存在に先行するのであって， その意味で、意識が存在を決定する。 そ

れゆえ「存在が意識を決定する」という命題は， 人間生11性の場合において

すら， 決して絶対的な2275性を有していない。 ましてや万物を創造する神

の知性について考えるならば， 事情は逆転する。 世界は神の考える通りに

存在するのであるから， 神の知性についていうならば， í意識が存在 を 決

定する」こそは絶対に�当する命題となるであろう。 このように「もの」

と知性認識との存在的な先行関係は， いかなる知性をその場合考えるかに

よって変ってくる 。 しかしいま， íものが真理に先行する」といわれる場合，

この「先行する」は存在的実在的意味にとられではならない。 それはあく

までもラチオの領域におけることばとして理解されねばな らない。 すなわ

ち「ものが真理に先行する」 とは， íもののラチオが真理のラチオに先行

する」ことであり， それは 「真理」のラチオが理解されるために， その質

料的概念、構成要素としての「もの」の概念、がまずもって理解されていなけ

ればならぬということに外ならない。 ものの領域において， つまり実在的

に考えるならば， いかなる知性を中心に考えるかによって， íもの」 が知

性に先行する場合もまたその逆の場合もおこってくる。 またそれによって，

「ものと知性との対等」としての真理は， í知性がものに対等するJ ことに

よって成立する場介もあり， 逆に「ものが知性に対等する」ことによって



9. 

成立するJL){ìもありうる。 しか しラチオの領域において;与えるな らば， 認

調はつねに「ものの;E識」である以上， 1"ものがものの認識に先行する」

こと， 従ってまた， 1"ものが真理に先行する」ことは普遍的に真で あ り，

このことは神の事物についての認識についてす ら， それが「事物の認識」

であるかぎりにおいて， 妥当するであろう。

V 

12. 生11性がものをそのあるように認識するとき， 1"知性のうちに真理が

ある」といわれるが， この「においであるJ esse i n とはいかなることであ

ろうか。 一知性がものを正しく認識しているとき， 知性のうちには「もの

と知性との対等」としての寅理が成立 している。 そのとき知性のうちには，

その「もの」についての真なる認識によって生じた概念、ない し判断がある。

それゆえ知性が頁なる認識を有するとき「知性のうちにある」といわれう

るものが二つある。 一つは知性認識によって知性のうちに生じている広義

の 「概念」である。 すなわち知性が真なる認識を有するとき， 真なる概念

が「知性のうちにある」といわれうる。 もう一つは真理である。 すなわち，

知性が真なる 認識を有するとき， 真理が「知性のうちにある」 といわれ

うる。 このように知性が真なる認識を有するとき， 1"概念」と 「真理」 と

のいずれについても， それは「知性のうちにある」といわれうるのである

が， しかしこの二つの場合における「のうちにある」の意味は決 して同じ

ではない。 ではどのようにちがうのであろうか。 「真理が知性のうちにあ

る」といわれる意味を理解するために， まず「概念、が知性のうちにある」

といわれる意味を考察 し， それとの比較をこころみよう。

13. 既に述べられたように( 3， 4節)， 概念、は二つの側面を有してい

る。 すなわち作用と内容との側面である。 そして概念が知性のうちにある

といわれる場合は， 概念、はその作月]の側面か ら考え られている。 すなわち

知性が|もの」を認識するとは， 或る仕方でそのものの形を受取ることで

あり， 知性はその受取った形によって自分自身を形づける。 知性の， もの
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の形によるこの白己)仇点作!llが日ι識作用ごあり， この作用の結果としてね1

性のうちに成立している「形」が[もの」の概念(作用の側面からみられ

た) に外ならない。 この形は勿論J<n性のうちに独立的存在を有しているわ

げではなく， 知性の様態として存在している。 またそれは外界のそれに対

応するものが何か物質的なものである場合でも， 何か「物質的なもの」と

して知性のうちにあるわけでなく， 知性のうちに「知性的なもの」として

ある。 このように知性の認識作用の結果として知性のうちに成立する「概

念」は物質的なものとしてあるのでも独立の実体としてあるのでもないが，

それにもかかわらず何らかの「もの」として知性のうもにある。 なぜなら

ば， 前述されたように( 2， 3節)， 知性がひとつの「もの」 として実在

の世・界に存在し， 知性の認識作用が この知性という「もの」の は た ら き

としてそれ自体ひとつの「もの」であるとするならば， その作用の結果と

して知性のうちに成立している概念、も， その作用の側面から考察されるか

ぎりおいては， やはり一つの「もの」として実在の世界に属すると考えら

れるからである。 かくて， 知性が何らかの「もの」を認識するときそのも

のの「概念、」が「知性のうちにある」といわれる場合， それは知性という

「もの」のうちに概念という「もの」が「ものとしてある」つまり実在す

る r e alite r e sse ということを意味している。

14. これに対し， 1"真理が知性のうちにある」といわれるとき， それ

は真理という「もの」が知性のうちに実在する ことを怠味しない。 なぜな

らば「真理」はラチオであって「もの」ではないからである。 では真理が

知性のうちにあるとはいかなることであろうか。 それは知性のうちに「真

理ーのラチオがみいだされるJr atio ve ritatis in venitu r ということに外なら
(20) 

ない。 知性はそれが知性であるかぎりにおいては， かならずしも知性の目

理を有するとはかぎらない。 生[1'1生はものをそのあるように認識しているか

ぎりにおいて， かかる真理を有している。 なぜならそのとき知性のうちに，

「ものと知性との対咋J としてñflJ!のラチオがみいだされるからであ る。
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そしてこのように， 7，11性のうちに真mのラチオが「みいだされる」かぎ り

において， 真理は知1'1生のうちに「ある」といわれる。 それゆえ この場合，

「あるJ esseとは「みいだされるJ in ven iriことにタトならない。このように，

「知性のうちに真理がある」とは， I真理というものが知性のうちに実在す

る」 ことではなくて， 知性のうちに， その知性がものに対等するかぎりに

おいて， r['i..fIßのラチオがみいだされる」 ことに外ならない。

15. ではいったい「ラチオがみいだされる」とはいかなる こと で あろ

うか。 それは|矧良によって， ないし一般に何らかの感覚によって発見され

る ことではありえない。 ラチオは「もの」ではないからこれを感覚によって

とらえることは不可能である。 ラチオをとらえるのは， 人間のうちにある

ラチオ的なるもの， つまり知性でなければならない。 それゆえ， Iラチオ

がみいだされる」とは， それが「知性によってみとめられる」 ことであり，

つまり知性によって認知される ことである。 また このように知性のうちに

みいだされたラチオは， またその知性について述べられる ことができる。

かくて「知性のうちに真理がある」とは， 知性のうちに真理な る も の が

「実在するJ rea li ter esse ことではなく， 生11性において真理の ラ チ オが

「みいだされるJ in ven iri ことであり， 知性において真理のラチオが「認

知 さ れ るJ in tel ligi ことであり， また「真」という ことが 知性について

「述べられるJ p ra edica ri ことである。 「知性のうちに真理がある」とい
* 

う簡潔な表現は， そのうちに これら一切の意味を含んでいる。

* esse=intelligiといういわゆる観念論の根本命題は， これをラチオの領域に

かぎって考えるならば， トマスの立場においても妥当することである。 しかし，

いわゆる観念論の思想において， すべての「もの」の世界がラチオ の領域 に

吸収されつくし， あるいはこの二つの領域の限界があいまい化される点に， ト

マスの立場からの観念論批判が成立つであろう。 更にかかるあいまい化の根源、

は， 神の知性と人間の知性との混同にあると， トマスの立場から批判されうる

であろうσ
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VI 

16. 亘理が「より先なる意味においてJ pe r prius (以下これを「第一義

的に」と訳す〉知性においである， といわれている意味も， またここから

理解されてくるであろう。 上に述べられたように(14， 15節)， r真理が知

性のうちにある」とは， r真理のラチオが知性のうちにみいだされる」こ

とであり， r真ということが知性について述べられる」ことである。 従 っ

て「真理が第一義的に知性においである」 とは， r真ということは第一義

的に知性について述べられる」ということであり， それはつまり， r知性

について述べられるのが， 真ということばの第一義的な用法である」とい

うことに外ならない。 ではなぜかかる用法がその第一義的用法となるので

あろうか。 その理由は既に述べられたところよりしてあきらかであろう。

真理はものと知性との対 て手において成立ち， その対等は， 知性がものを正

しく認識するその認識において成立つのであるから， 亘ということは何よ

りもまず， かかる「ものとの対 等関係にある」 知性について述べられるべ

きであり， 従ってまた， 知性について述べられるのが「真」ということの

第一義的用法とされるのである。 この意味で、「真理は第一義的に知性にお

いであるjないし「みいだされる」といわれる。

17. しかしながらことばは， いかなる場合においても第一義的に そ の

ことばが述べられるそのものについてしか用いられないというわけではな

い。 かえって殆んどすべてのことばは， かかる第一義用法の範囲をこえて，

それ以外のものについても述べられるようになる。 ただしいかなるものに

ついても述べられるわけでなく(その場合そのことばは同名異義語(エキ

ポグム〉となってしまう)， 第一義的にそのことばが語られたものに 対 し

何らかの関連性を有するものについて用いられるのである。 たとえば「健

康」ということばは， 本来は動物について述べられるべきで あ り(rこの

動物は健康である」というように)， 従って動物についていわれるの が こ

のことばの第一義的用法であるにもかかわらず， その用法の範囲をこえて，
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「動物の健康」に対し何らかの関連性を有するものについても用いら れ る

にいたる。 たとえば「薬」は， それが動物における健康を生ぜし める原因

たるかぎりにおいて「動物の健康」との関連性を有し ， このかぎりにおい

て「健康」ということばは， íこの薬は健康的である」というように「薬」

についても述べられ， また「尿」 は， それが「動物の健康」のしるし たる

かぎりにおいて「動物の健康」との関連性を有し， そのかぎりにおいてこ

の同じことばは， íこの尿は健康的である」というように「尿Jについても

述べられる。 このように「薬」や「尿」について述べられる「健康」という

ことばの用法は， í動物」について用いられる場合のそれに比し て「より

後なる意味でのJ p er po s t er iu s (これを「第二義的」と訳す〕ものである。

さてここに「ことば」 についていわれたことは， その「ことば」に よ っ

て表示されている意味内容とし てのラチオについても妥当する。 それゆえ，

あることばが甲について第一義的に用いられ乙について第二義 的 に 用 い

られるということは， その「ことば」によって表示されているラチオにつ

いていいかえるならば， そのラチオは甲において第一義的にみいだされ，

乙においては第二義的にみいだされるということに外ならない。

18. い ま述べられたことは， í真理」のラチオにも適用されること が で

きる。 「真」ということばは， íもの」との対等関係における知性について

第一義的に語られる。 すなわち「この知性は真である」というように， 知

性について語られるのがことばの第一義的用法である。 これはつまり， 真

理のラチオが知性のうちに第一義的にみいだされるということに外ならな

い。 し かし「真」ということばの用法は， 他のことばの場合と同じく， こ

のことばが第一義的に適用されるそのものに局限されることなく， それを

こえて更に， その「真なる知性」に対し 何らかの関連性を有する他のものに

ついても， 第二義的な仕方で述べられるようになる。 ところで「もの」は，

前述されたように(10節)， 知性における真なる認識成立のための前提条

件として， すなわち知性において成立つ真理の基本fundamentumとし て，
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「真なる知性」に対して本質的関連を有している。 それゆえこの 「真なる

知性」との関連性のゆえに， I真」ということは 「もの」 についても述べ

られなければならない。 すなわち「真なるものJ res veraとか「そのもの

は真である」とかいうことが語られねばならない。 ただし それは， Iもの」

が「もの」とし てあるかぎりにおいてのことでは な く， I真なる知性」と

の関連性を有するかぎりにおいてのことであり， またかかる「真」という
(23) 

ことばの用法は， 第二義的用法であるといわなければならない。 かくて知

性との対等関係にある「もの」は， まさし くかかる関係にあるかぎりにお

いて「真なるもの」といわれ， またそのかぎりにおいて「真理」のラチオ

はその「もの」のうちにみいだされ， またそのかぎりにおいて， その「も

の」は真理を有するといわれる。 このような意味で「もの」のうちにみい

だされ， Iもの」において成立ち， Iもの」に属するところの真理が「もの

の車用J veri tas reiに外ならないのである。
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