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存 在 と 真 理

山 田
日
日目

1. íすべてのものは， それらがあるかぎり， 真なるものである。 J om -

nia sun t ve ra， inq uantum sunt.一一ーこれはアウグスチヌスが， ネオ・ プ

ラ トニズムから継承した真理で、ある。 彼はプラ トン派の人々の書物をよ み，

そのすすめに従って自己の内奥にわけいり， 魂の奥底に魂をこえて不変の

光をみ， その光のもとにこの真理をさとったのであるといっている。 とこ

ろでこの命題について， 次の問題がおこる。 一一ーそもそも「真」とは何を

意味するのであろうか。 「あるものは， あるかぎり， 真である」 とするな

らば， íある」ということと「真」 ということとは， 全く同じ意味なので

あろうか。 もしそうであるとすれば， 上記の命題は， íあるものは， ある

かぎり， あるものである」という空しい同語反復におちいるであろう。 そ

れゆえ， 上記の命題が何らかの意味を有しうるためには， í真」 とし、うこ

とと「ある」ということとは， 何らかの意味でことなるのでなければなら

ない。 しかしその反面， もしも「あるもの」と[真なるもの」とが「もの」

として secund um rem ことなっているとしたならば， íあるものは， ある

かぎり， 真である」ということはできなくなるであろう。 すべてあるもの

は， あるかぎり真であるといわれうるためには， すべての「真なるもの」

は， すべての「あるもの」と同じ「もの」でなければならない。 なぜなら

「あるもの」のほかにはいかなる「もの」もありえないからである。 それ

ゆえ「真なるもの」が「あるもの」とことなるとするならば， それはこの

二つの名称によって表示されている意味の上で， すなわち概念として se

cund um ratio n em ことなるのでなければならない。 ではこの両者は， 概
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念、的にどのようにことなるのであろうか。

2. アウグスチヌスの「ソリロキア」は， この問題についての探究の一

つのこころみであったとみることができる。 この書のなかで彼は， 1"真と

はなにか」という問題を捉起している。 そのさい彼にとって， 1"あるもの
(2) 

は翼なるものである」ということは， その探究の前提をなしている。 しか

し「あるもの」が「あるもの」といわれずに「真なるもの」といわれるた

めには， 1"ある」ということと「真である」ということとは， すくなくとも

概念的にことなるのでなければならない。 しかし単にことなるというだけ

であってはならない。 「あるものは， あるかぎり， 真である」 ということ

がいわれうるために， この両者は密接に関係づけられているのでなければ

ならない。 すなわち「あるもの」と「真なるもの」とは， 概念的にことな

りながら， しかも概念的に不可分の関係にあるのでなけれ;まならない。 そ

れはいかなる関係で、あろうか。一一アウグスチヌスはその[羽係を， 認識の

うちにみいだしている。 すなわち広い意味における 「みるJ vid e re とい

うことのうちにみいだしている。 「あるものは， ぞれがあるように， みら

れるかぎり， 真なるものである 。」すなわち 「真なるもの」 とは「みられ

るようにあるもの」なのである。 たとえばそれが石と 「みられJ， しかも
(3) 

それが石で「ある」場合， それは「真なる石」である。 このように， 1"真」

と「ある」との関係は「みられる」ということ， 一般に認識のうちにもと

められている。

3 . しかしながら， ここにあらたな問題がおこってくる。 もしも「真な

るもの」とは「みられるようにあるもの」あるいは「あるようにみられる

もの」であるとしたならば， 更にまた， 1"あるもの」と 「真なるもの」と

が同じものであるとしたならば， そのものがみられない場合はどうなるで

あろうか。 その場合は， そのものは「嘉なるもの」ではなくなり， したが

ってきた「あるもの」でもなくなり， 結局存在しないということになるで

あろう。 たとえばここにTある」石は， それが私によって石であると「み
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られ」ているかぎり「真の」石であり， 従って[存在している」が， 私が

その石から眼を転じてそれをみないならば， それとともに真でもなくなり，

i足ってまた存在しないことになるであろう。 あるいはまた， 地中深く埋も

れた石は， おそらく永遠に何者によ ってもみられないであろうから， それ

は「頁なる石」ではなく， 従ってまた存在しないということになるであろ

守。 もしもこのように， Iある」ということが 「真である」 ということと

全く同じことを意味し， しかもその「真である」 ということが， そ れ の

「みられる」ということに全く依存しているとするならば， 一般に「みら

れないものは存任しない」という結論におちいるであろう。 またこの結論

をさけるために， たとえものはみられず， 従ってまた真で、はなくても， 存

在するかぎり存在するのだと主張されるとすれば， Iある」 ということと

「真」 ということとの必然的関係は断ち切られて， I真」ということは，

「あるもの」がたまたま或者によ ってみられたという偶然的動機によって

生ずる， その「あるもの」にとって全く偶然的な属性のひとつにすぎない

こととなるであろう。 このいずれの結論をも， アウグスチヌスは絶対にみ

とめることができない。 なぜならば， たとえそれをみる者が一人もいなく

ても， Iあるもの」はあるかぎり 「真なるもの」 としてあるのであって，

従って地中の石も， それが石として 「ある」かぎり， I真なる石」でなけ

ればならないからである。

11 

4. かくてアウグスチヌスは， I真」の概念の探究にあたっ て， 二つの

動かしがたい前提のあいだにはさまれて， 動揺しているよ うにおもわれる。

一つは， I真」は「あるもの」が 「みられる」 ことにおいて成立つという

こと， つまり， I真」は認識にかかわる概念であるという前提であり， 一

つは， すべてのあるものは， あるかぎり， 真であるという こと， つまり，

「翼」はすべての存在にかかわる概念であるという前提である。 このこっ
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の前提が両立しがたいものにおもわれるのは， íあるもの」を 「みる者」

つまり広い意味での認識者が， すべてのものをみることができないという

こと， つまり， 認識者が有限で、あるということにもとづくのである。 すべ

ての「あるもの」が「真」であるためには， íあるものJ �;:l:すべてそれら

があるがままに何らかの認識者によ ってみられていなけれぽならない筈で

あるが， そのよ うにすべてを， 同時に， あるがままにみることのできる認

識者というものは， すくなくとも此世には存在しない。 かくて「真とは何

か」という一見きわめて 自明な問いは， Ifソリロキア」の探究において，

ついにアポリアにおちいり， í真とはあるところのものである」 という，

きわめて不完全な答において， 放棄されてしまう。 しかしこの答が当時の

アウグスチヌス 自身によ ってすら， 決して完全なものと考え忘れていなか

ったことは， 同書の文面からしてもあきらかにうかがうことができる。

5. しかしながら， かかる解答の不完全さのゆえに， Ifソリロキア」の

価値はひくめられるものではない。 むしろ， 真理と存在という重要な問題

に真向うからぶつかり， この問題の含む問題性の核心をつかみ出し， それ

に光をあて， その解決の方向を指示したところに， この書の不朽の意味は

存するであろう。 この書における探究によ って， アウグスチヌスがあきら

かにしたことは二つある。 (1) íあるもの」が「真なるもの」となるために，

「みる者」が介在しなければならないということ。 つまり， íみられるよ

うにあるものが真なるものである」とするならば， íあるもの」が 「真な

るもの」となるためには， íある」ものを「ある」 よ うに 「みる」者とし

ての認識者がなければならないということ。 (2)およ そあるものが， あるか

ぎり真であるだめには， ありとあらゆるものを， 同時に， それらがそれぞ

れあるよ うに， íみる」者が存在しなければならないということ。 ーーも

っともアウグスチヌス自身はこの(2)の方を， 積極的な仕方で述べているわ

けではない。 むしろ『ソリロキア」においては， そのよ うにありとあらゆ

るものを同時にみることのできる者は存在しないという否定的な結論にか
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たむき， そこからして， 真理の定義は放棄されているのである。 すなわち

アウグスチヌスは， すくなくとも表面的に観察されるかぎり， [fソリロキ

ア」においてほ， 頁理の定義のこころみに挫折しているのである。 しかし

この挫折の意味は重要で‘ある。 なぜならばこの挫折によ ってアウグスチヌ

スは， 彼自身それを意識していたか否かは別問題として， いわば逆説的;二，

「すべてのあるものが， あるかぎり真である」ということが， 根拠をもっ

て主張されうるためには， Iすべてのものを， 同時に， それらがまさにあ

るよ うに， みている者が存在しなければならない」ということを証明して

いるからである。 そしてこのよ うに， Iすべてのものを， 同時に， それら

がまさにあるようにみている者」 こそは， アウグスチヌスが「ソリロ キ

cJ の巻頭において， それに対して祈った「真四なる神J Deus veritas す

なわら， Iおよ そ去なるものが， それにおいて， それによ って， それを通

じて真となる」 ところの神でなければならなかった。 「すべてあるものは，

あるかぎり， 亘なるものである」という根本命越は， それが， Iあるもの

は， あるかぎり， あるものである」という無意味な同語反復におちいらな

いためには， Iすべてのあるものを， 同時に， あるままにみている者」 と

しての， 真理そのものなる神と関係づけられねばならなかった。 すなわち

「みる」ということは， 人間がみることではなくて， 神がみるという意味

において， 理解されなければならなかった。 ありとあらゆるものは， 神が

それらのすべてをみているがゆえに， またみているかぎりにおいて， 立な

のである。 それゆえ， Iすべてあるものは， あるかぎり， 真である」 とい

う命題は， その背後に「すべてのあるものをあるがままにみている神」を

前提してはじめて， 有意味となりえたので、ある。 アウグスチヌスがこの真

理を， 神の光のもとにさとったということも， ここからして理解されるで

あろう。 IT'ソリロキアJにおいて{皮があきらかにしよ うとこころみたこと

も， 結局はそのことだったのであろう。 しかし， すくなくとも「ソリロキ

ア』において， それの論証は完成されていなし、。 その探究， すなわち真理
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の定義のこころみは挫折している。 しかしわれわれはむしろその挫折のう

ちに， この書の独創的な意義をみとめるべきであろう。

III 

6. ["ソリロキア』において提起された問題との関連においてみられる

とき， トマスがその「真理論」巻頭においておこなっている「あるもの」

と「真なるもの」との関係についての考察は， いっそう深く理解されうる

であろう。 トマスがそこにおいて， í真理とは何か」 という問題を提起す

るとき， その第一異論として， �--'ソリロキア」におけるアウグスチヌスの

「真」の定義 (それはアウグスチヌス自身にとって， 決して満足なものと

考えられていなかったことは既述のごとくであるが)， すなわち， í真なる

ものとはあるところのものである」をあげ， これをもってその「真理論』
(7) 

を開始しているのは意義深い。 トマスはこの定義を， 単なる異論として無

下に斥けるのではなくて， かえって「あるところのもの」を「真理の土台」

funda m entum verita tis としてみとめ， その土台の上に， 彼の真理論を構
(8) 

築しているのである。

7. ところでアウグスチヌスが『ソリロキア」において， 真理の本質の

探究のために立てた二つの根本前提， すなわち， (1)あるものはあるかぎり

真.であるということと， (2)真理は「あるもの」どそれを認識する者との関

係において成立つということとは， 二つながらトマスによ ってそのまま継

承され， 彼 自身によ る真理論の基礎となっている。 すなわち(1)あるものは

あるかぎり真である 。 一一「あるもの」以外にはいかなるものもありえな

い。 それゆえすべてのものは「あるもの」のうちに包含される。 ところで

「あるもの」は， それらがあるかぎり真なるものであるのだから， およ そ

あるところのものは真であり， 真ならざるものはありえない。 ここからし

て， Iあるものは， あるかぎり， 真である」という命題はa トマスにおいて

は， Iあるものと真なるものとは置換されるJ ens et veru m convertun tur. 
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という命題に定式化される。 その意味は， Iあるもの」はすべて真であり，

逆に[真なるもの」はすべてあるのであるから， したがって「あるもの」

という名称によ って指示されている[もの」と， I真なるもの」という名称

によって指示されている「もの」とは， Iものi としてはsecund umrem 

全く同 じであるということである。

8. しかしながらもしもこのよ うに， Iあるもの」と 「真なるもの」 と

が全く同じであるとするならば， この二つの名称は同義語となるのであろ

うか。 もしも同義語であるとするならば， Iあるものは， あるかぎり， 真

なるものである」という命題は， さきにも述べられたよ うにくi節)， Iあ

るものは， あるかぎり， あるものである」ということに帰するであろう。

かかる空しい同語反復におちいることのないために は， Iあるもの」とい

う名称と「真なるもの」という名称とは， たとえこの両者が究極的に指示

している「もの」そのものに関しては同じであるにしても， それぞれの意

味している 「概念j， すなわちラチオにおいてはことなるのでなければな

らない。 かくて， Iあるものと真なるものとは置換される」 といわれる場

合， Iあるもの」と「真なるもの」とは「ものとしてはj sec und um rem同

じものであり， だからこそ両者は置換されるのであるとしても， し か も

「あるもの」という名称の示す概念と「真なるもの」という名称の示す概

念、とは， I概念としてはj secu lld um ra tio nemことなるのでなければなら

ない。 両者の概念はしかし， ただことなるというだけであってはならない。

両者が置換されうる概念であるためには， この二つの概念、の聞には何らか

の密接な関係が存するのでなければならない。 それはいかなる関係であろ

うか。 また， Iあるもの」といい， I真なるもの」というとき， これらの名

称によ って意味されているのはいかなる概念であるかということが， 次に

問題となる。
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IV 

9. この探究において， トマスの考察は， アウグスチヌスの根本前提を

継承しながら， それをより深い次元で， かつより普遍的な仕方で論理的に

基礎づけている。 まず第ーに， íあるもの」という名称は何を意味するか。

すなわち「あるもの」という名称によって表示されている概念、内容は何で

あるか。 一一一これに対してトマスは， 知性が最初にとらえるものが「ある
(10) 

もの」であると簡単に答えている。 この場合， r最初にJ primo とは， rあ

るもの」ないし「ある」ということが， 人間の知性によって， いわばデカ

ルト的明証性をもってまず最初にとらえられるということを意味するので

はない。 「あるもの」が「最初に」とらえられるとは， すべての認識の根源

に， rある」 の了解がすでに存在するということにほかならない。 意識的

具体的に認識されるものは「この人J rこの石」であるかも知れない。 し

かし「石があるJ r石である」といわれうるために， rこの石J rこの人」

の具体的認識の根源に， それに即して， rある」 ということがすでに了解

されていなければならない。 またそのような「ある」の了解は， それを了

解するその人自身にとっても， きわめて漠然としており， デカルト的明断

判明な認識とは正反対に， もっとも不明瞭なものであるかもしれない。 し

かしこのように， その了解が不明瞭で漠然としているということは， その

「あるもの」の了解の根源性， つまりその意味で「最初」であるというこ

とを否定するいかなる根拠にもならない。 却ってそれは， その了解の根源、

性を証明するであろうe なぜなら人聞の認識は， 可能態から現実態へ， よ

り混雑したものから，より判明なるものへとすすむのであるから， 最も混雑

した「ある」の認識こそは最も「最初のもの」つまり根源的なものといえ
(11) 

るからであ る。 一一ーそのような意味において， rあるもの」は何よりもま

ず最初に知性によってとらえられるのであり， 従って「あるもの」の概念

とはいかなるものかと問われるならば， それはただ「あるもの」だと答え

るよりほかはない。 「あるもの」 は， すべての概念よりまず最初にとらえ
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られる概念として ， それ自体， 根源的な概念、であり， 他の概念、はこの根源

的概念への問加によって えられ， また附加によって 限定され て ゆ く が，

「あるもの」の概念は， まさしく「それに」附加されることによって他の

すべて の概念がえられて ゆくその「もと」なる概念として ， それ自体は何

ものに附加きれた概合、でもなく， したがって ， これをより根源的な概念に

還元して ゆくという方法によってその意味を理解してゆくみちはとざされ

て いる。 あたかも第一基本命題がそれ自体として いかなる他の命題によっ

て も証明されることができないように， 根源、的概念、たる「あるもの」は，

これを何かより根源的な概念にひきもどすことによって 了解することがで

きない。 「あるもの」は「あるもの」 として受取るべきであり， 事実われ

われはこれを「あるもの」として 受取って いるのである。

10. したがって IHなるもの」が「あるもの」と 「もの」としては同じ

であるにもかかわらず， 概念的にことなるとするならば， I真」という概

念、はこの根源的概念、たる「あるもの」へ， 何らかの概念的附加をおこなう

ことによって えられるのでなければならない。 では「真」は「ある」に何

を附加するのであろうか。 一一一この点に関しでもトマスは， アウグスチヌ

スの基本的思想、を継承している。 すなわちアウグスチヌスにおいて ， I真

なるもの」とは， それを「みる者」によって ， ぞれがまさしくあるように

みられて いるものであると考えられた。 「真」とは， その 「あるもの」 が

それを「みる者]との関係においてとらえられるとき成立する概念であっ

た(2節〕。 トマスもまた同じく， I真」ということを， Iあるもの」 とそ

の認識との関{併も理解しようとする。 しかしぞの場合， アウグスチヌス

において は， 認識者の有限性ということが， このような仕方で真理の概念

を探究して ゆく際の蹟の石となった。 すなわち此世の中には， すべての

「あるもの」を， 同時にそれがあるままにみることのできる者は存在しな

い。 したがって認識者との関係において「真」を定義しようとするならば，

真ならざる「あるもの」が存在するというか， それとも知られざるものは
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存在しないといわなければならない。 またもしも「あるものはすべて真な

るもの」 という主張をどこまでも貫こうとおもうならば， 1"あるもの」と

「真なるものjとを媒介すべき「みる者」を排除して， 1"あるもの」と「真

なるもの」とを短絡させなければならない。 『ソリロキア」 におけるアウ

グスチヌスは， このジレンマの聞を動揺しているように思われる。

V 

1 1. トマスは， 1"あるものはすべて真なるもの」および「真なるものはあ

るがままにみられたものjというアウグスチヌスの， 1"あるもの」と「真なる

もの」との凶係についての恨本前提を二つながら保持しつつ， アウグスチ

スのおちいったジレンマを切りぬける。 そのために トマスは， 1"魂は或る

意味ですべてのもので あるJ a nima est q uodammodo omnia. というアリ

ス トテレスの命題を援用する。 「あるもの」は上述のごとく (9節)， すべ

ての概念、がそれに還元され， またそれへの附加によってえられるところの

根本概念であり， 1"真」の概怠もまた， この「あるもの」 という概念への

何らかの附加によってえられるのでなければならない。 「あるもの」は， そ

れがそれ自体としていかなる観点からみられるかにより， また他の「ある

もの」 とのいかなる関係のもとにみられるかにより， さまざまなラチオの

もとにとらえられ， それぞれの場合に応じてそれぞれことなる概念が， し

たがってまたそれらの概念を表示することなる名称( unum， res， al iq uid ， 

etc.. . . .うがえられるのであるが， そのうち「真」なる名称は， ある特別の

ラチオのもとにあたえられるのである。 すなわち「あるもの」はそれに適

合ないし合致 co nvenireする「あるもの」との関係においてみられるかぎ

り， 或る特別のラチオをうる。 しかしかならずしもすべての「あるもの」

が， 他のすべての「あるもの」と合致の関係にはいりうるわけではなく，

そのために或る特別の性格を有するところの「あるもの」が存在し， ただ

それのみがすべての「あるもの」との合致の関係にはいることができる。
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その特別の「あるもの」とはすなわち「魂」にほかならなν。 このことを

上記のアリスト テレスの「魂は或る意味ですべてのものである」という命
([4) 

題が示している。 そもそも魂は， 感覚と知性というこつの認識能力をもっ

ている。 しかるにすべての「あるもの」は， 1"感覚されうるもの」 である

かそれとも「知性認識されうるもの」であるかのいずれかである。 それゆ

え魂は少くとも可能的に， すべての「あるもの」を感覚ないし知性認識す

ることカミできる。 ところで認識するとは， その認識者と認識されるものと

が合致することである。 魂があるものを現実に認識Lている場合には， 魂

はそのものと合致しており， そのものと魂の間には「対等J a da eq ua tioの

関係が成立している。 そのかぎりにおいて， 魂のうちには真なる認識が成

立し， 認識されているその「もの」は， この認誠との関係において 「真
(15) 

なるもの」といわれる くこの点については前号;こ述べられた〉。 そしても

のは認識されているかぎり認識者と一つになっており， 或る意味で、認識者

7こる魂は， 認識されているその「もの」であるといえる。 魂がこのような

仕方で認識するものは， 現実的には或る特定の一つの「もの」にかぎられ，

すべてのものを同時にこのような仕方で認識することはできない。 しカ〉し

すべてのものは， 「認識されうるもの」 である以上， すくなくとも可能的

に魂と合致しうるものであり， したがって魂はこのかぎりにおいて， 「す

ベてのものでありうる」ものである。 かくて魂は， それがすべてのものに

対して認識の可能性を 有しているかぎりにおいて， 「或る意味において」

q uodammodo， すなわち可能的な 意味において， 「すべてのものである」

といえる。 したがってまた， すべてのものは， それらが魂によって認識可
(16) 

能であるかぎりにおいて， 可能的な意味で「虞なるもの」であるといえる。

一一ーかくて， 「すべてあるものは， あるかぎり真なるものである」という

命;越は， 1"すべてあるものは， それらがあるものであるかぎり， 魂によっ

てそのあるままに認識される可能性を有するものとして， 真なるものであ

る」とし、う意味に解される。 このようにして 「あるもの」 と 「真なるも
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の」 という二つの概念は， I可能的にすべてを認識しうるもの」としての

魂を介在せしめることによって， 結びつけられることになる。

12.アウグスチヌスの員の定義の探究がE買いたのは， 「あるもの」 をあ

るがままに「みる者」のこの「みる」ということを有限的にとらえたから

である。 此世に存在するいかなる認識者も， すべてのものをみることはで

きず， そのみるところのものは限られており， したがって「あるようにみ

られるもの」のみが真なるものであるとするならば， みられないものは真

でなく， したがって存在しないということにならざるをえない。 アウグス

チヌスが顕いたのはまさしくこの点においてであ った。 トマスは， この

「みる者」の有限性をば， I魂は可能的にすべてをみることができる」 と

解することによって突破する。 かくて， 現実的に有限な魂も， 可能的には

すべての「あるもの」におよびうるものとして， rすべてあるものは， あ

るかぎり真である」という根本命題は， 可能的にすべてのあるものを認識

する魂を介在せしめることによって根拠づけられることになる。 ただしそ

れはあくまでも 「或る意味においてJ quoda mmodo という限定のもとに

おいてのことであって決して無条件的にではない。一一ーこのように， Iあ

るもの」と「みる者」との関係の有限性を， 現実的に「みる」ではなく可

能的に「みうる」という次元にまで拡大することによって， 認識者の有限

性に由来するアポリアを突破しようというこころみはしかし， アウグスチ

ヌスのうちにすでに存在している。「ソリロキア」のなかで， rみられるよ

うにあるものが真なるものである」というアウグスチヌスの定義が， その

対話者「理性」の反駁を受けたとき， アウグスチヌスはこれを訂正して，

「みられうる場合に， みられるようにあるもの」というようにこれをいい

なおしている。 ここに「みる」をその現実性から可能性の次元にまで拡大

することによってアポリアを突破しようとするこころみが， すでにアウグ

スチヌスにおいてみとめられる。 しかしこのこころみは， Iíソリロキア」
(17) 

においてはそれ以上に進展していない。
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VI 

13. しかしトマスは， 1"魂は或る意味においてすべてである」 というア

リストテレスの命題を更に拡大解釈することによって 「あるもの」と「真

なるもの」との関係をよりいっそう明瞭なものとしている。 一一アリス ト

テレスが「デ・ アニマ」において， 1"魂は或る意味においてすべてのもの

である」というとき， 彼がそこで考えている「魂J (アニマ〉とは， 主と

して人間の魂をさしたものと考えられる。 それゆえとの『註解』において

この箇所を解釈するにあたっては， トマスはアリス トテレスの本文に忠実

に， 魂の能力として感覚と知性とをあげ， すべての[あるものjは可感的

なものであるか可知的なものであるがゆえに， 可能的にすべてのものを認

識する魂は「或る意味においてすべてのものである」というように解釈し

たので、ある。 しかし『真理論」 において トマスは， この命題を単に人聞の

魂だけではなくもっと広く精神一般に拡大している。 すなわち「アニマが

或る意味においてすべてのものである」ということは， 単に人聞の魂につ

いていわれるだけでなく神の精神についてもいわれ， いやかえってそこに

おいてこそ， もっとも真実の意味でいわれることとなる。 そしてここに，

アウグスチヌスの真理論にはみられなかった， より包括的な真理論の地平

がひらかれてくる。

14. トマスによれば， 真理が「知性とあるものとの合致な い し対等」

a da equa tio rei et intell ectusに存するということは， 真理のもっとも一般

的な規定である。 したがって「もの」は， それが知性に対等されているか

ぎり， すなわちそのものがまさにそのあるようにみられてい る か ぎ り，

「真なるもの」なのである。 しかし， このように「もの」と「知性」との

聞に成立つ対等の関係は， かならずしも常にその方向を同じくするわけで、

はない。 われわれが 自然界に存在するものをみる場合， われわれの知性は

自然界にすでに存在しているものをみるのであって， この場合真なる認識

とは， 知性がすでに「あるもの」をそのあるようにみるところに成立つの
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であり， 真理は「あるものに対等せしめられた知性J intellectu s a da equa -
0.9) 

tu s reiのうちに成立つ。 ものはわれわれの知性によってそれがあ る よ う

に認識されているかぎり「真なるもの」であり， 認識をばこの次元にかぎ

って考えるならば， r真なるもの」とは私の， あるいは誰かの 知性にとっ

て真なるものであるにすぎない。 このかぎり， r真なるもの」 ということ

は， r可能的に」という限定をつけないかぎり， rすべてのあるもの」にま

で拡大されることができない。 この次元において， rすべてあるものは，

あるかぎりにおいて， 真なるものである」という命題は， いいかえるなら

ば， rすべてあるものは， それがあるように私の知性によって 認識されて

いるかぎり， 真なるものである」ということにほかならない。

15_ しかしながら「あるものJの中には特別のものが存在する。 それは

自然界にあるものではなくて， 人聞が造るものであり， 人聞によって造ら

れて「あるものJ， つまり「人工物」 である。 この人工物は人間の知性と

意志とをその存在原因とする。 すなわちかかるものが造られるために， 人

間はある理想にもとづいてそのものを計画し， その計画を意志にもとづい

て実現するのであって， したがってかかる人工物は， 人間知性のうちにす

でに存するそのものについての観念にもとづいてあるべきであり， またそ

れにもとづいてあるかぎり「真なるもの」である。 たとえば人聞が家を計

画し， 計画した通りの家ができたとき， そこにできた「あるもの」として

の「家」は， 製作者の知性における家の観念、と合致しており， そのかぎりに

おいて「真なる家」である。 この場合， 造られて「あるもの」としての家

と， その原型たる知性のうちなる観念、としての家との聞には対等関係が成

立するが， その関係はさきの自然物の認識の場合とは逆であって， 知性が

ものに対等せしめられるのではなく， rものが知性に対等せしめられる」

のである。 すなわち「もの」は知性に対等せしめられるかぎりにおいて，
(20) 

「真なるもの」 といわれるのである。 一一 このような人工物の領域にかぎ

ってさきの命題を考えるならぽ， rすべてあるものは， あるかぎり， 真で
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ある」とは， rすべてわれわれによって造られてあるものは， われわれの

考える通りに造られてあるかぎりにおいて， 真なるものである」 と いう意

味になる。 しかし， もしも上記の命題がただこのような領域にのみ局限さ

れる と するならば， その妥当性はきわめてせまい範囲にしかおよはないこ

と と なるであろう。 なぜならば， すべての「あるもの」のなかで， われわ

れによって「造られてあるもの」は， 自然界において「あるもの」に比較

するならば， 到底比較にならぬ小部分そ占めてし、るにすぎない か ら で あ

る。 したがって， rすべてあるものは， あるかぎり， 真である」 と いう命

題は， その 「あるもの」の認識者が， 人間知性である と 考えら れ る か ぎ

り， あるきわめて限られた存在領域の中で妥当するにすぎない。

VII 

16. rすべてあるものは， あるかぎりにおいて真なるものである」とい

う命題と， rあるものは， それがあるようにみられているかぎりにおいて，

真なるものである」という命題 と が完全に一致するのは， その「あるもの」

を「みる者」 と して， r神の知性」が考えられる場合である。 神の知性は

およそありと「あるもの」を， そのあるままに， しかも同時にみる， すべ

ての「あるもの」を， そのあるがままにみている神の知性は， す べ て の

「あるもの」に対して a da equa tio の関係を保持し， したがって神の知性

はすべての「あるもの」について真なる認識を現実的に有しており， その

かぎりにおいてすべてのものは， この神の知性との関係において[真なる

もの」である。 それゆえ， rすべてあるものは， あるかぎりにおいて， 真な

るものである」 と いう命題は， 神の知性 と の関係において理解されるなら

ば， Iすべてあるものは， 神の知性によって， それらが同時にそれぞれ の

あるがままにみられているかぎりにおいて， 真なるもので、ある」 と いう意

味になる。

17. それでは， 神の知性が「あるもの」をみ， 別の「あるもの」をみな
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いということがありうるであろうか。 もしそういうことがありうるとすれ

ば， 神の知性がすべてをみるかぎりにおいて「すべては真である」という

ことは， 神の知性についてもやはり「或る意味においてJ qu o da mm odo妥

当するにすぎないこととなるであろう。 しかしそういうことはありえない。

なぜなら， 神の知性はすでに存在するものをみるのではなく， 却ってもの

が「ある」ということは， 神の知性がそれを「みる」ということに起因す

るからである。 人間知性の場合は， 知性は「あるもの」をみるのであって，

知性のみるべきものはすでにそこにあたえられて「ある」。 すなわちもの

は認識に先行し， 既存的性格を有している。 これに反し， 仲の矢1I性は， す

でにそこにあるものを「ある」とみるのではない。 逆に， 干1\1が「みる」か

らそのものはそこに「ある」のである。 神の「みる」ことが も の の 「あ
(21) 

る」ことの原因なのである(もっともそれだけでなく， ものが存在するこ

との原因として神の意志をもあわせ考えなければならぬが， このことはい
(22) 

まは考察の外にする 。〉 あたかも製作者が作品について構想する奈が， その

案によって造り出されるものの原因であるごとく， 神のかくあると「みるJ

ことこそは， 現実にかく「あるもの」の原因なのである。 しかも人間知性

の場合には， 既存の「あるもの」をみあやまることがあり， また 自己の案

によって造り出されるものが造りあやまられることがある。 すなわち知性

とものとの対等が破れて偽の生ずることがありうる。 しかし神の知性の場

合には， そういうことはおこりえない。 すべて 「あるもの」 は神が 「あ

る」べしと考えたようにあるのであり， 神によって造られたものの側から

いえば， すべての「もの」はまさにそれがしか「ある」ことによって， 神

によって定められたところのものを実現している。 それゆえ， 1すべてあ

るところのものは， あるかぎりにおいて， 真なるものである」という命題

は， その「あるもの」を「みる者」として神の知性を介入せしめる場合，

はじめて絶対的に(1ある意味において」ではなく〉 妥当することと な る

のである。
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18. 以上， われわれは， アウグスチヌスの「ソリロキアJにおし、て追求

され， 或る意味で、挫折している存在と真理との関係の問題が， トマスによ

ってその根本的な二つの前提において継承されながら， しかもアウグスチ

ヌスにおいてジレンマにおちいり放棄されかかった問題が， 神の知性を媒

介することによって基礎づけられ， より広い地平の上に展開される￠をみ

た。 トマスの『真理論』巻頭における真理の定義は， たんにアウグスチヌ

スの継承発展という側面からだけではなく， 彼以外の多くの先行する哲学

者たちの真理についての思想の綜合という性格を有している。 それゆえト

マスの真理論は， それらさまざまの哲学者たちの真理論との関係において

みられることがもちろん可能である。 しかしここで， トマスがアウグスチ

ヌスの真理についての考察を特に重視していることは， 彼がその異論と本

論とにおいてしばしばアウグスチヌスの真理に関する説を引用し， これを

解釈し， それぞれ所をえしめていることからしでも知られるであろう。 ま

たトマスの真理論に「神の知性」が導入されるために， アウグスチヌスか

らトマスへの仲介者としてアンセルムスが重大な役割を演じていることを

見落しではならない。 アンセルムスの「真理論」はアウグスチヌスのそれ

の徹底であるとともにまたその発展でもあった。 トマスもまたその真理に

関する考察において， アンセルムスの『真理論」を重視し， しばしばそこ

から引用している。 アンセルムスの真理論については， 別の機会に詳論し

Tこいと思う。
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ad aliud; et hoc quidem non potest esse nisi accipiatur aliquid quod natum 

sit convenire cum om削ente. Hoc autem est anima， quae quodammodo est 

omnia， sicut dicit-ur in m de Anima. 

(1司 「ものの真理.JJ (1('lft思想研究班号， 1965) 

(1骨 Thomas. 1n m De anima. 1. 13， nn. 787-8. 

11甘Soliloq. TI，仁3. n. 8. R. Defini ergo verum. A. Verum est quod ita配

habet ut cognitori videtur， si velit possitque cognoscere. R. Non erit igitur 

vcrum quod nemo potest cognoscere. 

I1S Thomas， 1n m De anima. 1. 13， n. 787. Omni:t enim quae sunt aut sunt 

smsibilia aut intelligibilia; anima autem est quodammodo omnia sensibilia et 

intcJligibilia， quia in α問削a est sensus et intellectus， 

1191 Summa theol 1. q. 21， a. 2， c. Quando igitur res sunt mensura et regula 

intellectus， veritas仁onsistit in hoc， quod intellectlts adaequàtur rei， 

間 Summa theol. 1. q. 21. a. 2， c. Sed quando intellectus est regula vel 

meusura rerum， veritas consistit in hoc， quod res adaequatur intellectui: 

位11 De verit q. 2. a. 14，; Summa theol， 1. q. 14， a. 8. 

凶 ι1王物のfi吉川(cau担rerum)としての神の立志についてはDe pot. q. 3， a. 

15 ; Summa theol. 1. q. 19， a， 4. 

間 De vert. q. 1， a.1. c. secundum enim adaequationem ad intellectum 

divinum dicitur vera， in quantum i蜘plet hoc ad quod est ordinata per仇tel-

lectum divinu隅， '" 

(2� Thomas， De veritate において引用されているアウグスチヌスの veritas
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の定義をあげると， Soliloq. n. c. 5. n. 8. verum est id quod est (De verit. 

q. 1， a. 1， arg. 1); De vera. relig. c. 36. n. 66. veritatem， quae ostendit íd 

quod est (De verit. q. 1， a. 1. c には veritas est Qua ostenditur id QUod 

est. として引用される) ; De vera. relig. c. 31， n. 58. secundum veritatem 

de inferioribus閃:cte iudicamus (De verit. q. 1， a. 1.c には veritas est 

配cundum Quam de inferioribus iudicamus. として引用される) ; Soliloq. n. 

c. 4， n. 5. verum quod ita ut目t videtur (De verit. q. 1， a. 2， arg. 4. に

は verum est. quod ita est ut videtur.として引用される) ; Soliloq. n. c.5， 

n. 8. Verum est Quod ita田habet ut cognitori videtur， si velit possitque 

cogn田cere. (De verit. q. 1， a. 2， arg. 4.には， Verum est quod ita est ut 

cognitori videtur， si velit et possit cogn田cens e悶・ として引用される)。

凶 トマスのアンセルムス引用。 De verit. q. 1， a. 6. arg. 2. Veritas， sec酬d.

um Auselmum est rectitudo quaedam， in quantum implet hoc quod accepit 

in mente divina. De verit. q. 1， a. 6， ar宮. 4. Anselmus probat veri泊tem

enuntiationis immobilem permanere，secundum quod implet illud quod accepit 

in mente divina. De verit. q. 1， a.l0， con tr. 4. Anselmus， de Veritate dicit 

quod duplex est propositionis veritas: una Quando significat quod accepit 

significare， …・・; alia， Quando significat illud ad quod facta est: est enim 

facta ad h配quod significat esse， quando est. これに対応するアンセルムス

の箇所として， An配lmus ， De veritate， c. 7. Si ergo et veritas et rectitudo 

idcirco sunt in rerum essentia， quia hoc sunt Quod sunt in su刑附a veritate: 

certum est veritatem rerum 田町内ctitud:醐e桝. またc. 2 Alia igitur est 

rectitudo et veritas enuntiatioinis， quia significat ad quod significandum 

facta est; alia vero， Quia significat quod accepit significare. Quippe ista 

immutabilis est ipsi orationi， illa vero mutabilis. Hanc namque semper 

habet， illam vero non semper. 


