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パルデンへワー CBardenhe wer)が中世初期の L iber b onitatis p urae 

のアラピア語テキストと， 12世紀 末ごろグレモナのジェラルドゥスによっ

てなされた， そのラテン沢とを出版したのは， かなり以前のことである。

このエディションはいまでも高い価値をもっており， 数ヵ月まえまでは，

いわゆるLiber de causisについて， われわれの参照で きる唯一のテキス

トであった。 1882年に出されたこのテキストが最近再版されたのは， きわ

めて当をえたことである。

われわれが第ーに関心をもつのは， むろん， このテキストそのものの出

版であるが， しかしかれの本の意義はけっしてそれだけにつ きるものでは

ない。 かれの本にはさらに， 中世を通じてこの有名な小著CL iber de cau

sis)がたどった歴史ものせられている。 12世紀 末 (アラヌス・ アブ・ イ

ンスリス〉 以来， この書物が， 13世紀における多少なりとも重要性をもっ

たほとんどすべての教会閃係の著者によって， どれほど引用され， またか

れらがこの書物の一部を， どのように解釈したかを考察することは， 非常

に興味ぶかいことである。 パルデンへワーは聖トマスの註釈を考慮しなが

ら， そのもつ意味について， われわれの理解をたすけてくれる。 しかし，

1954年にはH.D.サップレー師CFr. H. D. Saffre y)の手によって， この

書物の現代批判版があらわれ， また1966年には， A .パッティンC A. Pat

tin)が De causisのラテン語テキストの新しいエディションを出版した。

これは1966年3月のT ijdschrift v oor Filosofie CLouv ain)にのせられて

u、る。

サッブレ{による 聖トマスの註釈の エディションは， Liber de causis 



研究にとっ て きわめて歓迎すべ き， また本当に興味ぶかい業績である。 序

論のなかにふくまれた れPartie historique et doctrinale" はもうすこし豊

百にすることがで きると思われるし， ある意味で， さらに批判的であるこ

ともで きたように思われるが (これは説明するつもりである)， すくなく

とも， 興味あるいくつかの間点をあ きらかにしてくれることはたしかであ

る。 これからLiber のなかに見出される 「神」の "概念、" のいくつかの

側面について考察するわけであるが， そのばあい私は， パルデンへワーの

エディションとパッディンの新しいテキスト版とについで，サップレーの

著作もよろこんで用いた。

現代の読者でプラトンやプロティノスのギリシア語テキストを読むこと

に， 生涯の多くをついやして きた人は， Liber de causis やその直接の源

泉であるプログロスの Ele menta theologiae を読むにあたって， 聖トマ

スがこの同じ書物を読んだと きにもったのとでは， たいへんに異なる考え

をもつであろう。 聖トマスが De causisの註解をしたと き(それはメルベ

ケのグリエルムスがブログロスのEle ment aの翻択を完成してからく1268)，

二， 三年たっ たあとと思われる)， すなわちかれの生涯の晩年においては，

かれは， その頃になされたラテン語の翻訳によって読んだアリストテレス

の主要な著作の研究に， 多くの月日をついやしており， すでに 「自然学』

『形而上学CÜ UO天体論.� r霊魂論(デ.アニマ}�などの註解をおこない， さ

らに「生成と消滅について』や論理学関係の著作， r倫理学』などを読ん

でいた。 聖トマスのプラトンに関する知識はアリストテレスから出たもの

である。 『形市上学j] A9はかれの心に新鮮な印家をのこした。 かれにと

って， nプラトニズム"は substant iae s巴 paratae の説を意味していた。 す

なわち 代人間" (�動物" u正義" などという抽象物は， プラトンによって，

超践的な秩序のなかでそれ自身分離して存在するものとされ， "神々"とみ

なされたのである， とトマスは解釈していた。 Jそこでプログロスが， r有」

や「生命」や「ヌース」をこえ， すなわちプロティノスではνo η地と同 じ
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ものであっ た「永遠な有」の領域をこえて， 白己充足的なものとして考え

た "へナデス" について語り， "1"ー者」 をのぞいて， すべての神は分与
(1) 

されうる(πâs .f)êòs f1ε8εκr ór;) " というと き， 聖トマスはこの不思議な構

想、におどろきもせず， それをつぎのように説明している。 これらのへナデ

スは， プラトンのいわゆる 「イデアJ， すなわち感覚的なものの formae

unive rsa les が分離した存在にあげられ，
(2) 

ものである。 さらに知性は知的諸形相によっ て考えるものだと想定されて

いたので， 聖トマスの考一える "プラトニ ストたち"は， ヒ述の神的 「諸形

相」に "分与した" 上位の知性が多く存在するのだと考えていた。

聖トマスはまず第ーに， プラトン自身の著作には直接にふれていなかっ

たし， またつぎに， プロティノスの深い思想も知らなかっ たのであるから，

かれがこのような説明をしても， それを責めるわけにはいかない。 しかし，

サップレーはこの註解を， 問題になっ ていることがらに関して， 受け入れ

ることがで き， また十分に基礎をもっ た解釈として今日の読者にただ示す

かわりに， むしろ聖トマスが "プラトンとプラトニ ストたち" と呼んでい

るものについての， 聖トマスの説明の特徴について， なにか述べることも

できたので、はないだろうか。 聖トマスの註解は， けっ して十分な根拠のあ

る受容可能な説明ではない。 それはたしかに， 21時において否定しえない

貢献をしたばかりではなく， 現代においてもなお読んで、為になる註解なの

であるが， それはしかし， いくつかの留保がなされねばならぬという条件

っ きにおいてである。

二つのことが聖トマスによっ て あ きらかに認められている。 tt1ー は，

De causis が プロクロスの Ele menta に依存する こと (すでにメルベケ

のグリエルムスによっ てなされた Ele me n ta の全訳があり， トマスはそ

れを見ることができた〉 であり， 第二は， そのアラビア人の著者はたんに

プログロスのテキストにしたがっ たのではなく， その思想、のすじみちを有

神論の方向に変えたということである。 トマスはアレオパギタの著作も知
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っていたから， プログロスの論証がもっているあ きらかに多神論的な傾向

を， ー神論的な理論に "訂正" する この著者の方訟は， トマスに 『神 名

論』の多くの箇所を忠、出させたわけである。 D 巴caus is の著者がディオニ

シウス・ アレオパギタと称するキリスト教的著者の影響でその著作を行っ

たというような ことを， トマスが主張しているとは， 私は考えない。 ただ

かれは， このアラビア人の著者が同じ見解をもっていたとはたしかに述べ
(3) 

ている。 Et hoc s eq u it ur auctor huius lib ri. それは hocであって hunc

ではない。 これは正しい。 というのは， このアラビア人の著者のー神論的

見解が， キリスト教よりも， むしろイスラムからのものだという ことは，

たしかにより多くの蓋然性をもっているからである。

この二点について， トマスの解釈は正しい。 しかし， それらはけっして，

かれの仕事のもつ唯一の功績ではない。 D ecausis にふくまれた理論に関

してなされている， さらにすすんだかれの考察にも価値がある。 しかしょ

く注意しておかなければならない ことは， かれにとって， "プラトニズム"

というものは， 本質的に， m神々" として考えられた " subst ant iae s epara . 

t a e" の説だった ことである。 この見解は， プラトン自身の考えを直接に

知らずに， アリストテレスの「イデア」説批判だけから示唆をうけてなり

たつものである。 実際のと ころ， きわめて性質を異にする精神によってな

されたこのようなプラトン "解釈" は "真の発展"(ニューマンの用 語 を

用いれば〉 であるよりも， むしろパロディに似たもので あ る。 (超越的

[ヌース」はそれ自体のなかに対象をもつので) íヌース」 ともνo可地とも

同 一な永遠の「有」 というプロティノスの説， 11エネアデ‘ス』の第 5巻に

みられる この説が一つの "発展" である ことを認めれば， かの聖アウグス

ティヌスが理解し， みずからのものとした この説は， u真の発展" として

のあらゆるしるしをそなえている， と私は主張したいので、ある。 なぜなら，

プラトンが全体としての知的「世界」を神的なものと考えたのはたしかで
(4) 

あり， さらにかれは 「テアイテトス」の有名な箇所で， それ宏 ''\神J" と
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さえよんでいるからである。 その箇所で， かれはópo Eωσ1<;; ，φ8eipκα，à 

，ò ðυν αTOν について語っている。 さらに， その晩年におよんで， かれが知

的 世界を有機的全体Cφωすなわちあ きらかに考える「精神」として理解

された "完全な生 きるもの" として， 考えるようになったということにつ
(5) 

いては， いくつかのあ きらかな証拠がある。 聖アウグスティヌスが " 永遠

の「亘理J'�は " 1神の言葉J"であり，" 1父」と等しい"ものである " 1知J"

と同一視すべ きだというとき， それもまた一つの発展なのである。 しかも

それは， 聖トマスがもった" substant iae s巴 paratae"の観念などより， はる

かに似かよった性質をもった精神の発展である。 聖トマスのこの観念は，

プラトンの「イデア」を一種の偶像のようなものにしてしまったのである

が， 実際lこは， それは!神の精神」に関する一つの真の洞察だったからで

ある。

カトリ、ソグ大学で哲�:を勉強した司祭や信徒が幾世代にもわたって， プ

ラトニ ズムとは subst ant iae se paratae を神々と考えるflj\論であり， アリ

ストテレスがこの偶像から人類を解放し， 人類を一つの真なる「神」の知

識にみちびいてくれたのだという考えをもって， 神学校なり大学をはなれ

ていったことからみると， 上のことはある種の興味をひくものがある。

このような考えは， かれらが聖トマスから学んだものである。 そして，

カトリ yグ教徒たちが， これらの偉大なギリシア思想家について， もっと

亘に歴史的な見解をもとうと思うならば， で きるかぎり早急に， こうした

考えについてこそ， 頭を入れかえなければならない。 プラトンは初期キリ

スト教会のもっともすくれた精神にとって， なにか奇妙な抽象的偶像をつ

くりだした人としてではなく， 神の「言葉」であり「知」であり， 神に等

しいものである永遠の「真理」 について， 1言葉」 の托身のなん 世紀もま

えに， 真の， 明らかな洞察をもった人として， なにごとかを示していたの

である。
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これまでDe causis のいくつかの箇所に関するトマスの註解や， この註

解についてのサップレーの序文を手がかりにしながら， 序論的な考察をし

て きたわけで、あるが， つぎに Liber de causis 自体のテキストにもどり，

プラトンとプロティノスの思想、に関し十分な知識をもっている人びとにた

いしてこの書物が提供してくれる問題について， 乃えてみることにしたい。

私はこの書物のなかで述べられている「第 一原因」の四つの側面について，

考察してみるつもりである。

1 )  もっとも包括的で， もっとも力をもっ「原目」 としての 「第一 原

因」の特徴

2 )  最高の「有」と考えられているこの「原理j

3) ant e aetern it ate m として考えられているこの「原理」

4) 第 一の純粋な「無限」であるとともに， まに「無限」をこえたもの

であると考えられているこの「原浬」

これら四つの側面について研究したあとで， パノレデンへワー によって，

この書物の著者の主要な特徴， 主な誤謬とされているもの， すなわちかれ

の抽象物を実体化する方法について， 一言したいと思っている。

I 

Liber de caus is はつぎの命題ではじまる。

第 一位の「原因」は第 二位の原因よりも， よりぽげしくその対象に影響

をおよぽす。 この影響は第 二位の原因の影響がやんだと きにも， 縦続する。

さらにそれは第 二位の原因に先行する。

これは "個別的" なもの， 動物， 人間の例によってしめされ， つぎのよ

うに説明されている。

1 )  第一位の「原因」は， 対象により近いものである第 二位の原因より，

広い領域にわたり， まだよりはげしくその対象に影響をあたえる。

このはげしさによって， 第一位の「原因」はよりつよくその対象に
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密接する。

2) 第一位の 「原因」は第二位の原因に先行する。

3) 第一位の 「原因」ぽ第二位の原因の影響を支持することによって，

それをたすける。 しかし， より完全な力づよい方法で， それをおこ

なう。

4) 第一位の「原因」ほ第二位の原因が去ったときでも， 現存し， 倒き

つづける。

5) 第二位の原因はその存在においても， 働きにおいても， まったく第

一位の 「原因」に依存する。

この命題， 例， 説明的な 論証は， 最後にあげた点をのぞいて， プロケロ

スの Ele menta 70からとられている。 そして， プログロスの第 56の命題

l乙 この最後にあげた点がみられる。

ブロクロスにおいても， Liber de caus is においても， 帯一位の「原因」

が単数的に語られていないことに， 注意しなければならない。 ラテン15の

テキストでは omn is causa pr imar ia となっている。 ギリシア言喜のテキス

トは， なにか， これよりややあいまいである。 このようなあいまいな抽象

的な用語を， 抽象的に翻沢するのが得意なドッズC Dodds) は， 第70の命
(6) 

題をつぎのように表現する。

根源的な諸原理のうちにC�νToîSIxp X刀打K oêS) 内在する， これらす

べての普遍的なもの(πålJ TÒ ÓÀ.IK φTε仰のは， それらを分有するもの

にたいし， 特殊的ならののまえに (πpÒ TWν με PIK (íjν )， 光を投げかけ

るとともに， 一度それらを分有した有から引きあげるのは， よりゆっ

くりとしている。

また第56の命題はつぎの主うである。

すべて第 二位の原[司によって生ぜしめられるものは， 第二位の原因

がそこから生ずるところの， より先なる， より大いなる限定力をもっ



た(áπ白 地νπpOrÉ:仰νκαJαlreω τt仰り これらの原理から， より大 き

な程度において， 生ぜしめられている。

ここで， プログロスはもちろん， 一つの最高「ぽ理」というものを認め

ている。 かれはこの主要な説において， プロティノスにしたがい， さらに

究極的にはプラトンにしたがうわけでトあるが， もし， この一つの最高「原

理」が認められるならば， そのことは， 1"第一原理」はすべてのもの， ま

たそれぞれのものの究極的な， 全体的な「原因」であるという主張も含ん

でいることは明らかである。 しかも， その「第ーは因」の働 き方は， たん

に間接的なものではない。 間接的にというのは， そこに第二位の 諸原 因

(rヌース」あるいはν07)dx) が介在し， 後者がさらに第三位の 諸 原 因

(1"魂J) をつくり出し， この第三の諸原因(1"魂J)が(はじめて) 可視的

世界の運動や秩序の直接的な原因となる， という化方である。 この考え方

は， むろん， プラトンからも， プロティノスからもわれわれによく知られ

ているところである。 けれども， プログロスの上Ii己の命題で主張されてい

ることは， それだげではない。 ここでは， 1"第一以理」 はすべてそれより

あとのものの直接の「原因」でなければならないということが， はっ きり

と説かれている。 すなわち， 1"第一原理」は "それらに密接しぺ他のいか

なる下位の原因よりもはげしく， 長くそれらに影響をあたえる。 それは き

わめて支配的で， 力づよく， その直接の現存はあらゆるもののなかに見出

され， r形相J(第二「原因J) がかけているところ， すなわち質料のなかに

さえ見出されるほどである。

事実， これは ブログロスが説いたものである。 この説は， かれの『ティ

マイオス」註解のなかの一箇所において， おどろくべ きほどはっ きりと確

められるのであるが， ドッズはその箇所を引用している。 ただしそのばあ

い， それぞれが直接に「第一原理J( τb官めによっ て原因されるとはいっ

ておらず， すべてのものは "神々によって" 直接(こ存在へもたらされるの

だといっているのであるが。 IIáli!"α rà Öl)Tα 8ξwν tσ!" tν gKY O印 刷J
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παpαyεTαc úrc' αòrfìJl) &μtuωEπdνTακαè íðpúεてαC tl.i αò，oZr;; oÐðεν占r;; ràp 

俳句吋κe rò 8eZoν， 似Ààπaσtνeç I'(]ouπ&pεστ:ν. ドッズがつぎのような

言葉で， プログロスの説の傾向を えがいているのは， きわめて正しい。

吹かれが説明しようと心をくだいていることは， どこにおいても， 1"質料」

のなかにおいてさえ， 神的なものが直接に現存するということである。"し

かし， ここで注意しなければならないのは， プログロスにとっ て， rò 8eZoν 

が一つの collectiv umであることである。 かれの説は， それのみが最高で，

最後の「原理」であるlー者」が， 実際にあらゆるものの唯一， 絶対な

「原因」 であり， しかもその直接の， 圧倒的な「現存」によっ て， そう

した原因であるということを意味しているように， われわれには思われる

にもかかわらず， プログロ スは故意にこの結論をさけている。 かれはそう

するために， N神々"とよんだ "へナデス" を導入し， それをかれの有の位

階の第一段階において考える。 それらは「諸形相J， あるいは知的な「有」

(プロティノスの 「ヌース」 あるいは l.i or;r&) と同一ではない。 この点，

聖トマスはまちがっていた。 なぜなら， r-諸形相」は第二位の「有」と第

二位の「諸原因」の段階にいれられているが， uiへナデスJ" は第一の段

階におかれているからである。

たしかに， これはふしぎな構想である。 ふしぎというのは， "神々" が

「ヌース」や「魂」の段階において認められていなし、からではない。 それ

はプラトンやプロ ティノスによって， われわれに知られていることである。

「ティマイオス』 におけるデミウルゴスは 超越的な 「ヌース」 であり，

「パイドン』においても， lf'パイドロス』 においても， 完全な魂たちは神

々とよばれているからである。 「ティマイオス』において， 1"世界魂」や星

の魂たちは H創造された神々" として示されているのであって， 低い段階

にぞくするこれらの神々が， 知的世界を超えたものである「第一原理」に

とってかわると考えられたり， あるいは(デミウルゴスがと きとしてそう

考えられたように) í第一原理」 と同一視されたりするのは， ただ近代の
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有神論的誤解によるにすぎない。 プロテ ィノスは「ヌース」や知的「世界」

について， ぺ章大な「科lj "として語っているが， 長:[奇の「神」としてでは

ない。 またかれにとっても， 完全な魂たちは神的なものであった。 tこだ

「魂」をとりあつかったあとで， かれは καJ片山C T OÚrWνTà品川 と述べ

ている。

だからこれはわれわれにとって， 目新しいことで はない。 日新しく， 驚

くべ きことといえば， それは「魂j， 1ヌースj， 1ー者」という「有」の位

階的な三つの段階の区別をプロティノスから受入れたプロクロスが， それ

ら一つ一つの秩ry;の頂点iこ， 神として "1有j， 1生命j， 1ヌース」をこえ
(10) 

た" 一つのへナスがあると〆与えていることである。 というより， 1ヌース」

の段階で， νor;r6r;; とωεpór;;との区別がもちこまれ， 一方また「魂」 の段

階では， 世界をこえた魂たちが， 世界に内在するものより， より高次なも

のとして区別されている以ヒ， プログロスは四種類の「へナデス」を認め

ることになるわけである〔沢者註， 四種油のへナデスとは，νoûr;;の段階に

ぞくする (1) hωqνor;nxíと(2) hωεEνor; pctÍ， ψυ功の段階にぞくする(3)

かωεr;; uπεPKÓσμC OCと (4) Zl!ωEr;; εrKÓ'σμ仰の ことをさす〕。 これらの へナ

デスは， 位階的に侠序づけられている先頭的なσεt pCiEでは あるけれども，

qへナデス" であり8εoEであるかぎりにおいては， 官ν の段階である「第
(11) 

ーの」段階におかれている。 プロティノスにとっては， このような考え方

はまったく不可能である。 プロティノスも， 絶対的な「一」である「第 

原因」から， 多くの「有」が出てくるということの， 非常なむずかしさを
(12) 

十分に知ってはいたが， r-ー者」 のあとからくるものは， すべて「ー者」

からのみ生じたのだと主張し， q一方， 1ー者」はつねに自分自身にむかっ

ている。" と考えた。 なぜなら， それがむかうことのできるものは， 他に

なにもないからである。 "しかし， われわれは永遠な ものについて語って

いるのだから， われわれは時間における生成を考えているわけではない "

「第一原理」 は勤がない。 それで， そのあとに なにか第二のものがある
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ならば， それはいかなる傾向， 意志， 運動もなしに， 生じてきたはずで

あるかbπpoσνεOσαντos oòðまßou).可8kvros oòðè 1)).ωS KI問8kvros Úπoaτ号ναr
(u) 

α占τó)

いわゆるTheologia Aristote l is のアラビア人著者は， プロティノスの

この美しい章を翻訳すると き， このことを完全に理解していたo Hもし，

真の， 永続的な， 高貴な諸本質が， どのようにして「第一の起源」から生

じて きたかを知ろうと思うなら， 時間のなかで存在しはじめるようなすべ

てのものを， あなたの恕像から取除かなければならない。 なぜなら， それ

ら本質は， 時間もなく， また生ぜしめられ， つくられたそれら本質の存在

と「起源」や「造物者」とのあいだに， なんらの媒介もなしに， その「第

一の起源」から存在へとひ きだされたものだからである "

また Dict a sap ient is G raeci I 18 u には つぎのようなことが 読まれる。

"1"第一の行為者」は， もし必然的にそれに次ぐなにかがなければならない

とするなら， 静止し， 運動をしないものでなければならない。 その行為は，

行為の結果への傾向をもつような反省， 運動， 意志， 活到なしに， おこな
(16) 

われるはずである。"

この最後の引用箇所で， 1"第一原理」にたいして用いられている "1"行為

者J" という述語は， プロティノスのものではないけれども， 前の引用箇

所では， 著者はプロティノスを忠実に翻訳している。

それでは， 絶対的にーである 「もの」から， (1tv 7':0).).&である〉 知 的

「有」はどのようにしてで きたのであろうか。 また， そのものとしてとど

まっているところの「もの」について， われわれはどのように考えたらよ

いのであろうか。 “「そのもの」から， 一つの円形の放射がでていく。 そ

のものとしてとどまっている「そのもの」から。 ちょうど太陽のかがやく

光が， 太陽自身はそのままとどまっているのに， そのまわりに走り， たえ
(17) 

まなく生れてくるように。"

これが知的な「有」の起源についての， ブロティノスの考 え で あ る。
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明そして， すべてのものは完全性に達すると， なにかの所産を生むように

なる。 つねに完全なものは， 同じくつねに完全なるものを生むのである。

付句 &eì rD.ω 

この考えは深いもので， 真の哲学者にふさわしいものである。 プログロ

スにはこれを訂正することはで きなかった。 ただかれにで、 きたことといえ

ば， Iヌース」 を乙えたものといわれる， なにか色彩のない， 抽 象 的 な

"1有J" がそこからでてくるという， かれの奇妙なへナデスを導入するこ

とによって， それをゆがめただけで、ある。 プロティノスはいう。 "そのも

のからは， それについで最大のものでなければ， なにも生ずることはで き

ない。 そして， 1そのもの」についで最大のものというのは 「ヌース」 で
(19) 

あり， それが第二のものである。"

プロティノスはさらにつづける。 "1ヌース」は 「そのもの」を見， 1そ

のもの」だけを必要とするが， 1そのもの」は 「ヌース」をまったく必要

としなし、カ3らである。"

これらの言葉で， プロティノスは(1ヌース」である〕第一位の 「有J

が「第一原理」に直接依存していることと， 後者の絶対性を言いあらわし

ている。 「ー者」と「ヌース」のあいだにしろ， 1ヌース」と「魂」のあい

だにしろ， そこになんらの中間的な段階も認められていない。 なぜかとい

えば， 第二のものの「第一原理」への依存は直接的なものでなければなら

ず， さもなければ， 1ヌースJが「第一原理」を吋Lる"ことは， じっさい

にはで きるのに， で きないことになってしまうからである。 そして同じよ

うに， 1魂」は直接に「ヌース」 に依存している。 もしなにか中間的なも

のが導入されるとすれば， 1魂jは 「精神」 との交流を失ってしまうであ

ろう。 そうすれば， もはや「ヌース」を "見る" ことはで きなくなり， い

いかえれば， その精神性を失うことになるであろう。

これがプロティノスの理論である。 プログロスは， 1一者」 の段階にお

いて他の "へナデス" を導入しただけで、なく， われわれがのちに見るよう
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に， 1ー者」と 「ヌース」 のあいだに ''1有J" を挿入することによって，

それをゆがめてしまう。 しかし， フログロスの弁護のために， 一つのこと

だけを言っておかなければならない。 すなわち， かれには「第一原因」の

包括性と強さとについて， 鋭い感覚があったのでトある。 うたがいもなく，

プラトンにとって， 1善のイデアJ(のちに「ー」とも呼ばれた〕 はあらゆ

る善の究極の「原因」であり， また感覚的世界の原型である知的 「有」の

直接の「原因」であるかぎり， 普遍的な「原因」であった。 しかし私には，

この理論において， 1善のイデア」それ自身が， 感覚的事物の直接の 「原

因」として考えられているとは思えない。 それはまた， 1魂」の直接の「原

因」 として認められでさえもいなかった。 たしかにプラトンは， r-善のイ

デア」と， アリストテレスが "1質料J" とよんだ無規定な「原理」とのあい

だに， なにか直接の， 積極的関係があると考えたりはしなかったのである。

「エネアデス』におけるプロティノスについては， rー者」から多様な事

物がでてくるというプログロスがよく語った， あの "発出" を， かれがど

のように説明したか， われわれは きわめてよく知ることがで きる。 プロテ

ィノスにとって， 1ー者」が， そこからすべて存在するものが生じてくる

「源泉」であったことは， いかなる疑問の余地もない。 それは究極的， 普

遍的な「原因」である。 しかしながら， 11エネアデス」 の著者が， かれの

用語によれば， 第二の段階の "つぎlにこご" やつてくる種類のもの

またそれらの "なかで" 直接に(働動くものとして， r一者」 を考えて いたと

いうことは， [Jエネアデス』を読んでも私にはみつけることは で きないの

である。 かれにとって， 1ヌース」あるいは知的「有」が直接に「ー者jか

ら生じたということは， きわめて明らかであるが， 1ヌース」 から生ずる

後続の種類の「有」が， 1ー者」 それ自体によって， 第一次的に， より強

力に影響を 受けたのだという見解の 痕跡を， 私は見いださない。 また，

「神的なもの」のもっとも低い反映である「自然」 が， rー者」 それ自体

によって， 第一次的に， より強力に働 きかけられたというようなことを，
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ブロティノスの意見のなかに見ることはで きない。 逆に， この見解はrェ

ネアデス』には， 完全に欠けているものなのである。

「質料」に関していえば， かの "暗の輪" は， ブロティノスの字宙の描

2jてにおいて， rー者」からでてくる(ただし直接にではなく， rヌース」 で

ある「光」の輸の媒介を通してでてくる) 最後の一番外側の「光」の輪で

ある「魂」の輪の， そのまた外側に位置しているのであるが， この吋音の

輪" はと きど き「魂」そのものによってつくられたのだといわれている。

そして この 「魂」 はその光線によって， "暗の輪" のなかに浸透してい き

ながら， それを勺珍づくる" のである。 しかし， ブログロスが断定的に説

いていることを， 私はブロティノスのなかに見つけない。 すなわちそれは，

「第一原因」の影響は， そこで第二， 第三原因の仰j きがとまってしまう非

有においても， 直接に現存するということである。 「エネアデス」 のなか

には， I質料」 もまた善の本性に分与しなければならぬといわれている 箇

所が， はっ きりとしたかたちで一つだけある。 すなわち "いわば恩恵によ

って存在をあたえるものは "そのものにゆくまでに， 止ってしまうことは

できないからである。 プログロスがその「ティマイオス』の註解のなかで
α2) 

先に引用した文章を書いたと きには， この箇所のことを心に浮べていたに

ちがいない。 しかし， その相違に注意することは大切である。

(1) プロティノスでは， 上掲の箇所のすぐあとで， 感覚的な事物のなか

に見出される美がその一つの証拠だとされている。 すなわち， 感覚的な事
(23) 

物はで きるかぎりにおいて， 知的な本性を 代模倣する" のである。 しかし，

感覚的な事物が知的なものを模倣するというのは， どのようにしてであろ

うか。 プロテ ィノスはいう。 それは 「魂」 がその前にある永遠の 「ヌ一

ス」 を
(74) 

しての「魂」のdKων であることによってである。 なぜなら， I魂」は永

遠の原型から顔をそむけ， それより低いものに執着するやいなや， その創

造力を失い， もはや「質料」の暗を照らすことがで きなくなるからである。
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すなわち， プロティノスは， I質料」 は善にあずかっているはずだとは

たしかに言っているけれども， しかし「ヌース」や「魂」はそれほどまで

に浸透することがで きないから， Iー者」が直接に 「質T、IJ を照らしてい

るのだとは， けっして想像もしていなかった。 かれはそれを途方もない考

えとみなしたであろう。 「質料」 は「魂」 によって照らされているがため

に， 支たそのかぎりにおいて， 善にあずかっている。 そしてこのことは，

「魂」が "その前にあるもの" すなわち「ヌース」を眺めつづけるならば，

ただそのと きにのみ生ずるのである。

(2) プログロスによると， 事物は "直接に神々によって" 存在へともた

らされる。 「神的なもの」は， それからもっとも遠くに はなれているよう

にみえあものにおいてさえ， 直接に現存する。 ここで二つのことに注意し

なければならない。 第一に， すべてのものに直接に働 きかけ る も の は，

「一者」ではない。 「ー者」 は分与をこえており， そのあとから生ずるも

のとは切りはなれているつ あらゆるものの有を生ぜしめる

ナデス" である。 へナデスはどこにでも現存しているといわれる。 第二 に，

「ヌース」と「魂」 がその働 きをやめてしまったところの質料のなかにも

C Procl. 70 によれば〕現存 しているのは， "世界内の へナデス"C Procl. 

166)である。 かれは， 生物から魂が去ってしまったと きに， 存在してい

る肉体の秩序は， すぐには乱されず， "なにか" がのこるという 事実につ

いて考ーえている。 ところで， 感覚的世界におけるどのような秩序の痕跡も，

(プロテ ィノスの言葉で表現すれば) ''1善J" の最後の像であるのは たし

かである。 しかし， プログロスは， 生命的なものの秩序を， I ー者」 をあ

らわす tYKÓ叩I Ol tliωεE の直接の働 きに帰そうと考える。 すくなくとも，

かれはそう言っているのである。 プロティノスにとっては， それは魂が去

ってしまったと きにも， 質料のなかに残っている「知的なもの」の最後の

反映である。

さて， 第一位の「諸阿国」が， 最後のものをもふくめて， qよりあとな
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る" ものに直接働 きかけるというこの説は， プラトンやプロティノスから
(25) 

読んで きた読者にとって， 日新しいものである。 ドッズは述べている。

"これは， すくなくともそのはっ きりした形においては， プロティノス以

後の発展である。 しカ〉し， それはプログロスよりも古い。 シリアヌスはそ

れを， I一者」と「有」 との関係に， 正式に適用しているからである。

T占ràp IÆνκαì úπ占p TdSνκαJσbν riþ ðντtκαè krrt ráòé TOÛ Õντor;;，φr;; EπJ 

市üÀ�r;; Kæè T�r;; aTêp功。εωr;;( in型竺担h.59.17 .)" 

これら5世紀のプラトニストたちが， どのようにして， I第一(諸〕原因」

の普遍性と， それが字宙のあらゆる部分で直接に働くのだということを，

それほどまでに強調するようになったか， 問題としうるであろう。 私の考

えでは， この発展はおそらく， キリスト教的ー神11命との討論， あるいはむ

しろ， それにたいする弁解に帰国するものであろう。 全能な「創造者」と

いうキリスト教の理論と直面して， これらギリシアの 哲学者たちは， I第

一原因」 から生ずるすべてのものにたいする， I第一原因J の実際の影響

を， さらに明瞭に理論づけなければならない， という必要を感じたにちが

いない。 こうして， かれらはキリスト教的ー神論にたいする， 多神論的な

一方の立場を提供しようとして， かれらの体系をたてなおしたものと思わ

れる。

E 

De causis の著者は， I第一原因」 を有として許っていろり カ.JIはその

第二の命題において， Ele m.88におけるプログロスのnì IJlJr(J)\，' Ul.I の三区.

分からの結論として， そのように語っているのだが， このばあいにもまた，

相還を指摘しておかなければならない。

Libe r de cauisis 2のテキストはつぎのとおりであるのO mne esse s up e-

rí us aut est sup en us aeterní tate et ante ip saπ1， aut est cu口1 aeterm ta-

te， aut est p ost aeternitate m et sup ra te mp us. Esse vero quod est ante 
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aeterm t atem est causa pn ma. 

プログロスの Ele m.88 はつぎの ようである。 nâ)) ，ò ð))，ω" 8))号πpò

αliìJνó"占σr tν号É)) djJαliìw:号f1εdx oν αl@ν0".

プログロスは， 第一種煩のbTω" Ö))が 「第一原因」であるとはいってい

ない。 かれがいうのは ''1有」 そのものが， まず有である" ということで

あり， このことは， 第一義的な意味において "永遠な" ものであるが，

m有" であるのは分与によるところの「永遠」への対比においていわれる。

たしかに， かれはそのπPQJ，ω" ð)) を官ν と同一視はしなかった。 アラピ

ア人の著者が， 一般に認められていた新フ。ラトン主義の伝統に反対しなが

ら， この点において， t止界のなかでもっとも当然な事柄であるかのごとく，

「一」と「有」との同一回をしたということは， 興味ぷかい。 この背後に

は， あらゆるものの「原[!SJJであり， 他のなにものよりもたしかに "存在

している" ものであるーなる「神」への回教的信仰が， おそらく存在して

いるにちがいない。

ギリシア世界にとって， このよ号えはたしかに奇異点ものではなかっ た。

フ。ルタルコスは「神」だけが 代真の「有J"であることを， もっ とも強く主張
(26) 

している。 支たフィロンはこの同 じことを， ギリシアの哲学者7こちから�\f:

んでいる。 聖ユスティ ヌスは 2世紀の中頃， ややあいまいに， フラトンの

「イデアjの "永遠な有" とそれらの究極的な「根拠」の両方を， 共に「神j

と同一視している。 かれにとって， この両者のあいだには本質的な区別は
(2ì) 

ない。 プラトンが「善」を知的「有」の「源泉」として， νo可τ& の段階を

さらにこえたものにまで高めたことは， 疑いえない。 プロティノスもそれ

をもっ とも強く主張したり なぜなら， 知的「有」は差異の原理をふくみ，

そのため統一的な性格のものではあっ ても， 多様性があるからである。 そ

れは第一義的にーなのでほなく， したがってその前に， まっ たく「ー」 で
(28) 

あり， そのために有をこえている一つの原理がなければならない。

聖アウグスティヌスは， はっ きりと意識的に， かつ啓示された 「真理」
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の基礎のうえに， 第ーの段階と第二の段 階とを同一なものとした最初の人

である。 かれにとって， 永遠の「有」は神の「知」であり「言葉」である。

そして教会から， かれは「言葉」が「父」と同一であることを学んでいた
(2�)) 

のである。

D e  causis の著者については， かれが キリ スト教の考えから影響左うけ

たということは， もちろん不可能だとはいえないが， すくなくともその蓋

然性はすくない。 むしろかれは， フログロスのテ キ ストのなかに， なんの

問題も且出さず， 当然のこととして， 6ν加す5νを 「第一原因」 と同一視

したという印象をあたえる。 いずれにせよこのこ とは， 他の人びとが キリ

スト教徒としてそう考えたのと同じくらい容易に， かれが回教徒としてな

しえたことなのである。

E 

''1有」は「永遠性」 をこえている" とプログロスはいう (El em .87)。

そして Liberde causis の著者はそれを くりかえす。 ''1第 一 原 因」 は

a nte a eternitat em である。"

これらの主張の背景はなんであろうか。

第ーに， b を永遠のうえにおくという点におL、て， プログロスは新プ

ラトン主義の代表者ではけっしてない。 なぜなら， プロティノスの古典的

な説では， 永遠な「有」は， \"ヌー ス」のなかにその永遠の対象としてふく

まれているからである。「ヌース」は r& πpwrα である。 すなわち 「ヌー
(30) 

ス」は第一位の「有」である知的宇宙なのである。 そして知的「有」は永

速であり， このことは， 1ヌー ス」においては 伏先" も "後" もなく， そこ
(31) 

ではすべてが同時に直接現存しているということを意味している。 いうま

でもなく， プラトンにとって， ð}.) rú)� O})は知的l有」 であり， "つねにそ

れ自体と同一であるもの" と定義されている。 ブログロスにみられる新し

い点は， (1)， \"有」がν問地 から離れ， νoη巾のうえにおかれていること，
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(ω2)， 抽象的なものとしてのR吠寸電γ17永k遠1性生J" は 収永遠な諸三事答物"から分離され，

「有」のすぐ勺灸ぺ 永j追呈な諸事物の

けられていることでで、ある。 プラトンの読者にとっても， プロティノスの読

者にとっても， これはたしかにふしぎなことである。

第二に， プログロスはつぎのような形で， この点を根拠づける議論をわ

れわれにしめしている。 すなわち，

(1) ''\有J" は "永迅な" という概念より広い 概念である。 諸事物が

「有」 に分与すればするほど， 永遠なものより下:Jい段階にたっし， 1永

遠性」そのものより向いものにさえなる。

(2) 1永遠性」は「千日 と結合した永続性をもっている。 そして， 永

遠な諸事物は「永遠性」 への分与によって， そのl司者をもっている。 し

かし， 1永遠性」 はまずなによりも永続性をもっていて， 分与によって

「有」をもつわけで、ある。 ところが「有」それ自体は， まず「有」なの

である。

さて， 第一の点、がプラトンによっても， プロティノスによっても， 認め

られていないことはたしかだと思われる。 プログロスが "r有J" は "永遠

な" より広い範囲の対象について述話されうると主張したとき， 心のなか

て、考えていたものは， なんであったのだろうか。 かれが考えていたものは，

非存在ではないがために， "ある" とよばれている具体的な諸事物の "存

在" だったのである。 しかし「永遠性」はこの種の諸事物には， けっして

述語されることができない。

プラトンがときどき， "有" という用語を， より!互い意味で 用いたこと
(:l4) 

は本当である(たとえば「パイドン』のなかで， 勺Lえる ものと， 見えざ

るものとの二種類の有" について語っている〉。 それにもかかわらず， 11テ
(35) 

ィマイオス』の重要な問所において， 時間的な起源をもち， つねに変化し

ているものにたいし， かれははっきりと ''\有J" を否定している。 この同
(36) 

じ見解は， 11ピレボ ス』にもみられるo ðV7:'ωs ðv という用語は， この見解
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をまったく完全に去現している。 この用語は Liber d e  causis では ess e

superius という形で翻訳されているが， それはたしかに， m真の意味で"そ

うは呼べない， いわゆるb である ess e interius もあるのだと いうこと

を合志している。

しカ〉し， プラトンとプロティノスは， この意味で "有" が "永遠な"よ

りも広い範凶におよぶものであることを認めたに しても， 位 階的な秩序の

なかで， dνを "永遠なfHffi" をこえたところにおかなければならないとい

うE里由は， なにも見出さなかった。 "[永遠性J" がより一般的であると考

えられるがゆえに， それを "永遠であるところのもの" のうえにおこうな

どと， かれは考えたであろうか。 もちろん，

かれらは “永遠な「有J" が第一位の「有」

そんなことはない。 なぜなら，

であり， 第一次的に永遠であ

ること， したがって， "永遠であるところのもの" は 「永遠性」 そのもの

であることを， あまりにもよく知っていたからである。 聖トマスは， 当然

のことfニヵミ， プログロスに7こいしてt尤議はしなかοた。 かれは， 抽象物を

"実体" となし， 抽象性の程度において， それらを了より高いところにおく

という方法が "プラトニ スト" のものだと考えていたから， フログロスの

していることは， まったくノーマルなプラトニズムだと考えていたのであ
(37) 
る。 実際には， これはプラトニズムの曲解であり， パロディである。

Liber d e  causis の著者は プログロスのovrws 01)を "[第一原因J" と

して理解していたので， この書物のなかで， Elementa の命題88はCausa

prima es t a nte a eternita tem という テーゼにおきかえられている。 これ

は正確な翻訳ではあるが， 5ν， αfゐν， αláωiOνを異なる段 階の有とするプロ

グロスの区別が不合理であるように， この翻訳も内容として， 不合理なも

のである。 しカ〉し， このアラビア人の著者は， ブログロスのへナデ スにつ

いて知らないために 単数でCausa prima と語り， 5ντωs' ðνを 「第一原

困」と同 一視することによって， プログロスを訂正したことになるわけで

あるが， そのかれが， "亘の「有J" である 「第一原因」 を 「永遠性」 の
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"商IIこ"， あるいはそれをこえたところにおく不合理に気づかないでいたと

いうことは， 注目すべきことである。

N 

"r第一の創造する有J i土「第ーの純粋な無限」であり， 第 ーの創造され

た「有J (すなわち 「知性J)は「無限」ではない" とLib erde causis (第

四命題〉は述べている。

それから数行さきで， 著者はつぎのような言葉をもって， 自分自身それ

を訂正する。 " 1第ーのおj注する有」は 「無限」 をこえている。 第二の，

創造された「有」は終り在もたない。 そして「第一の， 創造する有」と，

第二の創造された「有」とのゐいだにあるものが「無限」である。"

著者はあきらかに， まずかれがここで "1第一の， 創造する有J" とよぶ

「第一原因」は 「無限」であると主張したいと思った。 つぎには， プログ

ロスがその第90， 第92の命題で，πpwr:oνrrÉ:pαE とπpゐT可&πet píαとを「第

一原理J (1ー者J) のすぐあと， "1有J" のまえにおいて いるのにしたが

い， Liberの著者は， かれのいう「第一原因」と創造された「有」である

がだめに第 二とよばれるものとのあいだに， 1無限性」 をおくように なっ

たのである。 ラテン語のテ キ ストはかなり混乱した印象をあたえている。

この著者が E ns primum c rea ns est infinitum pu rum という主張から

出発していることは興味ぷかい。 かれが "終りをもたない， これらのあら

ゆる力は， 力の 「力」である「第一の無限」に依存している" と述べると

き， かれがあきらかに意図したのは， これらの終りをもたない力が「第一

原因」に依存しているということである。 このようにして， プログロスの

πpφr(Vf; ovの位置をしめた 「第一原因」は， ここで α(Jr:óð日ναμtr;; と同一

視され， そして第一位の 「無限性J， 叩φ吋釘εt píα と考えられているo

q第 ーの創造された 「有J" については， それは力ではないが， なにかの力

をもっといわれている。 さらに(代知性" である〉この第一の創造された
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「有」が終りをもたないのは， "ただ下にむかつてのみぺいいかえれば，

その結果にお?ν、てであって， N上にむかつて" ではない (なぜなら， それ

は「第一原因」 に依存するからである。〉その主政は， つぎのようにつづ

いているo "E ns aut em primum crea ns est infinitum primum purum." 

この点まで， Liber の著者のプログロスの翻訳は首尾一貫している3 し

かし， かれのつぎの考察は， これらの生じてきた終り宏もたない力は，

「第 一原因」 によって原因されているので，勺愛者は疑いもなく， 無限を

こえている"というのである。 したがって， I無限」は「第一原因」のあと，

創jEされた「有」のまえにおかれているわけである。

この考えのギリシア的背景はつぎのようである。 (1)， ブログロスにとっ

て， 1" í黒限」をこえているものは「 ー者」であって， ゐτωr;; OlJ ではない。

(2)， 後者は7rtpar;;と&πECpOν とから構成されており， そのため， それら

のあとに位置づけられている(第89命題〉。

説πε cpOν が知的「有」 の構成要素のーっとされていることは， プロチィ

ノスの読者にとって， まったく予期もしない， あるいは奇妙なことという

わけではない。 かれはこの説を， はっきりこの形で 述べてはいないが，

üÀ可叩η吋というかれの概念、のなかに， すくなくとも準備されているつ す

なわち， DÀ7)ν町吋はその機能として， 知的「有」の段階における誕百cpOν

なのである(Enn. 4 .15)。 それがü).ηαia-8η吋と相違しているのは， 後

者がいかなる形相ももたないために， まったく無規定であるのに， 刊知的

質料" はそれ自体のなかに， あらゆる形相そもつため， 無限なものである
(38) 

カ〉らである。 プロティノスは「ヌース」のなかには1�K艮に多tif<な干[がある

以上， Iヌース」 のなかに無限がなければならないということを， あきら

かに認めている。 プラトンは， ðν とともに， "同一" と "差異" とが考え

られなければならないと述べて， 知的「有」の多数性を説明してL、る。 こ

のようにして， u'ソピステス』のEτε pOνは， プロティノスにおけるより両

次の種類のh仰ないしUÀ7) ν町吋 の起源となったわけで、ぁ 之
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前者が差異の原理これらの初期の思想家たちとプログロスとの相違は，

ともそれから帰結する&7rECPOν とを，(�rEpOIiあるいはhEpórηめと，

に， 知的「有」そのもののなかに内在する原理， 反省的知性によってのみ

フログロスのほうは，ぞれから分離されうる原理として認めているのに，

それを， r有」 たかめているとをこえたものとしておかれた実在にまで，

これは， かれが b や ''1永遠性J" を取りあつかっていたところにある。

われわれが見出したのと同じ方法である。 私はそれを真のプラトニきlこ，

フロティズムの曲解， パロディだ と規定しておいた。 その曲解的性格は，

フログノスによれば 「光」からの「光」として生じてくる知的「有」が，

ロスでは， 構成要素から "合成されている" 感覚的なものの顎比として取

プラトン(Resp. V1， 509C)もヅロテ

5世紀の新フラトン学ìlfcより

りあっかわれているところにある。
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結局， 聖アウグスティ ススのプラトニズムは， De cau sisの著者のもの

ディオニシウより， 単純で純粋な種穎のプラトニズムであった。 しかし，

あのキリスト教徒の著 者が， プログロ

De cau sisの著者よりも

ス・ アレオノミギタと自称していた，

対

スのテキストにふくまれていた問題にたいして，

満足のいく解決を あたえていることは興味ぶかい。

立物を同化することに よって それらを 超越している神の 本質のなかに，

かれは，大胆で，

それを解決しているの7ripαpと &πε cpEαの原理主f取りこむことによって

である。
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抽象物を実体化する方法が，パルデンへワーは，

者の主な特徴であり， 主な誤謬だと考えている。 われわれは， このととに

Liberの著者がヅロクロスの忠実な後継者であることを知った。

さらに， 抽象物を実体化するプログロスの態度は， プラトニズムの買の発

おいて，
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展であるよりも， 一種の偽フラトニズムであることもわかった。

この点について， もう少し述べておかなければならない。 プログロ スの

ようなプラトニス卜たちは， どうして， プラトニ ズムの曲月平とヵ、 パロデ

ィとか呼ばなければならぬような態度で論をすすめてきたので、あろうか。

また Liber de cau sisの著者のようなアラビア人の哲学者は， どうして，

このような模範にしたがうようになったので‘あろうか。 これらの疑問にた

いする解答は同一なものだと私は考える。 すなわち， かれらはどちらかと

いえば， 形式論理学によって強力な訓練を うけていたため， プラトンが

"ディアレグティケー" とよんだものの精神においてでなく， むしろアリ

ストテレスの "分析" の精神において， プラトニズムにアプローチしてい

ったのである。 あきらかにかれらは， 聖トマスも考えたように， プラトニ

ストの仕事は， 一般的用語を， ある想定された， より高次な超越の段階に

ぞ、くする存在に主でたかめ， そして最後には， これらすべてがただ自分自

身の知性の産物であることを忘れ， その自分の産物を最高の秩序にぞくす

る形而上学的真理なのだと， まったく真剣に考えるようになることだと考

えた。

すなわち， かれらにとって， 抽象物を実体化することは， なにか一つの

t支や背であった。 しカλしプラトンにとって， またプロティノスにとっても，

哲学は一つの技術などではなく， Iヌース」 の段 階のなかで 生きることだ

ったので、ある。

アラビア人である De cau sis の著者についていえば， たしかに かれは

十分に， ある精神的な現実のなかに生きていたから， 一度ならずプログロ

スの抽象を訂正することができたわけである。 しかし， かれのギリシア人

の師の権威によって， いくらか， 強い印象を受けすぎていた。 キ リスト教

徒であったディオニ シウスにときどきみられるように， かれもまた， もっ

と独立した思索をすることができたのではないかと思われる。

(大谷啓治 訳〉
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一一中世哲学会第15回大会における公開講演(1966年11月5日早稲田大学:)一一
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U .lは書名， 1" Jは原文において大文字ではじまる言葉， “ " は原文にお

ける “ "を示す。

f出訳をくわしく読んで、くださった京都大学の膝沢令夫氏から有益な御指摘をい

ただいたことを付記し， 感謝の意を表します。 一訳者記 〕


