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「原因論」とトマス・アクイナス
大

「原因論�

鹿

一

Lier
b de Caus si の対象たる causae 諸原因とは，

正

日若々の

( 1)

事物の第一の諸原因」のことである。 トマスはアリストテレスにならって，
人間の此の世の最高の幸福は第一の諸原因の考察にありとしてそれに神学
(哲学的〉 の名を与えるのであるが，

IT"原因論Jはかかる性格の主として

提示されるのである。 そして， 同じ性格の主としてプラトン学派のフコログ
e me tnat io Th
e o lg i ac を挙げ，
r o c us
1 Pla to ni cus の苦「神学綱要J El
ロスP
「原因論」はアラビアの哲学者の一人が『神学綱要1から抜草したものの
ラテン訳であり， というのも，

!'原因諭』の内容のすべては， はるか;二優

る完全さと充分に展開された叙述でもって「神学制要』に収まっているか
(2 )

らだとしている。 そして， その「神学紳l要1 は， 神的なる諸事物， l!IJち，
第一の諸原因に関する数々の真理について一つ一つ命題を立ててこれを解
明してゆくといマ〉た行方で考察が進められ， 結局， 三百十ーの命題を掲げ，
「原因論1は，

それに右干の修正を加えながら整理統合して三十二(或い

(3 )

は三十一〉の命直を立てているのであるが， それはいわば， 第ーの諸原因，
即ち， 神的なることがらに対する哲ヴ:者の側におげる， それも特に寸1ヲト
ン乍派の立場に立つての， いま一つの「センテンチアJであったともはら
れよう。 そしてトマスは， �-原因論』の解釈に当っては， 日主解」において
秩序づけているがごとく， 諸命題が一応体系的に配列されてあるものとし
てみてゆくのであるが， その際， 常にそれに対応すべきブログロスの命題
を参照するのだが， 吏にそのプログロスの命題も， 遡ってプラトン及びプ
ラトン学派の人々の見解と祢するものからして.flj!解せんとしている。 つ空
り，

�'原因論」は， 先ず， プラトン学iJ氏の立場に還元されてプラトニズム

T原因論』とトマス ・ アクイナス

1ll:l

(トマスにおける〕の観点から考察され， 然る後， トマスの立場に立って
キリスト教の観点から解釈される， といった方法が採られるのである。
ところで， トマスの『註解』の立場は， 結局，

�原因論』は誤って理解

される可能性を多分に有ってはいるが， もし注意深く読むならば， それは，
全面的に我々の立場と一致するものである， というのであり， その基調に
おいて他のアリストテレス註解書と異るものではない。 ただ，

�'原因論1

を介してネオプラトニズムにくそれも後期のネオプラトニズムであるが)
対処しているという点にアリストテレス註解書と異なる性格が見られるの
である。 そしてトマスはそのネオフラトニズム(勿論トマスにとっては単
にプラトン学派の説なのだが〉 を次のように理解している。 すなわち， 一
般に， 後期ネオプラトニズムの特微として， プロチノスのー苔一知性一魂
一自然ー質料の諸事物の段階秩序に対して， 一者と)，[1'11，の問にいくつかの
形而上学的概念、を実体化して導入する傾向が語られ， ブログロスにおいて
も有とか無限とか生とかが組み入れられるのであるが， そしてそれらのも
のはプラトンのイデア界における離在的諸形相や， グノーシス派に見られ
たプレーローマを構成する諸々のアイオーンなどの影響が:与えられるが，
トマスは， いわば，ー者の場所にプラトンの全イデア界を代入し， かくして，
l�re在的諸形相一知性一魂一物体という段階秩序を理解する。 そしてー者は
第一の秩序のうちにおいて長山の位置を占めるのである。 そしてこの全体
系を貫ぬく論理としては， 所謂 e m a na t ioの理論ではなく， par t icipa t io の
原論でもって統一されるのであり， しかも， 一者に近いもの程完全な実体
であり， 一者から遠ざかるに従って完全性が減少するという e m a na tio 理
論の効果はそのまま par ticipa tio の理論から導出されるのである。 そして，
プロクロスの『神学綱要」を基礎とする『原因論」がかかるプラトン学派
の見解に基づいて理解された後に， ディオニシウスを援mして， D原因論」
の立場として， プラトン，1;左派の段階秩序の第一の離在的諸形相の秩序の代
りに， そのすべての原因性を保有する単一なる第一原因を措定したものを
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理解し， すなわち， 第一原因一知性者ー魂の段階秩序が理解さ れ， 結局こ
れがトマスの神一天使一人間(の魂〉 という秩序に調和させられるわけで
ある。 此の間の経緯について， 以下に若干の考察を行いたい。

E

「原因論』において取扱われている「第一の諸原因」のなかで最も主要
なるものは， 上位の存在の三つの類として措定されているところの， 単数
の第 -原因， 複数の知性者， 複数の魂であり， これらのものの各々の規定
と相互間の関係の叙述が本書の中核をなしている。 そして， これらとの関
聯において， 永遠とか無限とかいった形而上学的概念、ともいうべきものが
語られ， また， いま一つのt ri ad としてesse-viv ere- i ntellig ere という
原因系列が導入されている。 然しこれらのものもやはり「第一の諸原因」
の仲間ではある。 先ず最初の t ri ad ， 第一原因， 知性者，

魂の秩序づけか

ら考察を進めよう。
第一の諸原因は， また，
称されているが，

I第ーのものども」とか「上位の存 在」とか総

I永遠J aeternit as という概念、を導入することによって，

それとの関係において三つの類に区分される。 即ち， 第一の類は「永遠の
上に永遠より前にあるものJ superi us aeternit ate et ante i psam であり，
第一原因がこれである。

第二の類は，

I永遠ととも に あ る も のJ

um
c

aeternit ate であり， 知性者i ntellig enti a がこれにあたる。 第三の煩は，
「永遠の後にして時間の上にあるものJ p ost aeternit at e m et supr a te mpus
(1)

であり， 魂がこれで、ある。 トマスはこれを次のごとく理解している。 I永
遠」ということは， (1)とだえることのないこと， 或いは， 終りのありえな
いことであり， 有限界の外に存在するものが永遠なるものといわれる。(2)
またこのことから運動しないということが出てくる。 けだし， すべての運
動においては或るものが存在し始め或るものが存在しなくなるのだから，
或るとだえが伴うのである。(3)更に， 運動から時聞が生じ， 時間のうちに
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おいてはより前とより後とが生ずる。 従って， 永遠とはより前とより後と
いった時間的継起をもたず， 同時的に存在することでなくてはならない。
(4)更に， プラトン学派の人々や遁遺学派の人々は， 永遠の概念、に 「常に存
在していた」 ことを附加する。 つまり， 存在し始めることをも斥けるので
ある。 かくして， 存在のとだえないこと， 動かないこと， 時間的な継起の
ないこと， 始まりのないことの四つが永遠の条件として二考えられる。 然し，
このすべてを充たすものはキリスト教の立場においては「神」以外にはな
い。 然るに， 1"永遠」は次には「存在」の下位概念であって， 第一原因か
(3 )

ら存在を分有するものとして規定されるのである。 日[Jち， 永遠はすべて存
在の永遠なのである。 つまり， 永遠なものはすべて有るものであるが， 有
るものはすべて永遠なものとは限らない。 ゆえに， 存在は永遠よりもより
一般的なものである。 然るに， プラトン学派の人々によれば， 或るものが
より抽象的でありより普遍的であればあるだけより前なるものであると考
えられている。 従って存在は永遠より前にあるもので， 永遠にとっての原
因であるから， それが第一原因なのである。 ここにおいて， トマスは， さ
きの永遠の四 つの条件のうち第四のものを除外して， 運動と時間的継起の
ない永続的なとだえることのない存在を永遠とし， かかる存在を始めに神
から獲得するものを永遠なものと呼び， これに知性者をあてるのである。
即ち， 知性者は第一原因たる神から恒常的な存在を獲得して始めて永遠と
共にあるものとなるのである。
次に， 第二の類と第三の類との区別が考えられるO そしてそれは「存在j
よりはむしろ「はたらき」に関して区別が生ずる。 即ち， 知性者は如何な
る点に関しでも永遠であり， 実体に関しでもはたらきに関しても時間と運
動を超越している。 然るに， 魂は， 実体に関しては時間と運動を超越し永
遠に高しているが， そのはたらきに関しては運動に関わるのであって， け
だし， 魂の特質は運動の第一の根源たることにほかならない。 従って， そ
の実体に関して永遠に結びつくのであるが， 知性者よりもより劣った仕方
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で永遠を分有するのだからして， 永遠の下において結びついているといわ
れるのである。 そして， この知性者よりより劣った仕方で永
、 遠を分有する
ということは， 原因系列における第一原因からのl�t聞の度合， 即ち第一原
因への遠近によって派生するものとされるのである。 つまり， 第一原因か
ら離れるに従って永遠の分有が弱くなり時間と運動に近づくわけである。
然し， 魂は， 最も下の段階で永遠に接するのではあるが， 運動の原因であ
る限りにおいて時間の原因であり， 原因は原因されたものより上にあるも
のなるによって， 時間の上にあるのである。
かくして， 氷遠の概念、を尺度として三つの類が区別されたので、あるが，
その際存在の概念、が援用されねばならなかった。 そして， 第一原因は知性
者の原因であるがゆえに知性者よりとにあるのであり， それは， 永遠より
も存在の方がより普遍的だからでもあった。 また， 知性者と魂の区別は，
魂が知性者よりも第一原因からより遠くにあり， 従って， 永遠の分有も弱
く， そのはたらきも知性者に劣っているとされたのであるが， その劣る理
由として， I魂は知性苦よりもより多くの刻印 impre ssio を受けるもので
あるがゆえに」であるということが述べられている。 より多く刻印を受け
るということは， 魂が第一原因の刻印のみならず知性者の刻印をも受ける
からなのであり， こうしたことは，

I第一原因は知性者を媒介として魂の

存在を造った」のであり， 更に「第一原因は魂の原因を遣った後， 魂を知
性者の下にあるものとして措定し， 知性者がそれへ白己の諸々のはたらき
を及ぼすごときものとした」ことに基づいている。 これに対して， 知性者
は被遣の第ーの存在から成っているといわれるのである。
先ず， 第一以l刀は知性者を媒介として魂の存在を造ったということは如
何に理解さるべきであるかについて， トマスの解釈を考察してみよう。

皿

第一原因は知性者を媒介として魂の存在を造った， ということは三通り
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に解釈される。 第ーには， 第一原因が知性者の実体を創造したごとく， 知
性者が魂の実体を創造したのだという解釈である。 トマスはこれをプラト
ン学派の主張に反するものとして斥ける。 第二の解釈は， 魂の実体の創造
者は第一原因のみであるが， 魂が可知的であるということの原因は知性者
である， というものであり， プラトン学派の立場に適合する解釈であり，
ブログロスも『原因論』の著者もかかる考えに立っていると把握されるが，
然し， 完全には正しい解釈ではなく， アリストテレスの見解に反するもの
として修正される。 第三の解釈は， 魂の実体も， 魂の可知的本性も共に第
一原因から獲得されたものであるが， 然し， 魂は或る意味においては知性
者の影響を受けるものである， というものであり， トマスはこれをキリス
ト教の真理に適ったものとして主張するのである。
先ず， 第一原因が知性者の存在を造り， 知性者が魂の存在を造るものと
するならば， それはプラトンの理論に反する， と批判するのである。 即ち，
分有されるものと分有するものとの関係は， 運 動の伝達のごとき， AがB
を動かし， BがCを動かし， といった仕方で継起的に伝緬するものではな
くて， すべて分有するものは， 唯一の第一の分有されるものを， 直接的に
分有するのである。 自己の本質によってしかじかであるところのものが，
第ーのものとして分有されるのであって， 分有しているものが更に分有さ
れるのではない。

1"白さ」が離在的なものとしてあるならば， その端的な

白さ自身が， すべての白いものの白いものである限りにおける原因なので
あって， 白さを分有する何ものかが原因なのではない。 かくして， 存在の
場合も， すべての存在するものは， 存在そのものであるところの第一の存
在から存在を分有しているのであり， この第一の存在自身がすべてのもの
にとっての存在することの唯一の原因であるということにならなくてはな
らない。 従って， 何か或る一つのことがらに関しては， それを分有してい
るすべてのものにとって唯一の原因のみが認められるべきであって， 何か
中間的な原因， 媒介者といったものは認められえないのである。 かくて，
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この場合， 第一原因が知性者の存在を造り， 然る後に， 知性者が魂の存在
宏造るということはありえないのであって， 第一原因が等しく知性者の存
在にとっても魂の存在にとっても唯一の原因であるのでなくてはならない。
次に， 第一原因は魂の存在の原因であれ知性者は魂の知性的たること
の原因であるという解釈が考察される。 そしてこれは， プラトン学派の見
解であり， プログロスも『原因論」の著者もこの解釈であるとされる。 即
ちトマスは， その基盤をなしているプラトン学派の見解として次のような
体系を考えているのである。 それはいわば， ー者一知性一魂一物体という
四段階のネオプラトニズム 的体系と， プラトンのイデア界と感性界という
二世界的体系秩序とを複合したごときものであり， 神々一知4性一魂一物体
という段階秩序が考えられる。 ここで「神々」といわれるのは， プラトン
の離在的諸形相すなわち諸々のイデアのことであり， それら普遍的離在的
な諸形相は自体的に存立するものと考えられたので、あり， また， それら諸
形相はそれを分有する個別的なものどもに対して或る意味で原
、 因性を有っ
ているのであり， ここから神々という名が生じたものと解している。 つま
り， 神とは普遍的な予見と普遍的な原因性を意味するというのである。 そ
して， プラトンは， これら諸々の形相の聞に一つの秩序を措定したのであ
り， それは， 形相はそれがより普遍的であればあるだけ， それだけ， より
単純でありより前なる原因であり， それはより後なる諸形相によって分有
される， という論拠に基づくものである。 そして， これに基づいて， 第一
の普遍的原因たるものは， すべてのものによって分有されそれ自らは他の
何ものをも分有しないごとき究極のものであり， それが「ーj自体であり
或いは離在的な「善」であり， これを最高の神とするのである。 そしてこ
の最高の神を頂点としてその下に各自の普遍性と単純性に応じて諸々の形
相が秩序づけられる。 次にこれら離在的諸形相の秩序の下に第二の諸々の
知性の秩序が措定される。 第三の秩序は諸々の魂の秩序であり， 第四が諸
諸の物体の秩序である。 ところで『原因論』の著者は最高の秩序たる神々

。d
内リ
l
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の代りに， むしろプロチノスに復帰して単一なる第一原因を措定したので
あるが， その背後にやはり神々の秩序が全くは払拭されきらずに残ってい
るようであり， 而もそれが知性者や魂の類と重っていると考え ら れ る。
(此の点は後に考察される。 〉 然るに第一原因は単なる「一」ではなく「存
在」そのものであったところから， 第一原因が魂の存在の原因であり， 矢口
性者が第一の知性として魂の可知的たることの原因であるとしたと考えら
れるのである。 プラトン学派の見解に従えば， 勿論， 神々の秩序のうちにあ
る第ーの存在が魂の存在の原因であり， また同じく神々の秩序のうちにあ
る第ーの知性が(それは第二の秩序を構成する諸々の知性ではなくイデア
としての知性であるが〉魂の可知的たることの原因でなくてはならぬ。トマ
スはこの第二の解釈をむしろこのプラトン学派の立場に立った解釈として
把握している。 そしてこれをアリストテレスの立場から批判するので品 。
すなわち， 離在的諸原因の秩序を措定すると， ソグラテスは多数の動物
であるという帰結が生ずるというのである。 けだし， ソクラテスは離在的
な人聞を分有し， 離在的な動物を分有する， だから， ソグラテスは人間で
もあり， 動物でもある。 それゆえ， ソクラテスが， 動物たることと人間た
ることとを別々のものから得ているならば， 離在的な人間自体もまた離在
的な動物を分有しているのだから， ソグラテスは多数のものとなって真に
ーなるものではないという結論が生ずる。 だからして， ソクラテスは人間
たることと動物たることを一つの形相から得ているのではなくてはならぬ
のである。 同様にして， もしも， 魂が存在と知性的本性とを別々のものか
ら得ているのだとするならば， 魂は端的に一つではないことが帰結する。
それゆえ， 魂は， 存在をそれから得るところの第一原因からやはり知性的
たることをも得るのでなくてはならない。 そしてこれは， ディオニシウス
の見解と一致するものだといわれるのである。
すなわち， ディオニシウスは， トマスによれば， プラトン学派の神々の
秩序なるものを批判して， これは， 自体的な善とか自体的な存在とか自体
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的な生とかその他こういったものが夫々別のものであると主張したことに
なる， といい， これを訂正して， それらすべてのものは， 本質的には， 諸
事物がこれらすべての完全性をそれから分有するところの， 万物の第一原
因そのものであって， 従って我々は多数の神をではなく唯一の神を措定し
なくてはならぬとするのである。 即ち， 神は存在そのものであり， また善
の本質そのものであるがゆえに， およそ存在や苦の完全性に属するところ
のものはどれもすべてが本質的に神に帰するのであり， 従って， 神は生の
本質でもあり智慧の木質でもあり， ちからの本質でもありその他諸々のも
のの本質である， といっている。 そして彼は， 諸事物がーなる神から分有
している諸々の完全性のうちに， プラトン学派の人々が措定したのと同ー
の秩序を措定して， 彼等の神々の秩序， 即ち， t�lt在的諸形相の秩序は除去
したのである， と。
かくして， 魂の存在も知性的本性もーなる第一原因から取れ]されたもの
であるという第三の解釈が成立するのである。 そして， 知性者の魂に与え
る原因性については， 魂の知性的本性に関してではなく， 知性的な魂が知
性者のはたらきによって受け取るところの可知的形象に関して認めている
のであって， これについても， ディオニシウスの「魂は天使達によって神
から流出する光明の分有者となる」 という言葉を引用しているのである。
かくして， 第一原因は知性者を媒介として苑をiEった， とい今ことは，
むしろ，
単;二，

I媒介としてJ me diante ということに川Lリi't極的ts:，0:II+を比ず，
第一原因一知性者一魂という秩序系列の'll:尖去現として，

r知性者

を聞に位置せしめておいて」といったぐらいの;百、味にとるべきだというの
である。 然し， 知性者と魂との関係に関してはなお疑問は残るのである。
その解明のために， 次に， 知性者と魂の区別に関して， それらが第ー原因
からどのようにして生じて来るかに焦点、をおいて考察してみよう。 その過
程において， さきに挙げた「第一原因は魂の存在を造った後， 魂を知性者
の下にあるものとして措定し， 知性者がそれへ白己の諸々のはたらきを及
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ぼすごときものとした」ということの意味も明らかになるであろう。

N

I二lV:の存在は， tf�ー原因， 知性者， 魂の三つの類に分たれ， 第一原因は
数的;こもーなるものであるが， 知性者と魂との二つの類は， 更に区分され
て， 土位のものと下位のものがそれぞれ措定され， 更にその各々が複数の
ものとして措定されている。 つまり， 単数の第一原因一複数の上位の知性
者一複数の下位の知性者一複数の上位の魂一複数の下位の魂という系列が
;与えられるのである。 この間の経緯について『原因論』の叙述を要約すれ
ば次のごとくなる。
第一原因によって創造される第ーのものは「存在」である。 この被造の
第一の存在は「無限」と「限定Jからの複合体である。 II日ら， この被造の
第一の存在が知性者にほかならず， 知性者は無限なる存在がその知性者た
る本性で限定されることによって被造の存在， 即ち{干るものとして生ずる
のである。 ところで， その被遣の第一の存在は第一原因に続くものである
が， 第一の被造の存在のうちの上の部分， 即ち， 第一原因に直結する存在
は第一知性者， 或いは， 上位の知性者であり， 第一の被造の存在の下の部
分が第二知性者， 或いは， 下位の知性者である。 第一知性者は第二の存在
に恒常不変の第二の形相を刻印する。 これが上位の魂， 或いは， 神的な魂
即ち天体の魂である。 第二知性者は衰亡し可分離的な形相を刻印する。 こ
れが下位の魂， llPち入閣の魂である。 上位の魂は知性者からより多くのち
からを受けており， これによって刻印されたもの (即ち， 天体〕は， 一定
した恒常不変のものであり， その運動は均等的且つ連続的である。 下位の
魂には知性者のちからがより少く到来しているのであって， それの刻印は
神的な魂より低い段階にあり， それによって刻印されたものは， 弱く， 消
t によって永続する。
え行くものであり， 可滅的である。 然し， g ener a io
また， 第一知性著は第一原因から受け取った諸々の追性を第二知性者に伝
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達し， その最後のものにまでゆきわたらせる。 同じく， 上位の魂は知性者
から受けとる諸々の善性を下位の魂に注ぎ込む。 そして， これら上位下位
の知性者と魂はすべて複数で語られている。

一一

以上が不充分な点をプロ

グロスの書によって補って理解した当該部分で、ある。
ここにおいて『原因論」の著者は， 上に見た 「第一原因は知性者さと媒介
として魂の存在を造った」ということばを， 第二のプラトン学派の立場ーか
ら理解していたものなることが明らかである。 そして， 諸々の形相の刻印，
即 ち， ディオニシウスによれば諸々の善性， 或いは， 完全性の刻印は， 存
在を除いては， 分有の理論に従って普遍的直接的にではなく， むしろ， 継
次的に行われ， 而もそれは， 一者たる第一原因から遠く離れるに従って弱
くなり低い段階のものになってゆく。 その限りにお い て 我 々 は ここに
e manatio 理論の影をはっきりと見ることができょう。 然しこれに対して，
トマスはやはり普遍的分有の理論で解釈するのである。 即 ち， 知性者から
の魂への刻印ということは， 上に見られたごとく， 実体的な意味において
も， 本性的な意味においても考えられず， 僅かに附帯的な意味においての
み理解するのである。 即 ち， 影響の授受ということは認めるのであるが，
それはあくまで原因と原因されたものの聞の関係ではなく， 原因されたも
の， 造られたもの同志の聞の関係において考えられるのであって， つまり，
完全なるものと不完全なるものとの聞の関係に置き換えられるのである。
即 ち， 天使と人間， 人間と家畜， 将軍と兵士の問の関係であって， 人間と
工作物との聞の関係にはならないのである。 尤も， 例外的に，

í人間が人

間を生むのであるが， 太陽もまた人聞を生むJ ， という考えを挙げて， そ
の場合には或る意味で人間の魂は知性者の刻印から生ずる， といっている。
即 ち， 人間の身体が人間の魂を受容しうるものたるように態勢づけられた
のは， 精子のうちへはたらく天体のちからによってであるという意味にお
いてであり， その天体のちからに知性者の刻印を見るのである。
ところで， 我々はここ でいま一つの問題に当面する。 即 ち， 魂と魂を受
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容するものとの関係である。

�原因論』においては， 第一原因が知性者を
(5)

媒介として魂を造ったのであり， 魂においても， 知性者における被造の存
在と同じく， それ自体においてはーにして単純なる存在が語られているの
(6)

であり， また， もともと上位の存在の三つの類のーとして規定されたもの
であった。 即ち， 永遠の後にして時間の上にある存在であった。 そしてま
た， 上に述べられた如く， 魂は知性者の刻印から生ずるものであり， 第一
知性者は上位の魂を刻印し， 上位の魂の刻印によって恒常不変の一定した
ものにして均等的且つ連続的な運動をなすものが生じたのである。 然るに，
トマスでは， _1::位の魂は， 第一知性者の刻印そ認めるにしても， 天体のう
ちにあるものであって， 始めから物体と結合したもの， 物体のうちにおい
てはじめて存在しうるものとして提示されるのであ

之

然し， 他面におい

ては， 天体の魂と人間の魂とを自存する魂と呼び無理性的動物や植物の魂
( 9)

の自存しない魂とは区別もしている。 かくして， 魂がそれへ刻印されると
ころのものは， 第一原因に上ってであれ知性者によってであれ， 魂の存在
なる知性者の存在に顕する存在であるのか， 或いは， 物体の存在に他なら
ないのか， という問題が生ずる。 然L， この問題はもともと， プラトン的
な不死なる魂， それはトマスによってもプラトン学派の諸事物の段階秩序
において第三の秩序として措定されたものだが， を理解しているか， アリ
ストテレス的な現実的生物体の形相としての魂を理解するかの相違に基づ
くものである。 プロチノスやプログロスは前者を採り， 魂の階層が措定さ
れ， そのうちの下位の魂， 即ち人間の魂はそこからそのFの物体の113層へ
降下するものとして語られるのである。 トマスはここではアリストテレス
的な立場をとり， ここに問題が生ずるのであるが， この問題はいまは措い
て， 三つの類の関係について考察を進めよう。

V

『原因論」は諸事物の第一の諸原因についての諸命題の集成であり， その

1
1
1

第一の諸原因たる上位の存在の三つの類として， 第一原因， 知性者， 魂の
考察をして来たのであるが， トマスの解釈によれば， 原因性は第一原因一
個に限られ， 知性者も， むしろ， 被造物の性格が強調せられているように
理解せられるのである。 だから， 今度は方向を転じて，

�'原因論』におけ

lieg re について
el
るいま一つの第一の諸原因の系列たる e sse-vive reー i nt
二考察してみよう。
すなわち，

�原因論』第十八命題には，

1"あらゆる事物が有たるのは第

一の有のためにであり， あらゆる生あるものが自己の本質によって動くも
のたるのは第一の生のためにであり， あらゆる知性的なるものが知識を所
有するのは第ーの知性者のためにである 」 とある。

これはトマスによれ

(2 )

ば次のごとく解明される。

諸々の事物はすべて三つの段階のものに還元される。 即ち， 存在と生と
知性認識とがそれである。 けだし， すべて事物はいす、れも三通りの仕方で
;考察されうる。 第ーには自体的にであり， この場合それには「存在」が適
合する。 第二には他のものへ向うものとしてであり， この場合「運動」が
適合する。 第三には他のものを自己の中に有つということに基づいてであ
り， この場合それには「認識」が適合する。 然るに， 自己自身によって運
動することが動くということの最高の仕方であってこれが「生」の特質で
ある。 また， 或るものを質料的にでなく形相的に所有することが， 或るも
のを自己のうちに有つことの最高の仕方でありそれは特に「知性認識」 に
おいて見られるところである。
次に， 各々の類において原因たるものはその類における第ーのものであ
り， その類に属するものはそれによってその類に収まるごときものである。
然るに， 事物の如何なる系列においても無限に進行することはないのであ
って， 何らかの�1ーのものに到達すべきものである。 かくして， 諸々の有
の秩序においては， すべてのものに存在を与えるごとき第ーのものが存し
なくてはならず， これが「第一の有」である。 同様に， 生きているものの
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類においても， すべての生きているものがそれからして生きるということ
を得ている「第一の生」がなくてはならない。 また同様にして， すべての
認識するものの秩序においても第ーのものが存在しなくてはならず， 然る
に， 完全性の秩序においては知性的認識が感覚的認識よりも， また， 理性
的推理的認識よりもより高度なものであり， かくて認識するものの秩序に
おける第ーのものは「第一の知性者」でなくてはならない。
ところで， 存在は第ーのものであってあらゆるものに共通的であるが，
有るもののすべてが自己自身を動かしうるという完全性に迄到達している
わけではなく， 存在するもののうちのより高度に完全なものが生あるもの
なのである。 また， すべての生きているものが認識の段階に迄到達してい
るのではなく， 自己のうちに有する運動の根源が質料から離れた形相的な
ものであるごときもののみが認識しうるものなのである。 従って， プラト
ン学派の見解によれば， 上述のごとく， より普遍的なものがより前なので
あるから， 第ーの有は第ーの生の上位にあるものであり， また， 第一の生
は第ーの知性者よりも上位にあるのでなくてはならない。 そして， ここに
おいて，

(3)

i"原因論』の:[11:初に述べられているところの原因問の秩序が適用

される。 すなわち， 第一 の普遍的原因と第二の普遍的原因の原因性の関係
について， 第一の原因は第二の原因よりもより多く影響する， つまり， 第
ーの原因の原因性はより包括的でありより強力であること。 第二の原因は，
従って， 第一の原因を前提してはじめて自己の原因性の効力が発する， す
なわち， 第二の原因を生ぜじめ第二の原因に原因性を与えるのも第一の原
因なのである。 また， 同じーっの果にはたらきかける場合も， 第一の原因
の効果が既に到来している上へのみはたらくことが可能なのであり， 第二
の原因の効果がそれからl�reれ去っても第一の原因の効果は除去されないの
である。
かくして， 第一の有は自己の下位の原因のすべてと， 原因されたあらゆ
る事物とにとって有の原因たるのであり， 第一の生は第一の知性者に生を
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原因し， 諸事物のうち生きているものたる完全性をもっすべてのものの生
の原因であり， 第一の知性者は諸事物のうちのより高度なるもの， 即 ち認
識を有するすべてのものの認識の原因たるのである。 即ち， 第一の有の原
因性は最も遠くに及び而も最も強力に果に固着する。 第一の生の原因性は
それに次ぎ， 第一の知性者の原因性は最も小さい範囲にしか及ばない。 従
って， 尿因の秩序においては下位のものほど豊富な内容を有し， 結果され
た諸事物の秩序においては， 正にその逆に， J二位のもの， 即 ち原因の秩序
の下限に近いものほど多数の完全性を所有するものとなり， それから遠い
下位にあるものほど内容の乏しい単純なものでなくてはならない。
ところで， ここで『原因論』の著者は， このI"U3ーの有」があらゆるも
c a t io
n si と呼び， それに対して，
のに有を与えることを「創造J m odus re
「第一の生」が諸々の生物に生を与え， 1"知性者」が諸々の認識するものど
もに知識を与えるのを「形相賦与J m odus f or mae と呼んでいるのである。
けだし， 生11性認識は生を前提し， 生は存在を前提するのであるが， 存在は
より前なる如何なるものをも前提しないのだからである。 即 ち， 他のもの
を前提して或るものが生ずる場合には， より後から来るものは前提された
ものに対して形相賦与という仕方で関わるのであるが， 何ものをも前提す
ることなしに生ぜしめられる場合は， 創造によって生ずるといわれるので
ある。 かくして，

1"第一の有」は唯一の創造者となるわけである。 とする

と， 上に見られたごとく， 第一原因は知性者たるべき第一の被造の存在を
遣ったのであり， また， 知性者を第一の被造の有と呼ぶ時に， これに対し
c an s が語られるのであり， ここに
て「創造する第一の有Jen s pri mum re
おいて『原因論」において「第一の有」と「第一原因」が同一視されてい
ることは明らかである。
次に， 知性認識の第一のものたる「第一の知性者」も， はじめに考察さ
れた上位の存在の第二の類たる「知性者」に帰一する。 けだし， 知性者は
第一の認識する者であり， また， すべての認識するものの上に知識を注ぎ
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込むものとされているのだから。 上に， 魂の存在の原因は第一原因である
が， 知性的たることは知性者によるといわれたのもこのゆえにであった。
然るに，

I第一の生」に関しては問題が生ずる。

けだし， 魂が生の根源であることは明かであり， 魂が天体に刻印するこ
とによって諸天体は恒常的な運動をするものとなり， また， 魂が自己のち
からを物体へ注ぎ込み物体が正しくはたらくように出接的に導くことが，
物体を生けるものとすることであった。 ところで， 魂 は1-.位の存在の第三
の類であって知性者の下位にあるものとして規定されている。 然るに， 存
在一生一知性認識の原因系列においては， 原因性の効力と普遍性の点から
して，

i生」は第二の地位を占むるものであり， 知性者の上位にあるので

なくてはならない。 すなわち， 三つの類の区分にあっては「永遠」が規準
となり， 時間と運動に近いものが下位であったのである。 然るに， 新しい
普遍的原因性の秩序にあっては， 完全性の段階において， より高度のもの
ほど， それはより多くの前提を必要とするものなのだから， より下位に秩
序づけられるという結呆になっているのである。 ここにおいて， プログロ
スは，

矢口'1生」の上に新しく「生」の段階を設けているのである。 然るに，

『原因論』においては， この点， いま一つ明確に結論する論拠に欠けてい
るのであって， 即 ち， プログロスのごとく知性の上に一つの段階として措
定しているともいいえないし， また， トマスの解釈のごとく， 全く神なる
第一原因のうちへ吸収せしめているとも思われない。 然し， 魂と同一視さ
れていないことは確かである。
では次:こ， トマスはこれら諸原因を如何に整理しているかを考察しよう。

VI

先ず， 比較のために，

11原因論』がそれによぺているところのプログロ

スの体系を見てみたい。 それは， 使11:1'1りにDodds の図表の一部を借用す
れば以ドのごとくである。
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段

階
一者

なし
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存 の) 生
秩!在
予
知性

一者
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一者， 有
一者， 有， 生

ろ唱

一者， 有，

動物

一 者， 有， 生， 生11性

他物

一者， 有， 生

秩序 ; 無生物
質

そして，

原

料

主， 知性

一 者， 有
ー者

�原因論』の取扱っているのはこの表の存 在の秩序の各段階で

ありそれらはすべての生成の秩序の各段階に対して原因としてはたらく。
然し， この表においてDodds も指摘しているごとく，

I魂」は一卜ゐ位の存

在としてありながら自己の原因性を「生」に纂奪されて体系の統一 を損っ
ているのである。 然しこれは，

ヒに我々も見たごとく，

I第一の生」を措

定すれば当然予想されるところである。
これに対してトマスは， 同じプログロスの体系を， 伎の理解する所謂プ
ラトン学派の人々の四段階秩序に基づいて把握す一るのであって， その際，
上述の存在一生一知性認識の原因系列から結果する「第一の有J I第一の
生J I第一の知性」 をすべて維 在的諸形相の秩序に属すべきものと見るの
である。 即ち， I第一の知性」は「知性者」 と同じものとはならず，

知性

者は第ーの知性によって原因されたものでしか な い の で あ る。 いま，
Doddsの表にならって図示すれば次のごとき体系が理解されている。

119

『原因論』とトマス ・ アクイナユ

出{因

階

段

、ld
11
11
1/\』1
11JIl
l-PIl
li-l、
/-1

〔一者・善〕

の
因 /|第ー 秩序
原の
在的形相)
(離
秩序 )
け中々〕

有

なし

生

有ー

知性

有， 主主

者
性
知
魂

ω料
体 (質
物 〔

序 序 序

秩 秩 秩
の の の
二 三 四
第 第 第

れの
え」の
因も序
原 た秩

有， 生， 知性

有， 生
‘
有

すなわち， ここにおいては， r知性者」もその原国性を失い， 1"魂」と共
に原因されたものの秩序(こ入るわけであり， その代りに「生」の下位に原
因としての「知性」が入り， かくして全体系は完全な整合性を得るのであ
i p
i atioを考え， しかもその効力の段階的秩序を
って， 原性
因 としてp artc
措定することによってemanato
i の体系を説明しているわけである。
トマスは， プ ラトン学派の見解， 従って，

r原因;命1がその背景として

有 った体系を以上のごときものとして理解したのであり，

1:原因論」の著

者は， これをディオニシウスと同じ立場から修正した， 叩ち， 神々を認め
ずに唯一の神を第一原因とし， しかも， 神々の全原因性をそれに保有せし
めた， とするのである。 かくして， トマスの解釈によれば，

�"原因論」 は

次の如き体系を示すものとして， トマスの体系と調和しうるものとして理
解させるのである。 ただし， 天体の魂については入念な配慮のもとに断定
を保留しているが。
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段

階
一者

なし

有

一者

存在 の )片
L
予
!
秩
1
匁l性

因

一者， 有
一者， 有， 生

魂

一者， 有， 生， 知性

動物

一者， 有， 生， 匁l性

生成の!M物
秩 序 ; 無 生物
料
賃
そして，

啄

一者， 有Î， 生
一者， 有
一者

iî原因論』の取扱っているのはこの表の存在の秩序の各段階で

ありそれらはすべての生成の秩序の各段階に対して原と
因 してはたらく。
然し， この表においてDodds も指摘しているごとく，

1"魂」は上位の存

在としてありながら自己の原因性を「生」に纂奪されて体系の統ーを吊っ
ているのである。 然しこれは， J:に我々も見たごとく，

1"第一の生」を措

定すれば当然予想されるところである。
これに対してトマスは， 同じプログロスの体系を， 彼の理解する所謂プ
ラトン学派の人々の四段階秩序に基づいて把探するのであって， その際，
上述の存在一生一知性認識の原因系列から結果する「第一の有J 1"第一の
生J 1"第一の知性」 をすべて離在的諸形相の秩序に属すべきものと見るの
である。 即ち， 1"第一の知性」は「知性者」 と同じものとはならず，
11は第一の知性によって原因されたものでしか な い の で あ る。

知i性

いま，

Doddsの表にならって図示すれば次のごとき体系が理解されている。
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原 因

階

[支

〔ー者・善
原因の
秩
序

� 字離主(神jb々E〕相〕

有

なし

生

有

土日1生

有， 生
11'， 'Jミ， 知性

原因され
たものの
秩序

第三の秩序

有， 生

魂

第 四 の秩序 物体

イミ今

(3 )

質
〔料〕
すなわち， ここにおいては， 「知性者」もその原因性を失い， 1"魂」と共
に原因されたものの秩序;こ入るわけであり， その代りにi生」の下位に原
と
因 しての「知性」が入り， かくして全体系は完全な整介性を得るのであ
秩
序を
って， 原性
因 としてparticipatioを考え， しかもその効力の段階的
措定することによってemanatioの体系を説明しているわけである。
ト マスは， プラトン学(庇の見解， 従って，

W'原因論Jがその背景ーとして

有った体系を以上のごときものとして理解したのであり，

I原論
因 」の著

者は， これをディオニシウスと同じ立場から修正した， 即ち， 神々を認め
ずに唯一の神を第一原と
因 し， しかも， 神々の全原因性をそれに保有せし
めた， とするのである。 かくして， トマスの解釈によれば，

原因論dlは

次の如き体系を示すものとして， トマスの体系と調和しうるものとして理
解させるのである。 ただし， 天体の魂については入念な配慮のもとに断定
を保留しているが。
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階

段

hf完必

原

因

有

1J

原因 の
因
第〔一創原造 者・神〉
秩序

生

なし

知性
知性者(天使)
原因さ
れたも
のの秩
序

魂

(

I

天体の魂
人間の魂

物体

有， 生， 知性
有， 生， 知性

j生物

有， 生

1無生物

有

第一原因
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トマスは， 勿論，

ーと善の原因性は認めているのであり， 質料にもーと普は

分有されているといっている。 CExpositio n. 98)故に， 当然， 有以下のすべて
に原悶としてーと;ちが加わらなくてはならぬが， 此の表では特に esse-Vlvere
-intelligere の原岡系列を見るために敢えてそれを省時した。 即ち， 有の創造
者性を出さんがためである。 (Expositio n. 351参照)

(4)

íF原因論」 は二つの部分に分たれ， lìír、ドで第一原l1]， 知性者， 魂が規定され，
後半でそれら相互の関係の仕方が述べられる。 以上の考察は主としてその前半
についてのものである。 然し，

トマスの解釈の態度は変らない。 従って， 後半

の三者相互の1)(1係も， 結局， 神と被造物との関係として考えられる。 即ち， 神
の支配とその受け取り方の問題となる。

(5)

トマスにおし、ては， 原悶性の秩序は， ディオニシウスにならって， むしろ，
善性或いは定全性の1大序として担保される。 そしてその場合， 白然的原因性:二

宗教的恩恵の考えがJ阜入されるので，

新しく阪雑な問題が生じてくる。 「原因

論』の後半の部分はこの問題に閉するものでもある。

