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神 と 世 界
一一一Sum. t heol. 1， q. 25， a. 5一一

111 田 日
日日

トマスは『神学大全』第1部25問5項において， <神はそのなさざるこ

とがらをなすことができ る か) Ut rum Deus possit f acere quae non 
水

f acit . を問題にしている。 この項においてトマスが聞いかつ答えて い る

内容をなしうるかぎり深 く読みとること， それがこの小論の意図するとこ

ろである。 そのためにまずわれわれは， この間いそのものの意味を， でき

るだけ正確に把握しなければならない。

*これに関連する箇所とその問題。 1 Sent. d. 43， q. 2， a. 1. Utrurn Del1s 

operatur de necessitate natl1rae. 1 Sent. d. 43， q. 2， a. 2. Utrurn Deus .agat 

de necessitate iustitiae. II Cont. gent. c. 23. Quod Deus non agat ex necessi

tate naturae. II Cont. gent. c. 26. Quod divinus intellectus non coartatur 

ad deterrninatos e任ectus. II Cont. gent. c. 27. Ql10d divina voluntas ad 

deterrninatos effectus non artatur. De pot. q. 1， a. 5. Utrl1rn Dens po白it facere 

quae non facit et dirnittere quae facit. 

まず， 神が「なす」とか「なさない」とかいわれているが， この場

合の「なすJ f acereとは何を意味するので あろうか。 この語はトマスによ

って広狭二様の意味で用いられているþ)広義においてそれは agereと同義

である。 すなわち一般に， 何らかのはたらきを他から蒙る pat i に対立す

る意味で， 自分から何らかのはたらきを「する」ことである。 このような

広義の「する」には， 二 つの場合がありうる。 一つは「する」 ことによ っ

て何らかの結果を外界にひきおこす場合で あり， 一つは， はたらきが主体

のうちにとどまり， すくなくとも直接的には， いかなる結果をも外部にひ



神 と 世 界 29 

きおこさない場合である。 (それはたとえば「意志するI v ell eや 「知性

認識するJ i n tell igere のごとくに， 自動詞によ ってあらわされるはたら

きである〕。 広義の facer e はこの二つの場合をふくみ， そのはたらきが

外部に何らかの結果をひきおこすか否かにかかわらず， とにかく一般に何

かを「する」ことを意味している。(2)狭義におけるこの詰は， 何かを「造

る」ことを意味する。 すなわちそのはたらきによ って外界に， これまでな

か ったものを生ぜしめることを意味する。 このよ うにして造り出されるも

のは 「結果」 といわれる。 結果とはすなわち 「造りいだされたるもの」

ex ・ facere> ex ・ fact us> effect us にほかならない。 この意味での「造る」

も， これをこまかく考えてみるならば， 結果を生ぜしめる仕方の相違にお

うじて， I変えるJ m utare， I動かすJ m ov ere，1造りH"，すJ efficere， I生むl

gen erare， I産出するJ producere， I創造するJ creare等に分た料るであろ

うが， さしあたり facere は， これらすべてを包含して， ともかく外部に

何らかの結果在生ぜしめるはたらきとしての「造る」ことを意味している。

2 いまトマスが， <やIJはそのなさざることがらをなすことができるか〉

を問 うとき， この場合の「なす」とは， 広義の「する」ではなくて， 狭義

の「造る」を意味していあ。 すなわちここで問われているのは， 一般に 〈神

はそのしないことそすることができるか〉ではなくて， <神はその造らない

ものを造ることができるか〉 とい うことである。 このことは以下の考察に

おいて，おのずからあきらかとなってくるであろ う。 ところで， 神が「遣るJ

とはいかなることであるか。 神がそのはたらきによって神の外に何らかの

結果を生ぜしめること， それは神が事物を無から「創造する」ことにほか
( 2 ) 

ならない。 それゆえここでトマスが問 うているのは， もっとはっきりい う

ならば， <神は創造しないものを創造することができるか〉である。 ここで

そのよ うにはっきりと「創造する」とい う語が用いられずに， 漠然と「な

す」とい う語において問置が提起されているのであるが， その理由もまた

以下の考察において， おのずからあきらかとなってくるであろう。
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3 更にこの間いにおいてトマスは， {神はそのなさないことを〉云々と，

〈なす〉とい う動詞を， 現在直説法の形で用いているが， これは何を意味す

るのであろ うか。 この形については次の二つの点が注意されなければなら

ない。 第 1に， それは神が現実に， ないし実際にくなす〉 こととして， {な

し うる) p ossit  fa cere 可能性に対して区別されているとい うことである。

神が〈なす〉とは， 神がこの現実の世界を創造することである。 われわれが

その うちに現実に生存しているこの世界は， 神の造るはたらきによって生

じた現実的結果て、ある。 これに対し， rなし うる」とい うことは可能性に

属し， rなし うる」こと， かならずしも実際に「なされる」とはかぎらな

い 。 「なし うる」が「なされない」こともあり うるのである。 それゆえこ

こで， {神はそのなさないことをなし うるか〉が問われるとき， そこでは，

〈神は実際には 創造しない世界をも創造し うるか〉 が問われているのであ

り， 結果のがわからい うならば， {現実に存在しているこの世界とは別の

世界が， 神によって創造され うるか〉 が問われているのであり， 更 にい う

ならば， {現実に存在するこの世界は， 神が創造し うる唯一の世界である

か， それとも神は， これとは全然別箇の位界を， この世界のかわりに創造

することができるか〉が問われているのである。

4 第 2 に， この間いにおいて， {神はそのなさないことを) quae non 

fa cit云々と， 1"なす」とい う動詞が， 現在形で月]いられていることに注意

しなければならない。 すなわちここで問われているのは， {神はそのなさ

なふ -? t::.ことを) quae non fec it とい う過去のことがらではな くて，

〈なさないことを〉とい う現在のことがらである。 もしもここで過去のこと

が問われているのだとしたならば， その意味は， {神は過去においてしな

かっことを， したよ うにすることができるか〉 とい うことになる。 トマス

はその問題を， これに先立つ項(第 4項) において， すでに論究している

のである。 すなわちそこにおいては， く仰は過去に起ったことがらを， 起

らなかったよ うになし うるか) Utrum Deus p os sit facere qu od prae ter i-
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ta non f ue rin t. が�:lわれた。「過去 に 起ったことがらJpr ae te rita とは，

こ の世界 に すでに生起したことがらであ り ， 神によってすでに創造されて

「科J i.í�なしfここ とカ2神のがわからいうならばしま す たことがらで あり，

それゆ え〈神は過去に起ったこ とらJ q ua巴 Deus f ec itにほかならない。

がらを起らなかったようになしうるか〉 という同1いは， いいかえるならば，

。中はその創造した世界を， 創造しなかったようにすることができるか)'，

〈神はそのなしたことがらを なさなかったようにすることができ

る ;ウウ を問うているので ある。 これに反し， いまこの項 において問われて

い るのは ， 神が過去 においてなしたとかなさな かったとかい う ことで はな

く て， 現在においてなし，

ない し，

あるいはなさないことがらなのである。

起らなか〈神は過去に起ったことがらを，と ころで前項において，5 

っ たよ う にすることがで き るか〉 という問いに対するト マ ス の答は否定で

あ っ た。 過去に起ったことがらを起らなかったようにするとい う こと， い

L、かえるならば， 神がすでになしてしまったことをなさなかったようにす

なぜならば，る と いう ことは， 神 の全能を以てしても不可能なので ある。

もし過去に起ったことがらが， 神によって起らなかったようにされるとす

そのことは過去において 「起ったJ とともに 「起らなかった」 こ と�ê:ま，

し かるに神は矛盾的なるものそ 造これはあきらかに矛盾である。にな り ，

なぜならば神の造 り うるものは 「有」 の性格 rat io en t isをもっりえない。

ものでなければならないが(神が創造するとはそのものを「有らしめる」

dare esse ことにほかならぬのであるから)，

をもたない。 それゆえい っ たん何かをなしたならば，

ぷJfJようにすることは， 神にとっても不可能である。 これが前項の結論

であっ日)(この論拠のもとには神の意志の不変性という根本前提がひそん

でいる。 神が:ミじたならば，まじたことは神の意志だったのであり， これ

をま き まふ 3 72 よ うにするこ とは， もしそれがおこなわれるとすれば ， 神
(4) 

の意志 の不変性に反する こ と と なる〉。
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本項においては， 神が過去に「なした」ことではなくて， 現在「なす」こ

とが問題と さ れる。 そして神が実際に「な さ ない」ことがらであηても，

神はそれを「なしうる」か否かが問われるのである。 これに対するトマス

の答は， 前項とはことなり肯・定である。 すなわち伸は， すでになしてしま

ったことがらに関しては， これをな さ なかったようにすることはできない

が， いまな さ ないことがらに関しては， これを「なしうる」のであり， も

っと具体的にいうならば， 神は現実に存在しつつあるこの世界を創遣する

かわりに， これとは全然別箇の世界を創造することもまた可能なのである。

それはいかにして可能なのであるか。 またそれがi可能であるということは，

何を意味するのであるか。 われわれが知りたいとおもうのは， ま さ にその

ことである。 トマスはまず， そのことは神にとっても不可能であると主張

する異論をあげ， それの批判jというかたちで自説を展開しているから， わ

れわれもまたトマスの論述の順序に従って， そのTZ論の論旨の考察から出

発することにしよう。

E 

6 <神はそのな さ ないところのことがらを， なすことができなLウとい

う主張は， 2つの異る立場から提起 さ れている。 u"能力論』におL、ては，

前者は「哲学者」の説， 後者は「神学者」の説であると さ れている。 まず，

哲学者の説といわれる第1の論拠から考察しよう。 一一これによれば， 神

はいわば自然の必然性によってはたらく Deum agere quasi ex necessÎ

tate naturae.。 自然のはたらきにおいては， 実際(こ起る以外のことは起り

えない。 たとえば人聞の種からはただ人聞のみが， オリーブの百1からはた

だオリーブのみが生じ， それ以外のものは生じえない。 このように自然の

はたらきにおいては， そのはだらきの結果は一つのものに決定 されており，

それ以外のものは生じえない。 ところでただ一つのものに決定 さ れ他の仕

方のありえないことが「必然」ということにほかならない。 それゆえ自然
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のはたらきは或る一つの結果に対して必然的に決定 さ れているのである。

このように神のはたらきは自然必然的であるから， 神から生ずるところの

もの， つまりこの被造的世界は， 神の本性から必然的に流出し， したがっ

てそれは一つの結果に対して決定 さ れており， それ以外のものではありえ

ない。 ところでこのように神の自然本1生から必然的に流出してくるものの

全体こそは， われわれがそのうちに生きている現実的世界である。 それゆ

え現実に存在するこの世界は， 神の自然本性的なはたらきの必然的結果で

あり， この世界こそは， 利lから生じうる唯一の結果であり， したがってま

たこの世界以外に， 神はいかなる世界をも造りえない。 以ヒの理由からし

て， <神はそのなさざるところのことがらをなしうるか〉という問いに女すし

ては ， こう答えられなければならない。 〈神がなすはたらぎの唯一の結果

はこの現実の仕界である。 この世界以外に神はいかなる世界をもiEりえな

い。 それゆえに， 神はそのなさざるところのことがらをなすことはできな

い 。〉

7 この論拠は， トマスはその主張者の名前をあげてはいないが， あき

らかにネオ・ プラ卜ニズム的なものである。 彼らによれば世界はー者から

流出するのであって， その流問のプロセスに， 理性の世界， 魂の世界， 可

感的世界が生じてくるが， そのプロセスは， あたかも太陽から熱と光とが

発散するごとく自然必然的であって， その流出はま さ にそれが流出するご

とくにおこなわれ， それ以外の仕方ではありえない。 したがってその流出

の一段階として， われわれがそのうちに生存する現実の世界は， 一者から

の自然的流出の必然的結果で‘あり， それ以外の世界はありえないことにな

る。 それゆえ〈神はそのなさざることがらをなしうるか〉という問し、に対し

ては， <なしえない〉 と答えなければならない。 この場合しかし神が 「な

す」ということは， 神から「流出するJ effluere ことであって厳密な意味

で神が「遣るJ efficere ことではない。 しかしその流山によって何らかの

結果が生ずるというかぎりにおいて， それは第2の立味で、の「なす」のう
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ちに合まれるのである(本論文I参照〉。

以上の論拠に対してトマスは次のように答えている。 神は自然必然8 

性のごときものによってはたらくのではなぐて， 意志によってはたらくの

また必然的に或る特定の事物にしかもその志志は自然本性的に，J占 守、こめQ。

したがって他のものは決して生じえな

ただこの諸事物の プロセスのみが

対して決定されているのではない。
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神 「神は 自然必然的にはたら

トマスは「神は意志によく」というネオ ・ ブラ卜ニズム自句Fよ南平に士すして，

つてはたらく」といって， 神のはたらきの原因が意志であることを強調し

ている。 神が意志を有することは， 神が知性的であるということからして

なぜならば， 意志は知性に随伴するものだか必然的に帰結せしめられる。
(8 ) 

らである。 トマスにとっては， 知性的なるものは必然的にまた意志的なる

9 しかしここで問題になるのは， 果して意志的走 るもの丘 白然必然出

でないか，

ものでなければならない。

たしかに意志的なるものは， �tô理性的なるということである。

ものが自然必然的Jこ或る一つの結果に対ーして決定されているような仕方で，

その対象に決定されてはいない。 しかし意志的なるものには， 意志的本性

にふさわしい自然必然性というものがあるのではなかろうか。 たとえば人

それだからといってそのはたらきが完問は知性的立志的存在者であるが，

まず人間の意志、はその究極の全に必然性をまぬがれているわけではない。

自然必然的に傾くのであって， 究極の善はこれを7主たる至福に対しては，

「それを意志、せざるをえない。 それゆえ， 究極目的に対し人間の意志は，

意志せざるをえない」という仕方で必然的に決定されている。 だから究極

目的への志向に閃するかぎり， すくなくとも人間の意志にあっては， 意志

的であることと白然必然的であることは決して矛盾せず， 却って意志は，

まさに意志そのものの白然本性にしたがって必然的にはたらくといわねば

ならない。 更に人聞の意志、は， 究極目的を意志するがゆえに， その目的に
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対しであるもの ea quae sun t ad fin em をも意志するのであるが， この

「目的に対してあるもの」に関しても， 人間の意志は全面的に必然性をま

ぬがれているわけではない。 すなわち「目的に対してあるもの」のなかで，

究極目的を獲得するためぜひとも必要であるものは， 人聞の意志はこれを
(10) 

必然的に意志せざるをえない。 Tこだ， 究極目的を獲得するためにかならず

しも必要でないもの， そのいずれをとるかに対して意志が決定されていな

いものに関してのみ， 人間の意志は必然的ならざる仕方でこれにかかわる

ことができるのである。 それゆえ， 意志的なるがゆえに自然必然的でない

とはかならずしもいうことができない。 もしも人間意志の場合， このよう

であるとするならば， 神の意志の場合はどうであろうか。 神が意志によっ

てはたらくということは， いかなる意味で， <神は白然必然性によっては

だらかない〉ということの恨tJ!1となるのであろうか。

10 神の意志と人間の立志とは， 次の二つの点において区別される。(1)

人間意志においては仁述のごとく， 究極目的およびこの目的を達成するた

めに必然的に要求されるものに関しては必然的にかかわり， ただ究極目的

に対しどちらでもよいという仕方でかかわるものに関してのみ， 意志、は自

由にそのいずれかをえらぶことができる。 しかるに神にあっては， 究極目

的は神自身である。 人間73志の究極目的も神であるが， それはまだこの目

的を獲得していない。 これに対して神は， 究極目的たる自己自身をすでに

所有しているのである。 したがって神は， 究極目的達成のために自己以外

の何ものをも必然的に要求しない。 なぜなら神は究極目的たる神自身をす

でに所有しており， しかもそれは完全なる善なのであるから， その獲得の

ために神がぜひともそれを意志せねばならぬごときものはありえないから

である。 それゆえ神の怠，ιにとっては， 究極目的たる神以外のものはすべ

て， 神という目的に対してどちらでもよいという仕方でかかわるのであっ

て， したがって神は自分以外のすべてのものを自由に憲志する。 それゆえ

人間意志の場合には， 究極目的と， それに必然的にかかわるものとはこれ
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を必然的に意志 し， どちらでもよいという仕方でかかわるもののみを自由

に意志 し たのであるが， 神の意志、の場合には， 究版目的たる神自身のみは

これを必然的に意忘するが， 他のものはすべて， 神はこれを必然的にでは

なく自由に意志する。 つまり， 神の意志は， 神以外のすべてのものに対 し

ては， 自由なる仕方でこれにかかわる。 一一(2)神の意志と人間の意志との

第2の相違は次の点に存する。 すなわち， 神の意志は諸事物の原因である。

神はすでに存在 しているものを意志するのではなくて， 却って神がそのも

のの存在を意志するがゆえにそのものは存在するのである。 これに反 し，

人間の場合には， 人聞がそのものの存在を意志するからそのものが存在す

るとはかぎらない。 却って多くの場合， われわれの意志は， すでに存在し

ているものによって， それを意志すべく動かされるのである。

11 以上に述べられた神の意志の二つの特性より してく神は意志によ っ

てはたらくがゆえにそのはたらきは自然必然的でない〉 といわれる理由 が

あきらかとなる。 すなわち， 神は自分以外のすべてのものを， 必然性によ

ってではなく自由に意志する。 しかるに神の意志は諸事物の原因であるか

ら， 神がこのものを意志することによってこのものが生じ， かのものを意

志することによってかのものが生ずる。 このものを意志 しないことによっ

てこのものが生ぜず， かのものを意志 しないことによってかのものは生じ

ない。 このように意志が， これかれのものに対 して自由であるということ

は， 神の;意志がこれをもかれをも意志することができるということにほか

ならない。 かくて「なす」と「な しうる」とが神においては区別され， 神

は現実にその意志、によって「なす」ことがらのほかに， 「な しうる」可能

的なることがらを有することになる。 かくて， 神が意志によってはたらき，

その意志、が必然的でなく自由にはたらき， かっその意志が諸事物の原因で

あるということから して， 一般に， <神はそのなさざることをもな しうる〉

ということが結論される。

12 ここでトマスにおいて， 神が世界を「造る」ということが， 自由な
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る創造の行為として， 文字通り「造り出すJ efficere の意味とされている

ことに庄立しなければならぬ。 これに対してネオ・ プラ卜ニ ズム的なる神

の把握においては， 神がi!t界を「造る」というよりはむしろ， 神から世界

が必然的に「流出するJ eff 1uere のである。 この相違はいかなる根拠に由

来するのであるか。 ネオ・ ブラトニズムといえども， 神を非理性的なるも

のとニ15'えたわけではない。 だから非理性的世界における自然必然的流出の

現象がそのまま神からの諸事物の流出にあてはまるとされたわけではない。

トマスが彼らの主張として， I彼らは神がいはば自然必然性によって quas�

e x n ecessitate n aturae はたらくと主張した」といって， 端的に「自然必

然性によって」といわなかった理由もそこにあるかもしれ討し 彼らもや

はり神を知性的なるものとして妃挺しているのである。 しかしその場合彼

らは「知性」の認識的側面に注目して， 意志、的側面にはあまり注意を向け

なかったようにおもわれる。 それゆえ彼らは， 理性なし、L9、，.性としての神

からの万物の発出を考えるさいに， これを理性ないし知性における認識作

用のマナロジイを以て考えたので、ある。 すなわち， 神から世界が生ずるこ

とを， あたかも知性からその認識像が知性そのもののうちに生ずるという

仕方て与えたのである。 彼らにとって神からの世界の流出の プロセスは，

知性なる神の思惟の運動の プロセスのごとくに映じたのである。 したがっ

て知性なる神からの世界の発出は， 自然必然的流出となり， そこには神が

世界を「造る」というパーソナルな性格が失われたのである。 これに対し，

トマスもまた神を知性的なるものとして把握し， そこから出発するが， 彼

にとって知性的ということは単に認識的ということにとどまらない。 知性

的なるものは同時に意志的である。 意志的な神はその造るものに対して必

然的;こ決定されておらず自由である。 ここからして， トマスにおいては，

神はネオ ・ プラトニズムにおけると同様， 知性的なるものでありながら，

しかもその神からの世界の発出は必然的「流出」とはならず， 却って自由

なる「創遣」となった。 同じく神を知1'[生的なるものとしてとらえながら，
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その把握の内容はことなるという点に注意しなければならぬ。

E 

13 次にわれわれは， <神はそのなさないところのことがらを， なすこ

とができない〉 と主張する第2の論拠を考察することにしよう。 それはト

マスによれば， 先述のごとく〔本論文6参照J ， 神学ぎによって提起され

たものである。 その論拠とは次のごときものである。 一一神は世界を;宣る。

神によって造られた世界は一つの秩序をなしている。 秩序あるところには，

智慧と正義とが支配している。 神はその智慧とE高とをもって， この世界

を秩序あるものに遣ったので 、ある。 それゆえ神によって泣られた|吐界全体

のうちには， 神の智慧と正義とがこめられている。 ところで 、神におL、ては，

その能力， 本質， 知性， 意志， 智慧， 正義は全く同ーのものである。 それ

ゆえ神の智慧と正義とがこめられているこの現実世界には， 神の全花力が

こめられている。 したがって神は， その能力の全体をあげてこの現実世界

を最善のものに造ったのであり， したがって神はこの世界よりほかの世界

を造ることができない。 一一一この説は第1の説と(，土ちがって， 神を最高度

に智慧ーと正義とを有し， その智慧と正義とにもとづいて世界を造るノミーソ

ナルな神と考えている。 それが神学者の説とされている所以であろう。 こ

の説によれば， 世界は神から自然必然的に流出するのではなくて， 却って

最善の工匠によっておよそ可能なるかぎり最善なるものとして造られた最

高の傑作と考えられるのである。 しかしまさにそれゆえに， この説l土神の

創造に必然性を課することとなる。 なぜならば， 凡そいかなる類;二おL、て

も最上のものは一つしかない。 それゆえもしこの世界が， 神の造りうる最

善の世界であるとするならば， 常に最善なるものの創造を意図する伸の意

志は， この最善の世界たる現実の世界の創造に決定されることと1こるから

である。 かくて， <神はそのなさないところのことがらをなしうるか〉と

いう聞いに対しては， <否〉と符えなければならない。 なぜならば， 神のな
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すところは最善であり， なさないところは最善でない。 したがって， 神が

なさないことをなしうるとすれば， 神は最善ならざることをなしうること

になるが， このことはありえないからである。 一一これは「能力論』にお

いては， ベトルス・ アルマラレ ゥス PetrusAlma lar eus の説とされてい

るが， おそらくこれは， ベトルス・ アベラルド内スPetrusAbae lardusの
(16) 

ことであろうといわれている。 事実， アベラルドゥスはその「神学入門J
(17) 

第3巻において， 上記の説を述べている。 そしてこの説はサンの公会議

(1140年〉 において， ぺトルス・ アベラルドゥスの誤謬として， 他のいく
(18) 

つかの命題とともに否斥されている。 それが斥けられた理LEは， この説が

結局において， 上述のごとく， 伸の創造の自由性をうばい， 神の創造に一

種の必然性を課する結果となる点にあったとおもわれる。 この説はのちに，

ライプニックのいわゆるオプチミニズムとして再現する。

14 次にトマスがこの説をいかなる論拠によって反駁しているかを考察

しよう。f皮の論拠は次のごとくである。 一一ー何かを造る者l土目的のために

造るのである。 そしてその造るものを目的に応じて秩序づける。 それゆえ

造られたものは， 目的に対する秩序を有している。 ところで造る者は， そ

の作品を目的に対して秩序づけるかぎり智者である。 智者とは秩序づげる

者 の1謂だからである。 それゆえ作品を目的に向って秩序づける者は， 智

慧によってそれをなすのであり， 法られた作品のうちには作者の智慧がこ

められている。 ところで或る目的のために造られる場合， その造られる可

能性は一つにかぎらずいくつもありうるであろうが， その目的と作!日との

間に或る一定の比例関係proportio が存在している場合には， それら多く

の， 目的のために造られうる可能的作品のうちに， より浮くその目的を実

現している作品と， より少く目的を実現している作品とが区別され， し た

がってまた， その目的を最高度に実現している1つの作品がありうる。 作

者はその目的実現のためにいろいろと作品をこころみたのちに， ついにそ

の最高度に目的に適合した作品に落着くであろう。 一般的にいって， 日的
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その目的のために造られる作品に対して， 或る一定の比例関係を有し;6:， 

その目的のために造られる多くの作品の中に， 最善の作

品が存在し， 作者はこの目的を最高度に実現するために， この最善の作品
(19) 

に対して決定されることとなるであろう。 一一これに反して， 目的が，

ている場合には，

そ

あらゆる

もはやその目的のため造られる多くの作

のために造られる作品に対し， 或る一定の比例関係を保持せず，

作品を無限に超越する場合には，

品のなかに， 最善の作品なるものはありえない。 なぜなら， いかにすぐれ

その目的はその作品を無限に超越するのであるから，た作品を造ろうとも，

そ こには目的を最l白i度に実現している作品というものはありえない。 その

その目的を何らかの仕方目的はすべての作品を無限に超越するがゆえに

それにもかかわらず， いや却っで実現する作品の可能性は無限であるが

てまさにそのゆえに， そのなかに最善の作品を決定することは不可能とな

いま， 神が世界を創造する場合を考えてみよう。 神が世界を造る目

的は神の善そのものである。 すなわち神は， 神白身を目的として世界にお

るのである。

15 

けるすべてのものを泣るのである。 それゆえ世界全体は， 神という目的に

対して秩序づけられ， そのかぎりにおいて世界は， 神の善と智慧とそ反映

しかしながら， 世界の目的はまさしく神なるがゆえに， それはしている。

この目的のために造られた世界を無限に超越する。 それゆえこの場合， 目

そのために造られた世界という作品との聞に， 一定の比例関係をみ的と，

この日l均実現の

ための無限の可能性を神は有するであろうが，
(20) 

最善のものとして定めることはできない。 さきの アベラルドゥス説の誤謬

はまさにこの点に存した。 すなわち彼が， 神の造りうる諸々の可能的世界

したがって神が世界をiliる場合，

それらのうちどれか1つを

とめることができない。

したがって神の意志はこの最善の世界

の創造に対して必然的に決定されていると主張したとき， 彼は不知不識の

11\1に， 無限なる神と有限なる被造物との間に， 或る一つの有限なる比例関

のうちに最善のものが一つ存在し，
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係を措定したのである。 しかしトマスによれば， このような有限なる pro

portio を神と世界との聞に措定することは， 絶対に不可能なのである。

16 こ こからして， {神はそのなさざるところのことがらをなしうるか〉

の|向いに対して， トマスの立場からはく然り〉と答えられる。 神が「なすJ，

すなわち「造る」ところのものを， 神は神自身のために造る。 しかるにこ

の目的は， そのために造られる世界を無限にこえている。 それゆえ， この

目的を最高度に実現している最善の世界などというものはありえない。 し

かしそれにもかかわらず， いや却ってまさにそれゆえに， 神がこの目的の

ために造る世界の可能性は無限である。 この現実の世界は， 神が有してい

るLl1:界創造の無限の可能性のうちのただ一つにすぎない。 この現実の世界

は， それが神によって神のために造られたものたるかぎりにおし、て， 神の

主?と智慧とを反映し， 聖書にあるごとく， rまことに差しJv a lde bon a と

いう ことができるであろう。 しかしそれは， I最も善しJ optima という

ことはできない。 なぜならそれは， 神の無限の創造可能性の一つの実現形

態にすぎないからである。 それゆえ神は， もし意志するならば， この世界
(21) 

のかわりに， これよりももっと善い世界を造ることもできるのである。 し

たがってまた， この無限の創造可能性の中からその一つをえらんで現実の

世界を造る神の創造のはたらきは， 完全に自由であって， いささかの必然

性をも含んではいない。 I神は世界を最善なるものとして造ったがゆえに，

この世界以外の世界を神は造りえない」というアベラルドァスの神は， あ

たかも自己の最善の作品を制作するために自己の全精魂をかたむけつくし，

その作品のうちに自己の全生命をそそぎこむ悲壮な芸術家に似ている。 こ

の場合， 作品は或る意味でその作者にとって a lter egoとなり， 作者と作

品との聞には， 1対1のはげしい緊張関係がみなぎる。 そのように， この

世界を最善のものとして， その創造のうちに神が全智全能そかたむけると

するならば， 世界は神にとって a lter Deus となり， 神と世界との聞には，

1対1のきびしい緊張関係がみなぎるであろう。 アベラルドゥスの神学的
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命題を， 哲学的形而上学的命題にまで徹底したライプニッツの， 予定調和

の世界とはまさしくそのようなものである。 この考えを更に一歩すすめる

ならば， 世界が村lの反映であるとも， 神が世界の反映であるともいえる こ

ととなり， 神と世界との区別は， 単に名称のみのこととなる で あ ろ う。

一一これに対し， 無限に可能なるl世界の中から一つをとり出して世界を造

るトマスの神は， ì益れ出る無数のイデアを， 機に臨み変に応じ て， 即興的

に書きなぐり可欠いまくる余硲紳々たる天才的作家に似ている。 彼が造り出

す作品は， いずれも素晴しいものであるが， そのいずれをとってみても作

者の片鱗をつたえるのみで， 作家そのものの完全なる反映ということがで

きない。 現実のLlI:界は無数の可能的世界の一つにすぎず， その無数の可能

的世界をうちに合む神は， 現実の世界を無限に超越している。 この世界は

神によって造られてゆくものとして， 神の善と智望とを映しているが， し

かしそれは神の完全なる苦=と智慧との， 不完全なるsim i litudoにすぎない。

IV 

17 以上に述べられたことを要約し， なお問題として残されている点を

指摘しておこう。 一一一〈神はそのなさざることがらをなしうるか〉という問

いが提起され， これに対して， 二つの立場からく石定〉の答えが与えられた。

第1の立場によれば， 神はいわば自然必然的にはたらく。 それゆえ神から

生ずるものは， 神から自然必然的に生ずるのであり， したがって， 神によ

ってなされることがらは， 神からの自然必然的結果である。 それゆえ神は，

そのなすところをなしうるのみであって， そのなさざることがらはこれを

なすことができない。一一一これに対してトマスはこう答えている。 神は神

以外のものに対しては何らの自然必然性をももたず， 自由なる意志をもっ

て対している。 民に神の;意志、は万物の存在原因である。 神は存在するもの

を意志するのではなくて， 逆に神の意志するものが存在するのである。 と

ころで意志が 白山であるとは， 意志が一つの対象に決定されていないこと，
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つまり， 意志の可能的対象がただ一つにかぎられていないことを意味する。

神の意志は無数の可能的対象のなかから一つを自由にえらぶことができ，

神によってえらばれ意志さわした世界がこの世界として現実存在する。 しか

し神の意志は神が造るこの世界に必然的に決定されていない。 神は意志し

うる無数の対象をもっ。 すなわち造りうる無数の世界をもっO それゆえ神

は， そのなさざることがらをも， もしそれを意志するならば， なすことが

できる。ー一一以上のトマスの論拠を支えるものは， <神は自由なる意志を

もって世界を創造する〉という根本命題である。

18 第2の立場によれば， 神は世界を最善なるものとして造る。 多くの

可能性のなかで最善なるものは一つしかない。 善なる神はその創造にあた

っては当然， 最善なる世界の創造を意志する。 この世界は神によって創造

される最善の世界で、ある。 それゆえ神はこの世界を創造するのみで， それ

以外の世界を造りえない。 すなわち神は， そのなすところをなしうるのみ

で， そのなさざるところはこれをなしえない， というのである。 一一一これ

に対してトマスはこう答えている。 もしも世界がそのために造られた目的

が， この世界に対して有限なる比例関係を有するものであるとしたならば，

その目的に応ずる無数の可能的世界のなかに， 最善の世界が一つ存在し，

神の意志、は当然， この最善の世界の創造に対して必然的に決定されたこと

であろう。 しかし実は， 神が世界をそのために造る目的は神自身である。

そしてこの神という目的は， そのために造られる被造的l廿界を無限に超越

し， したがって目的と， そのため近られる世界との問には， 有限なる比例

関係は成立しない。 それゆえ， この目的を最高度に実現する最善なる世界

を一つ決定することはできない。 したがって神の意志が， 一つの最善なる

世界の創造に対して必然的に決定されることはない。 だから神は， そのな

すところのことをなさず， そのなさざるところのこと左なすこともできる

のである。

19 以上， 二つの異論に対する卜マスの解答の論拠を検討すると， そこ
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に共通する一つの命題が発見される。 それは， <神の意志、は， 神以外のす

べてのものに対して， 完全に自由にかかわっている〉 とい う命題で、点)。

神が何を意志するかは完全に神の自由であり， したがって神は， 白分の意

志する世界をその意志によって全く自由に創造することができる。 自由と

い うことは， 多くの可能性に対してどれでもとり うるとい う関係にあるこ

とであり， したがって自由なる主体は， 自分が自由にえらぶことのできる

多くの可能的対象を有するものでなければならない。 しかるに神は絶対に

自由であるから， 神がえらび うる可能的世界は無限に多数でなければなら

ない。 神は自らの うちに， その意志によって， そのいずれをも現実存在さ

せることのできる無限に多くの可能的世界をはらんでいる。 そしてこれら

無限に多くの可能的世界のいずれもが， 神とい う目的のために造られうる

ものとして， 神の有する智慧と善とを何らかの仕}jで分有し反映するので

あるが， しかしそれらの うちいずれをとってみても， これが最善だといわ

れ うるものはない。 それらの 可能的世界のいずれをとってみても， そ れ

が分有し反映する神の智慧と善とは， 不完全であり， 神の智慧と苦:と の

s im ilitudo にすぎない。

20 しかしいま， 神の意志が自然木性的にそれに傾かざるをえないよ う

な対象があったとしたらど うであろ うか。 その場合は， さきの場合と事情

が大分かわってくるであろ う。 その対象は， 神が本性的にそれを意志する

ものとして， 神はそれを意志し， それをなさざるをえないであろ う。 神は

かならずそれをなし， なさざるをえず， それでソまいものをそのかわりにな

すことは不可能となるであろ う。 そのものは， まさに必然的に存在し， 神

の意志によって存在することも存在せぬことも可能であるごときものでは

なくなるであろ う。 更にそのものは， 神の意志がそれに必然的に志向する

対象として， 神の善と智慧とを完全に反映し， 神の善と智慧との生きうっ

しとなるであろ う。 そのものと神との聞には， 1対1の対応関係が成立す

るであろ う。 そのよ うなものは果して存在するであろ うか。 一一たしかに
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存在する。 われわれはさきに， 神は神自身を必然的に恵志する と い った

(本論文10参照〉。 神の意志は神自身に対して必然的にかかわるのであって，

神は神自身を意志せざるをえず， これを意志することも意志しないことも

できるという意味で、の可能性をもたない。 それゆえ神にとって神は， その

志士、の必然的対象である。 しかし神が神を意志するとはいかなることであ

るか。 意志されるものは認識されていなければならない。 神が神自身を認

識するとき， 認識する神に対して認識される神として対自化さ れ る の は

「言」なる神であり， これを認識する神は， 言の「根源」なる神である。

かくて， I根源」 なる神は「言」なる神を意志せざるをえない。 ここに

「根源」なる神が「言」なる神を向らかの意味で「造る」ということがお

こるが， ここに造られるものは， 神の外に神ならざるものとして造られる

のではなく， 神そのものにほかならないのであるから， この場合 の 「遺

る」はもはや「創造する」の怠味ではない。 そうかといってそれは， ネオ

・ プラ卜ニズムが考えるように， 神から神の外に， すなわち質料としての

非有の世界に「流れ出すJ eff 1uere 意味で「造る」のでもない。 それは神

白身のうちに， 神自身によって意志され認識されるかぎりにおいて， いわ

ば神の意志、と認識の対象として神のうちに対 白化される村l自身として， 神

のうちに生ずるのであるから， その場合の「なす」は「生むJgen erare と

いわれる。 そしてこのようにして「生み出される」かぎりの「言」は， 生

む恨j原なる神としての 「父Jに対して「子」なる神といわれる。

21 かくて， 父なる神が子なる神を意志することは自然本性的であり，

父なる神は子なる神を生まざるをえず， それを生むか生まないかのえらび
(28) 

の自由をもたない。 ここに生み出されたものとしての 「子」 なる神 は，

「父」なる神と本質において全く同ーのものであるから， 父なる神と全く

同じ完全性を有し， 父とひとしく善であり， 父とひとしく永遠で あ る。

「父」と「子」との聞には， 或る意味でライフニッツ的予定調和が， はじ

めて成立するといえよう。 またライブニッツ的予定調和力調謬は， I父」
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と「子」の聞にはじめて成立しうる関係を， í神」と「被造物」との聞に

適則した点にあるともいえよう。 勿論， 予定調和の思想、を， そのまま「父」

と「子」との間に適用することはできない。 予定調和はただ一つの世界と

他の一つの世界との問に， 予定された1対1の対応があるというだけのこ

とゴ， この二つの世界の聞の生命的交流を合立しない。 これに反し， í父J

と「子」との関係は， 単なる対応関係ではなくて， 生命的交流である。 た

だ， 神と被造物との問にみとめられなかった p roportioが， I父」と 「子」

との問:二は， 完全なる1対1の対応関係をもって成立するという意味にお

いて， すなわち， í父jの有するものは悉く 「子」もまたこれを有し， í子」

の有するものは悉く「父」もまたこれを有するという意味において， ライ

ブニ ノツ的予定剖和に類似せる思想、の要素が「父Jと「子」との関係のう

ちに合まれているということだけはいえよう。

22 この神のうちにおける， í父」からの「子]の発出との比較におい

て， 1'111からの被出物の発出としての創造について与ーえるとき， 創造の意味

はいマ〉そう深く理解されるであろう。(1)父からの子の発出は， 自然本性的

である。 父は子を神の本性の必然性によって「生む」のである。 これに反

し， 1'111からの被iii物の発I L\は自然必然的でない。 神は世界を自由なる意志、

によって「創j立する」のである。(2)父から 白然本性的に生み出される子は，

父の完全なるうつしであり， 完全なむ品、|川、で父のlmago である。 すなわ

ち， 子は父の本性のすべてを， その;氾1， 宅担智iyI，ぷリび‘1ノ/S今ρdの〕す寸一ぺて右合三づ〉プ完L;じf全:にj共七イ仇1

これ[に二反し， 神によって造られたこの世界は， 1'1\1の完全なるうつし℃はな

い。 神とその本性を同じくするものではない。 ただそれは， 神のために，

神によって造られたるものたるかぎりにおいて， 神性を何らかの仕方で分

有するにすぎない。 それは神のsir山udo であ
(
:: (3)父なる神は， それ

が現実に生み出す子よりほかのものを生み出すことはできない。 父が生む

子の現実性は， 同時に父の生みうる唯一の可能性である。 その:0:11，jミで子は

父の「ひとり子」である。 これに対し， 神が創造するこの世界は， 神が創
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泣し弓る唯一の可能性ではない。 神はもし意志するならば， この世界のか

わ1')に， 他の世界を創造するとともできるのであり， しかもその可能性を

神は無|浪二有している。 この世界は， 神が内包する無数の可能的世界のう

おのーっとして神によって現実化されるものにすぎない。 村iは， そのなさ

ざ ると こ ろのことが らを ， なすことができる。 逆に ， そのなすとこ ろのこ

と泊二九を ， なさざるこ とも で きるので ある。

23 二のように， われhれがそのうちに生きているこの現実の世界は，

沙そして神の創造しうる唯一の!世界ではなく ， また最告の世界で、もなく， も

し神がそれを意志するならば， この世界よりももっとよい世界をも造るこ

とが神にとっては可能であるのだが， それにもかかわらず， いや却ってそ

れゆえに， われわれにとって不可解であるのは， 1ではなぜ神は， その無

数の可能的I世界の中から， 特にこの世界をえらんで宕IJ:遣したのか」という

ことである。 1それはこの世界が， 神によって造りろる最善の世界だから

だ!とい弓のが， アベラルドゥスの与えた解答であった。 しかしその解答

は卜?でえによって斥けられたので、ある。 神はこの世界が最善なるがゆえに

この世界を遣ったのではない。 もしも神がそれを意志するならば， 神はこ

の世界よりももっとよい1ft界を造ることもできるのだとトマスはいう。 そ

こでわれわれはトマスにたずねよう。 1ではなぜ神は， その無数の可能的

世界のなかから， 特にこの世界をえらんでそれに現実存在をあたえたので

あるか 要するに， 1干111のえらびの根拠は何 であるか。J -一一これに対し

てトマスは何 も答えてはいない。 神のえらびの根拠に対するトマスの解容

はどこにも見当らない。 ただわれわれは別の箇所において， fJJ:が次のよう

にい今のをきく。 「何 人も神の意志、を 理性をもってさぐること は で き な

い。 」これこそはおそらく， トマスの答えであったのであ ろう。 神のえら

びの根拠を問いたずねることは， 神の意志の内奥に立ちいることである。

しかしそれはわれわれ人間には， いや人間のみならず最高の天使にすらも

討されてはいないのであろp それゆえ「神のえらびの根t��は何か」という
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問いに対するトマスの態度は， むしろ沈黙を以て答えるということだった

のではなかろうか。 (終〉

註

*イタリソグ{本は特;三本文と関連する筒所を示F。

(1) II �]1， q. 134， a. 2 c. facere. .…H・H・'dupliciter potest accipi， uno modo 

propr匂， alio modo communiter. Proprie autem facere dicitur operari aliquid 

in exteriori刑ateria sicut facere domum vel aliquid aliud huiusmodi. Com・

muniter autem dicitur facere pro quacumque actione sive transeat in exteri・

orem materiam， sicut urere et secare ; sive maneat in ipso agente， sicut intel. 

ligere et .velle. 

(2) 1， q. 45， a. 2， ad 2. creare est ex nihilo aliquid facere. 

(3) L q. 25， a. 4 c. sub omnipotentia Dei non cadit aliquid quod contradic

t ionem implicat. Praeterita aute例non fuisse， contradictione例 implicat. . 

Unde praeterita non fu;sse， non subiacet divinae potentiae. 

(4) II Cont. 耳ent. c. 25， n. 1031， Dei voluntas non potest esse 11lutαbilis. 

sic igitur non potest facere id quod est a se volitum， non impleri. 

(5) De pot. q. 1， a. 5. hic error， scilicet Deum non posse facere n;si quae 

facit， duorum fuit : Primo fuit ql10rumdam philosophorum・..…. secundo fl1it 

quorumdam Theologoru刑…

(6) L q. 25， a. 5 c. Quidam emin posuerunt Deum α夕刊quasi ex necessitate 

1!aturae ; ut sicut ex actione rerl1m naturaEum non possu口t alia provenire 

nisi quae evenil1nt， utpote ex semine hominis homo，巴x semine olivae oliva ; 

ita ex operatione divina non possint aliae res， vel alius ordo rerum effiuere， 

nisi sicut nunc est. 

(7) L q. 25， a. 5 c. Sed supra ostendimus Del1m non agere quasi ex necessi-

tate naturae， sed voluntate例eius esse omniu問問叩m cαusa刑， neque etiam 

ipsam voluntatem naturaliter et ex necessitate determinari ad has r田. unde 
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nullo modo iste cursus rerum sic ex necessitate a Des provenit， quod alia 

provemre non poss巴nt.

(8) 1 ， q. 19， a. 1c. in Deo voluntatem esse， sicut et in eo est intellectus : 

voluntas eni刑 intellectum consequitur. 

(9) 1， q. 82， a. 1c. nec necessitas naturalis 向pugnat voluntati. Quinimmo 

nece回e est quod， sicut intellectus ex necessitate inhaeret primis principiis， 

ita voluntas ex necessitate inhaereat ulti，仰 fini， qui est beatitudo : finis 

enim se habet in operativis sicut principium in speculativis， …… 

帥 これは〈目的の必然性> necessitas finisといわれる。L q. 82， a. 1c. Neces-

sttas ...・H・..… finis 鈎on repugnat voluntati， quando ad finem non potest 

perveniri nisi uno modo sicut ex voluntate transeundi mare， 五t necessltas 

in voluntate ut velit navem. 

(11) 1， q. 82， a. 2 c. Sunt enim quaedam particularia bona quae non habent 

necessariam connexionem ad beatitudinem， quia sine his potest aliquis esse 

beatus et huiusmodi voluntαs削冊de necess臼αte印加eret.

(1司1， q. 19， a.2 c. Voluntas enim divina necessariam habitudinem habet 

ad bonitatem引lam， quae四t proprium eius obiectum， unde bonitatem suαm 

esse Deus ex necessitate vult ;…...・H・.. Alia autem a se Deus vult， inquar卜

tum ordinantur ad suam bonitatcm ut in finem. …… Unde， cum bonitas 

D白 sit perfecta， et esse possit sine alii丸山m nihil ei perfectionis ex aliis 

accrescat sequitur quod alia a se叩m velle， 仰on Stt necessαY叫m absolute. 

日司 L q. 19， a. 4 c. 

(14) I. q. 25， a. 5 c. Quidam enim posuerunt Deum agere quasi ex necessitate 

naturae ; 然し D巴 pot. q. 1， a. 5 c. には quasl はなくて， Primo fuit 

quorumdam Philosophorum dicentium Deum agere ex necessítate naturae. と

あるから， この quasl にほそれほど明確な意味はないのがも知れない。 ある

いは， 立味をより明確ならしめるために De pot. においてはっけなかった

quasiをSum. theolに.Lいてはつけたのであるとも考えられゐ。

11司I， q. 25， a. 5 c. Alii vero dixerunt quod potentia divina determinatur 
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ad hunc cursum rerum， propter ordinem sapientiae et iustitiae divinae， sine 

quo Deus nihil operatur. Cum autem potentia Dei， quae est eius essentia， 

non sit aliud quam Dei sapientia， convenienter quidem dici potest quod nihil 

sit in Dei potentia， quod non sit in ordine divinae sapientiae : nam d叩tna

sapíentωtotum posse potent伽conpreh印刷. 同じ論拠は『命題集註解」にお

いては， iustitia divina を主とし て論ぜられているc 1 Sent. d. 43， q. 2， a. 2 

Utrum Deus agat de necessitate iustitiae. 

(1国 De pot. q. 1， a. 5 c. Secundo fuit quorumdam Theologorum considerantium 

ordinem divinae iustitiae et sapientiae， se口llldum quem res fiunt a Deo， 

quem Deum praeterire non posse dicebant; et incidebant in hoc， ut dicerent， 

。quodDeus non potest facere nisi quae facit. Et imponitur hic error magistro 

Petro Almαla何o. _1::.，)己の交についてMarietti 1\&テキスト(p. 19， n. 8)に は

次のように注されている。 Si ad errorem quem refert S. Thomas atte口dimus，

probablius nobis videtur hic agi de Petro Abeylardo seu Abaelardo...... 

(1甘 Abaelardus， lntroductio ad theologiam ID. Patet itaque quidquid Deus 

faciat ac dimittat， iustam ac rationabilem causam subesse， ut sola faciat aut 

dimittat， quae fieri vel dimitti oporteat atque ipsum deceat. Quod si quid-

quid facit， eum facere oportet， iustum est ubique ut faciat quidquid facit， 

ac sine dubio quidquid facit， facere debet ……Ex his itaque tam de ratione 

quam de scripto collatis， constat id solu悦posse face何 Deu刑 quod αliq叫吋o

facit. (Petri Abaelardi Opera rr ed. Cousin， 1859， pp. 123-124). 

(1司Conc. Senonense. Quod ea solummodo possit Deus facere， quae facit， vel 

dimittere， quae dimittit， vel eo modo tantum， vel eo tempore， et non alio 

CDZ. 726). 

(19) I， q. 25， a. 5 c. Manifestum est・. . …quod tota ratio ordinis， quam sapiens 

rebus a se factis imponit， a fine sumitnr. Quondo igitur finis est proporrt

!onatus 何bus propter fine例factis， sapientia facientis limitatur ad aliquem 

determinatum ordinem. 

側1. q. 25， a. 5 c. Sed divina bonitas est finis improportionabiliter excedel1s 
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res creatas. Unde divina sapientia non determinatur ad aliquem certum or・

dinem， ut non possit alius cursus rerum ab i psa e妊luere.

凶 この問題については1 Sent. d. 44， q. 1， a. 1. Utrum Deus potuerit facere 

aliquam creaturam meliorem quam fecerit. a. 2. Utrum Deus potuerit facere 

universum melius. L q. 25， a. 6. Utrum Deus possit meliora facere ea 

quae facit.一一この問題に対して正確に答えられるためには， いろいろな場合

が区別されて論ぜられねばならぬが， 要するに結論的には次のようにいわれる。

I， q. 25， a. 6 c. Simpliciter autem loquendo， qualibet re a se facta potest 

Deus facere aliam meliorem. 

凶 ここからして神の創;;i cr) 1:1け1が帰結する。 De pot. q. 3， a. 15 c. absque 

omni dubio， tenendum est quod Dens ex libero arbitrio suae voluntatis 

creaturas in esse produxit nulla naturali necessitate. 

(231 r. q. 19. a， 3 c. Voluntas enim divina necessar似m habitudinem habet ad 

bonitatem suam， quae est proprium eius obiectum. 

凶I， q. 34， a. 1 c. Dicitur autem proprie verbum in Deo， secundum quod 

verbum signi日cat conceptum intellectus. ……Ipse autem conceptus cordis de 

ratione sua habet quod ab alio procedat， scilicet a notitia concipientis. 

Unde Verbum， secundum quod proprie dicitur in divinis， significat aliquid 

ab alio pγocedens. 

側 L q. 33， a. 1 c. hoc nomen principiu削nihil aliud si耳nificat quam id a 

quo aliquid procedit : omne enim a quo aliquid procedit quocumqne modo， 

dicimus esse principium et e converso. Cum ergo Pater sit a quo procedit 

alius， sequitur quod Pater est principium. 

白日 I ， q. 27， a.2 c， processio verbi in divinis dicitur generatio. 

担甘 I ， q. 33， a. 2， ad 3. Verbum divinu1偽 est aliquid subsitens in natura divina : 

unde proprie， et non metaphorice， dicitur Filius， et eius principium， Pateγ 

凶 L q. 41， a. 2 c. Qnod autem potest sic vel aliter ess巴 ， longe est a 

natura divina， sed hoc pertinet ad rationem creaturae : quia Deus est per se 

necesse esse， creatura a世tem est facta ex nihilo. Et ideo Ariani， volentes ad 
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hoc deducere quod Filius sit creatura， dixerunt quod Pater genuit Filium 

voluntate， secundum quod voluntas designat principuim. Nobis autem 

dicendum est quod Pater genuit Filiu桝non voluniate. sed natura. 

位同 1， q. 42， a. 1 c. necesse est ponere aequalitatem in divinis. …… Si esset 

aliqua inaequalitas in divinis personis， quod non e日et in eis una essentia; et 

SlC nO口 essent tres personae unus Deus， quod est impossibile. Oportet igitur 

aequalitatem pone何 in divinis persons. 

側1) 1， q. 42， a. 5 c. in Patre et Filio tria est con引derare， scilicet essentiam， 

relationem et originem ; et secundum quodlibet istorum Filius est in Patre， 

et e co世間eγso.

削 発r1'， processio という;11iは， 三位一体論におけるベノレソナの充111にIlljしでも，

創造論における被造物の発出に関してもひとしく用いられている。 L q. 27， 

a. 1 c. divina Scriptura， in rebus divinis， nominibus ad processicne例pertt-

nentibus utitur. Hanc autem processionem diversi diversimode acceperunt. 

また創造論の序文において次のようにいわれる。 1. q. 44. Pro1. Post conside-

rationem divinarum personarum， considerandum est de processione creatu-

raru桝a Deo 

聞 この区別をせずに父な る神が子をも;百:志によって創造する とする点に，

Arius iJ氏の誤謬が存するとトマスはいう。 本論文註闘を参!m。

間 1， q- 35， a. 2 ad 3. imago alicuius dupliciter in aliquo invenitur Uno 

modo， in re eiusde例仰turae secundum speciem ; ut imago regis invenitur 

in fìlio suo. Alio modo， in re alterius naturae ; sicut imago regis invenitur 

in denario. Primo autem modo， Filius est imago Patris; secundo autem 

modo dicitur homo imago Dei. 

阿 De verit. q. 3， a. 1， ad 9. quamvis aliquo modo concedimus esse si桝ilitudinem

inter creaturam et Deum， nullo tamen modo concedimus ibi esse aequalitatem. 

附 m， q. 28， a. 3 c_ qui， sicut secundum divinam naturam Unigenitus est 

Patris， tanquam perfectus per omnia Filius eius. 

闘 1， q. 46， a. 2. Voluntas enim Dei ratio問 invest.igari 錦町f potest. nisi 
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circa ea quae absolute necesse est Deum velle : talia autem non sunt quae 

clrcaぐreaturas vult. . .... . 


