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I．前書き 

 

中世哲学はキリスト教の教父たちがギリシア哲学を受け入れることから始まった。中

世は最高の教父であるアウグスティヌスあるいはアリストテレスの思想家であるボ

エティウスを出発点にして、コンスタンティノープルの陥落に至る千年以上の長い歳

月を言う。中世思想は根本的にキリスト教の啓示とギリシア哲学を調和させようとす

る試みだ。「理解を追い求める信仰」(Fides quaerens intellectum)、「私は分かる

ために信じる」(Credo ut intelligam)という表現はこのような思想をよく現わして

いる。 

中世思想は根本的に新プラトン主義の思想が主流をなす。しかし純粋な新プラトン

主義ではなく、通常、アリストテレスと混合した新プラトン主義をいう。プロクロス、

アウグスティヌス、ディオニシウス、エリウゲナ、アンセルムスなどは皆キリスト教

新プラトン主義者である。アリストテレス主義者であるアベラルドゥスを除いてアヴ

ィケンナを含んだアラブ神学者たちとユダヤ神学者たちもみな、根本的に新プラトン

主義者である。そしてボヤベントゥラ、ドゥンス・スコトゥス、オッカムなどと、14

世紀の神秘主義者すなわちマイスター・エックハルト、ニコラウス・クザーヌスも新

プラトン主義者である。 

トマス・アクィナスの哲学はギリシア哲学の延長線にある。ギリシア哲学はあるこ

とと、知ることの神秘、そしてそれらの連関を絶対地平と「私たちに」の地平で探求

する「一で全体」の存在論的形而上学である。この形而上学の根本問題は存在と無、

一者と多、同一と非同一の問題である。このような形而上学はアリストテレスが概観

的、例示的に提示した、存在としての存在の究極原理を扱う学としての神学、第一哲
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学、そして普遍学であった。トマスの哲学は彼の独特の存在理解によって、ギリシア

存在論の本質主義を越える一つの新しい形而上学であり、ギリシア存在論の根本問題

を適切に解決して、創造主としての存在の第一原理を提示することによって、ギリシ

ア存在論を完成するものと見られる。彼の哲学は端的に言って、ヘラクレイトスとパ

ルメニデスの存在理解、プラトンの参与、そしてアリストテレスの因果律を総合する

存在論だ。 

トマスの哲学はアリストテレスの哲学を根本にするが、哲学一般において、その多

くの独創的な原理は、アリストテレスの多くの原理を徹底的に超越して完成されたも

のである。彼はアリストテレスの範疇と用語を使うが、その内容は全く異なる意味を

含みながら、より広い思惟地平を持つ。トマスはただ中世の観点でアナクロニズム的

にプラトンやアリストテレスを評価するのではなく、その思想が持つ原理と問題をも

っと細密に展開する。このような過程において、これらの原理の不十分さは修正補完

されたもっと包括的な地平で新しく照明される。同時に彼は両思想を自分の存在理解

とこれによる原理によって、そしてキリスト教思想の地平の上で、再び総体的に再構

成する。このような過程でキリスト教教理は、哲学の結論に対する外的で否定的な基

準以上の意味を持たない。 

この論文では、トマスの神の存在理解を統一思想の観点から理解しようとする。も

ちろん中世トマスの世界理解と統一思想の世界展望が異なるのは厳然な事実だ。しか

し究極的に私たちの経験する世界は、存在論の地平ではあくまでも同じであるからこ

の二つの世界観の存在論的原理は比較可能である。 

「統一思想から見たトマスの神観」を研究するための論議では、まずトマスの信仰

と理性の問題を扱い、次に神の存在証明と神の属性を扱う。そして神と世界の関係を

考察する。最後に、このようなトマスの神観を統一思想の観点からどのように理解し

なければならないか検討する。 

 

II．信仰と理性 

 

トマスの根本思想を支配する公理は「恩寵は自然を前提して、完成、高揚し、超越す

る」と言うのだ1)。これによって信仰と理性、啓示された真理と理性の真理、神学と

哲学の区別と調和が可能である。中世思想家たちは啓示と理性の区別と調和の可能性、

ひいてはそれの必要性を超自然的なことと自然的なことの区別及び調和可能性にお

いて探求した。 

単純な理性は神に対する完全な把握ができない。もちろん神の活動から神が存在す

るという事実が証明されることはできるが、「私たちはその活動からは神をその本質

において完全には認識することはできない」2)。特に「自然的理性を通じて神的人格

の三位一体に対する認識に到達することは不可能である」。その根拠は「人間は自然

的理性を通じて、被造物から神の認識に到達することができるという点」に置かれて

いる。しかしこのような道では、「神に対してその本質に属した統一性を認識するこ

とはできるが、人格の相違性に属することは認識できない」3)。 

したがって単純な理性よりもっと高い認識方法が必要である。「理性の探求で有効
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な哲学的訓練を越えて、また啓示を通じた神聖な知見が不可欠だ」4)。言わば、信仰

は理性に拒否されたことを把握する能力がある。なぜなら「キリスト教信仰の真理は

人間理性の能力を越すからだ」5)。したがって人間の中に疑いの余地なく、確かな神

に対する認識が存在するためには、信仰の方式で神的本質が伝わらなければならない。 

トマスによれば、神の認識に至る二つの可能性が存在する。「私たちが神に対して

告白することの中には、真理の二重的方式が存在する。言わば神に対すること、すな

わち神が三位でありながら一体というのは正しいが、それはすべての人間理性の能力

を越えている。一方に、神が存在するということの、神が唯一であるという事実、こ

のような方式のなどは、正しく自然的理性も到達することができる。哲人たちも自然

的理性の光によって、神に対して証明しながら提示することができる」6)。このよう

な区別に相応して、トマスは信仰の神学を哲学的神学から区別する。神聖な知見に属

する神学は哲学の一部分と試みる神学とは、その種類において異なっている。 

第一に、神学すなわち神聖な教義は、トマスによって特別に『神学大全』のはじめ

から展開される。それは神と創造としての世界を扱う。「このような神聖な知見の主

な意図は神の認識を伝達することであり、･･････特に神は万物の根源であると同時に

目的と連関されている」7)。また神聖な教義がたとえ根源的に神に対する規定を扱う

としても、被造物が根源であると同時に目的である神に連関されているかぎり、被造

物に対しても扱うので世界も神学の領域に属する。 

神聖な教義以外に、ほとんどすべての哲学的考察が神の認識に向かうかぎり、トマ

スはアリストテレスにしたがって、神聖な教義の横に、哲学の部分として、特に哲学

の本質的部分としての神的神学あるいは神的学問をおく。ところでそれは伝統的に神

と世界を対象にするのに、神聖な教義と区別されない。したがってトマスは哲学的訓

練と神聖な教義としての神学が等しいことに矛盾しないと言う。それならその差は何

であろうか? トマスはその差を出発点の相違性に見る。「哲学の教えにおいて･･････

第一に、考察は被造物に向けて最後の考察が神に向かうのに比べて、信仰の教えでは、

まず神の考察が来てその次の被造物に対する考察が来る」。神聖な教義が神から出発

するという事実は重要である。それは「自分の原理を!･･････直接的に啓示を通じて

神から受ける」8)。このような条件の下で、その原理は決して証明を要しない。むし

ろそれは信仰の中で受け入れられる。 

哲学的神学はこれとは異なる。上の引用によれば、哲学的神学は神から出発しない

で、神に向かう。その出発点は被造物である。しかしそれははじめから神的真理の中

に位置づいていないとすれば、自分の原理を確かにさせる必要がある。したがって問

題は被造物の領域に与えられたことの中で、何が正当に哲学的神学の出発点を成すこ

とができるかという点である。 

トマスは哲学とそれに適した哲学的神学は、はっきりと与えられたこと、すなわち

洞察されたことから出発しなければならないと言う。したがって哲学的神学は知性と

いう自分の根源の中で完遂されており、哲学的神学は知性の中に位置づけられる。だ

から根源的なことは合理的な認識過程の道では把握されない。むしろ知性は「単純に

洞察する真理を把握すること9)」、それは顕在的なこととして洞察される単純な直観

として完遂される。このような方式で単純に洞察されるのが第一原理だ。この原理の
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確実性はどこに根拠するか? トマスはこの質問をこれ以上しなかった。 

自然的明るさとその中で明らかにされる第一原理は究極的に神に由来するものだ

という考察は、自然的洞察力と啓示に由来する真理の間で、対立命題ではなくても区

別されている。自然的洞察力は人間の本質状態と同時に与えられる反面、啓示は啓示

のみ言を聞くことによって初めて与えられる。そうであっても「理性が自然的に与え

られたということは、キリスト教信仰の真理に･･････対立するものではない」10)。

もし信仰に対立されることが哲人の論述に発見されたら、それは哲学ではなく、むし

ろ理性の欠乏に由来する哲学の誤用である。しかしこの二つの方式の洞察力は結局、

両者が同時に啓示者であり、創造主である神に由来しているのであり、それのみに真

理自体が由来するという事実を根拠している。何故ならば、神は真理自体であり、「第

一最高のそして完全な真理」として「すべての真理の尺度」11)であるからだ。 

人間の理性は自律的に神の存在を証明することができる。トマスは啓示によって与

えられた神のみ言に対する研究と異なる、純粋理性の領域で神に対する理解が可能だ

という点で自然神学の領域を認めている。啓示と関係なく、理性は神の存在を証明す

ることができるし、神に対する属性を理解することができるというのだ。 

しかしこれは両者、すなわち神聖な教義と哲学的神学が等しいことを意味しない。

何故ならば、信仰の洞察力に比べて自然的な神認識はただすでに与えられたことの関

係においてのみ発見されるからだ。「言わば、信仰は恩寵が自然を前提にするように、

自然的認識を前提する」12)。したがって神から出発して被造物に下がる信仰の教え

は「もっと完全な認識、すなわち自ら認識しながら他を直観する神の固有な認識にも

っと近い」13)。信仰の神学は哲人たちが伝え受け継いだ神的な学問よりも優越であ

る。何故ならば、それはもっと高い原理から出発するからだ。甚だしくは、トマスが

恩寵と理性の関係を垂直的に理解したし、完全性がそして完全性をなすことができる

者を前提にするように、信仰を通じた認識は自然的認識を前提にするから、信仰の神

学は人間的理性を使うことができるし、そうしなければならない。「恩寵が自然を止

揚するのではなく、完成するのに自然的理性は信仰に属さなければならない」14)。

結局、このように、たとえトマスが理性に独自的に作用する広い領域を与えたにもか

かわらず、真理に対する質問の中で、啓示に対する信仰は理性をしのぐという。 

 

III．神の存在証明 

 

トマスは神の存在証明を『神学大全』特に「神が存在するか?」15)を主題として扱

う一部の二番目の質問で展開する。それに似た論証がその他の著述、特に『異端論駁

大全』に現われる。 

彼は「神は誰なのか、そのごとくに知られるか?」という問いに対して、23節でア

ンセルムスの神の存在証明に対して反対している。彼はこの証明をとても簡潔な形式

で次のように述べる。「もし神という名前が何を意味するのか人々が洞察したなら、

彼はすぐ神が存在するという事実が分かる。何故ならばその名前はそれを越えたさら

に大きいものを考えることができないということを特徴としているためだ。ところで、

ただ悟性の中でのみ存在するより、現実性と悟性の中に存在するほうがもっと大きい。
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したがって人間が神という名前を考察するなら、まさに悟性の中にあることであり、

ひいては神は現実的に存在するのだ。したがってこのことから神が存在するという事

実が知られる」16) 。 

彼はこの論証に対して二つの異議を申し立てる。第一に、彼は「たぶん神という名

前を聞いた者が、神を越えてもっと大きいものを考えることができないのは、そのよ

うなことを特徴とするものを考察しなかったら、その時、何人かの人は神が肉体的な

存在だと信じることだ」と強調する。二番目の異議はもっと重要である。「すべての

人々が、神が･･････それを越したもっと大きいものを考えることができない、そんな

ことを特徴とするのは、事実を受け入れると言っても、これから彼が、この名前で特

徴とするのは事物の本性の中に存在するという事実は導びかれない。ただそれが悟性

の状態の中に存在するということだけが導びかれる。またそれを越えてもっと大きい

ものを考えることはできない、そのようなものが実際に存在するという事実を受け入

れなかったならば、それが実際に存在すると主張することはできない。しかしこのよ

うなことは神が存在しないと仮定する人には受け入れられない」。要約すれば、すべ

ての人々が神の名前を上に述べた意味で理解するというアンセルムスの前提は当た

らない。しかしその前提が正しいと言っても、神の現存性に対しては何も決定的なと

ころがない。何故ならば、たとえ悟性の中に現実性がともに考えられられると言って

も、悟性の中での存在と現実的な存在は厳格に区別されなければならないからだ。こ

のような異議は、後にカントによって鋭い形式で受け入れられた。トマスはアンセル

ムスの神の存在証明を拒否することで、単純な概念から神の現存性を証明しようとす

る可能性を排斥する。 

トマスは存在論的証明を観念の領域から実在の領域に不当に切り変えていると批

判する。完全者の観念が存在の観念を含んでいると言って、完全者が実際に存在する

とは言えない。人間は神の本性に関して先天的な知識を持たない。人間理性は不完全

なので、先天的に自分の本質がそのまま存在であるような最高完全な存在に対する認

識を持つことはできない。したがって、このような存在に対する論証はただ経験を通

じたものである。外部に存在する被造物という結果物から原因者に対する推論方式で

ある。 

トマスは神学大全1部の二番目の質問の2項で、神が存在するという事実が証明され

るか論じている。彼はここで二つの証明方式を区別する。一つは原因からの証明であ

り、他の一つは作用からの証明である。神の現存性を証明することができるのかに対

する質問と関わるが、第一の可能性は一貫していない。何故ならば、アンセルムスと

の論争で確かに現われたように、神はそのままでは知ることはできないし、したがっ

てこの方式は証明の出発点に用いることはできない。これと異なり、二番目の可能性

は目的に達することができる。「すなわち、いかなる作用もその原因より私たちによ

く現われるから、私たちは作用から原因に対する認識に到達する」。そこで人々が現

実的なことを作用から考察すれば、彼らが最高の存在に到達することが可能だ。した

がってトマスは「神が存在するという事実は･･････私たちに知られた作用から証明さ

れる」17)という。トマスは神の現存性の証明に至る五つ道を提示する。彼は特に神

学大全の1部の二番目の質問の3項で扱っている。18) 
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一番目の証明はアリストテレスにさかのぼる。それは運動の現実性から始める。「何

故ならば、この世界にある、いかなるものも動くという事実は確かであり、感覚を通

じて確実だからだ」。この時、運動は広義では、すなわち、いかなるものも可能性か

ら現実性に転移することが理解される。トマスは続いて「ところで動くすべてのもの

は、また他の打者によって動く」。なぜなら「現実的な存在者を通じなければ、いか

なるも可能性から現実性に転移されることはできない」からだ、と論証する。しかし

この現実的存在者は「また他のものによって動くのであり、この他のものはまた他の

ものによって動かなければならない」。ここでトマスは、決定的な他の中間思想を連

結する。「しかし無限な過程はありえない。もしそうであるなら、一番目の運動者が

存在することはできないし、また他のものを動くようにすることもできない。何故な

らば、二番目の運動者はただ一番目の運動者によって動かれることによってだけ動く

からだ。･･････したがって他の何ものによっても動かされない一番目の運動者に到達

するのは必然である」。トマスは結論的に「ここから皆は神を理解する」と言う。 

二番目の証明も同じくアリストテレスにさかのぼるのであるが、一番目に似ている。

それは作用をせしめる原因の現実性から始める。「言わば、私たちは感覚的なことの

中に、作用をせしめる原因の秩序が存在するという事実を見る」。続いてトマスは「い

かなるものも自身の作用が原因であるということは不可能だ。何故ならば、もしそれ

ならば、それは自分よりもっと根源的になるのであり、そのようなことは不可能だ」。

ここでまた決定的な中間思想が登場する。「しかし私たちが作用の原因に無限に近づ

くことは不可能だ。何故ならば、すべての秩序に作用する原因の中で第一原因は中間

原因の原因であり、中間のものは最後のものの原因だからである。･･････しかし私た

ちが原因自体を度外視したら、それで作用も消える。したがって作用をせしめる原因

の中で第一原因が存在しなかったら、その時は終わりも中間も存在することができな

い」。結論的にトマスは「したがって最初に作用をせしめる、ある原因を設定する事

が不可欠であり、それを我々は神と呼ぶ」と言う。 

三番目の証明は、可能なことと不可欠なことから出発する。この世界にある存在者

は必ずなければならない存在ではないこともあり、そうでないかも知れない存在者だ。

すなわち私たちが経験する存在は必然的ではなくて偶然的に存在する。ところで、存

在することもでき、存在しないこともできる存在は、ないということはない。そうす

るためには、偶然的な存在をその原因にすることはできない。したがって偶然的な存

在をあるようにする必然的な存在があると言える。しかしこの必然的な存在も自分自

身が自分の原因ではなくて、自分ではない存在に依存することもできる。ここで、そ

のような依存の系列が無限に進行することはできない。したがってこれ以上、自分で

ないものに依存しない究極的な必然的存在がいなければならない。その存在が神と言

える。 

四番目の証明は『独自録』におけるアンセルムスの論証を思わせる。それは等級性

に対する思想から出発する。この世界の存在にはさまざまな完全性を見つけることが

できる。そして完全性の等級が客観的に互いに異なっている。人間が本質的に持つ理

性的能力としての完全性と、動物が持っている感覚的能力としての完全性が異なる。

こんな完全性の等級が客観的に異なると言うためには、そうするための等級がなけれ
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ばならない。その基準は最高の一番卓越した完全性である。そのような究極的完全性

が神と言える。 

五番目の証明は事物の志向性から出発する。この世界に存在する存在はまだ実現し

ない目的を持って、目的を実現する過程の中にあるということから出発する。それぞ

れの存在がまだ実現しない目的を可能態として持つ。まだ可能態である目的が目的と

して機能するためには、ある方式の現実性が与えられなければならない。そうではな

くては無と違わないだろう。そのような目的原因の秩序において、すべての目的をす

べて分かって、同時にすべての目的がすべて自分の中に現実化している存在がなけれ

ばならない。言い換えれば、すべての目的の完成態として理性的存在が究極的目的に

なければならない。このような存在を神と言える。 

始めの三つの証明の中で決定的な証明の契機は上述したことから分るように、因果

の連鎖の中で無限な溯及は不可能だという主張である。それでもトマスが『神学大全』

で提示した根拠は説得力がとぼしい。彼の論証は次のようだ。もし第一がなければ中

間のものも、そして最後のものも存在することができないし、それなら事実上、存在

する現実性も排除される。最大限それが確かなことは、ただ原因者が実際にいかなる

原因か、すなわちそれなしには原因者自身も消えてしまうようになる、そういう原因

を前提にする時だ。しかしこれは因果律の連鎖の中でどこかが破れて、一つの第一原

因を容認するということを確証しない。正当にも、カントは四番目の二律背反におい

て、無限な溯及が考えられないということ、すなわち自ら原因を持たない原因にとど

まるということを克服するのが大変な困難に出会うと指摘した。 

『対異教徒大全』において、トマスは無限な溯及の不可能性に対するまた他の証明

を、特に一番目の証明19)と連関して試みている。彼は「すべての他の動者は分離可

能であり、一つの肉体だ」という前提から出発する。このような前提で有効なことは

「もし無限に原動者と被動者ができたら、そういう方式の無限者は肉体でなければな

らない」と言う点だ。続いて次の思想で言うのは、「他の被動者を動かす、すべての

肉体は、それが動かすかぎり、同時に自らも動く。したがってあらゆる無限なものは、

その中で一つが動かされるかぎり、同時に自分も動く」と言うのだ。ここでトマスは

一つの新しい思想を添加する。「その中で一つは有限だから有限な時間の内で動かさ

れる」。「したがって、そういうすべての無限なものは有限な時間の内で動かされる。

しかしそれは不可能だ」と言うのだ。それでも、ここにも困難が生ずる。それならば

一つの有限な時間の内で原動者と被動者の同時性が導びかれるのみならず、全体運動

のできごとが、まさに瞬間に成り立つという不合理な仮定に至るようになる。したが

って有限な時間を引き入れることは恣意的である。特にそれは根拠のないことだ。そ

れなら、どうして時間も無限なものと考えることができないか? 

五番目の証明は個別的、目的論的に進行する過程が自然の中に存在するだけでなく、

その過程自体が――少なくとも自然的肉体と関わって――目的を追求するという事

実を前提にする。この点ではアリストテレス的な世界観が相変わらずその位置に置か

れている。しかしこれは近代自然科学の発達とともにますます強力に機械論的な方向

に行くことで非常に問題となった。このような疑わしさから、この証明はもう神の存

在証明のための確固たる出発点を形成するには適さない。これに対する証明では、カ
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ントが自然の中で目的論的な哲学的、神学的陳述のための土台をいかに形成すること

ができるのかを考察する時、困難に陥る。 

四番目の証明の基底にはプラトン的な世界像が置かれている。出発点において、ト

マスは感覚的に与えられて経験される現実性の存在を越えて純粋な即時的存在の領

域があって、そこから前者は自分の本質的な形象を保持して、それは自分のための尺

度という思想を受け入れる。しかしアウグスティヌス的な思想と中世的リアリズムに

相応する現実性の意味が継続して、有効であると受け入れられることができるかは、

疑問視されなければならない。だからトマスの四番目の神の存在証明は疑わしい。ト

マスの五番目の存在証明の固有な点はそれが因果論の原理を使ったということであ

る。何故ならば、四番目と五番目の証明も、その方式どおり原因に対して言っている

からだ。これは感覚的に経験される現実性の領域では問題にされない。何故ならば、

原因と作用の関係は構成するものに属するからだ。それが問題になるのは、ただトマ

スが因果関係の有効性を経験可能な現実性を越えて、超感覚的なものへ拡大して、そ

れに有限なことと類似の原因の方式を提示しようとする時である。ここでは思慮深く

熟考したカントの批判を避けることができない。 

被造物は不完全だから自分の中にどんな完全性の根拠を持つことはできない。この

世界の存在者は運動をするのに自分ではないものに依存しており、偶然的という点で

自分ではないものに依存しており、不完全な完全性を持つという点で自立的ではない。

そしてまだ実現しない目的を持つという点で、自分ではないところに目的を持たなけ

ればならない。このように被造物の欠乏に対する経験から、いかなる欠点もない究極

的完全者を求めるようになる。 

 

IV．神の属性 

 

神の存在証明は神がいるということは示すことはできるが、神がそれ自体何であるか

は示すことはできない20)。それで神に対する理解は、根本的に否定的であり、類比

的である。それにもかかわらず、神に対する言及は、肯定、否定、そして卓越した段

階を経る方式で可能である。21) 

神そのものは可知的である。神だけが自身を自己の中で認識するからである。した

がって神自身が一次的な認識対象であり、事物は神の二次的認識対象である。事物そ

のものも可知的である。何故ならば、事物はそれ自体で可知的な神によって創造され

たからだ。そしてそういう限りで事物は知性的認識に開かれている。人間知性は勤勉

で緻密な探求によって、そのような事物の本質を認識して洞察する22)。しかし人間

の知性は、事物の本質を完全に残らず把握することはできない。人間の知性は神の本

質を直接的な直観はもちろん、事物の本質に対する直接的な直観も持つことができな

いからだ。そのためトマスの批判哲学は人間知性が事物の本質を完全にそして包括的

に把握することができないことを強調している。一方、批判神学は人間知性が神の本

質をそのもの中にありのまま認識するとか、把握することができないことを強調する。

人間知性は絶対的に単純な神に対する具体的概念を形成することができないからだ。 

人間は有限である。神は不完全な被造物の根拠として完全である。有限な人間は神
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に関して知ることができようか? 存在様態とそれによる能力が異なるからだ。物体

の類似性や創造された形象によっては、すべてのものを卓越した方式で行っている神

の本質を理解できないからである。もちろん至福者に創造された人間が神の本質を究

極的にわからないのではない。ただ来世で神の恩寵を通じて実現することができる。 

トマスによれば、神の存在証明はたとえ作用から出発しても困難に直面する。何故

ならば、神の作用は神と比例しないからだ。また神自身は無限であり、作用は有限だ

からだ。しかし有限と無限の比例は存在しない。トマスは比例の欠陥を認めるが、そ

こから次のような結論づける。人間は「原因に対する完全な認識を持つことができな

い。それでも明確にすべての作用から原因が存在するという事実が我々に証明される

ことができる。･･････そしてそのように神の作用から神が存在するという事実が証明

される。たとえ私たちが神の作用を通じて神の本質に出会い、神を完全には認識する

ことができなくても」23)。被造物の存在は神の存在とは異なるから、被造物に適用

する存在のような観念を神に一意的に適用することはできない。もし被造物に適用す

る意味と等しく神に適用したら神人同型説(anthropomorphism)に堕してしまう。 

存在の類比は「外在的属性としての類比」と「内在的属性としての類比」そして「比

例性の類比」に形式化することができる。この中で「外在的属性としての類比」より

「比例性の類比」や「内在的属性としての類比」によって、神に関する最小限の知識

が可能だ。外在的属性としての類比は、一次的存在と、この存在と関係を結ぶ二次的

存在が似ているというのである。例えば、ある人が健康だという時、健康な身体の表

示になるその人の顔色も健康だと言える。この場合、身体の健康と顔色の健康は一義

的や多義的ではなくて類比的である。それはあたかも実体という一次的存在に対して

実体に依存する偶有的属性はニ次的存在として類比的であるのと同じである。それに

対して、比例性の類比は直接的な関係ではなく、関係自体の類似性を意味する。1:2

と3:6の間には比例的関係が成り立つ。ここで1と3はいかなる直接的な関係を結ぶの

ではなく、他の項と結ぶ関係方式自体との類似なのである。 

アクィナスは理性が神的本質と関わっており、理性そのものにおいて、そして理性

自体から作用することができる固有な領域を通るという点を認める。「神が存在する

という事実、そしてそれは自然的理性を通じて知ることができる」24)。この領域は

決して狭い領域に限定されていない。四巻からなる『対異教徒大全』の中で、三つの

巻はそのことに対して扱っている。言わば、神の現存性、永遠性、単純性、完全性、

善、統一性、無限性、精神性、真理と意志としての存在、創造主と支配者としての活

動に対して扱っている25)。 

神の単純性に関して考察する。世界の存在者は実体と偶有、質料と形状、実存と本

質などの原理と結びついている。そのような複合的な原理は、みな可能態と現実態で

あると言える。したがって複合的存在はいかなる方式の可能態をも持つと言える。し

かし卓越な原因者である神は、いかなる可能態も自身の中に持たない。それで神はい

かなる複合的な存在でもない26)。 

神は不変である。神は不変ではない可変的なものではない。神は永遠である。神は

永遠でない時間的な存在ではない。神は無限である。神は無限性でない有限な存在で

はない。神は唯一である。神は唯一でない多数ではない。神は善である。神は善でな
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い悪ではない。神は完全である。神は完全な存在でない不完全な存在ではない。神は

すべての所に存在する。神はすべての所でないある場所に制限された存在ではない。 

まず神には、可変性、時間性、有限性、多数、悪、不完全、場所、制限などが否定

されなければならない。可変性が否定される理由は何か? 可変性は可能態の現実化

である。可能態を持つものが現実化して変化するためには、自分ではないものに依存

しなければならない。神は可能態を持つとか、他のものに依存しない。したがって神

は可変的ではない。そして神は時間的ではない。時間が成り立つためには、過去、現

在、未来という不連続と連続が成り立たなければならない。ところで、そのような不

連続的流れができるためには、変化がなければならない。変化は不完全であって神に

適用することはできない。したがって神は時間的ではない。次に神は無限ではない、

有限な存在ではない。有限なものはさまざまに制限される。人間の形状そのものは無

限でも質料によって場所の制限を受ける。それだけではなく、この世の中すべての存

在は自分の本質によって限定された実存として存在する。 

 

V．神と世界の関係 

 

存在は必然的に自己の本性を実現しようとして、自己に与えられた目的を果たそうと

する。人間は本能的に生き、食べて、成長しようとして、理性的な能力を育てようと

する。人間はまだ実現しない可能態としての本性を必然的に実現しようとする。しか

し神は、すべての本性が完全に現実化した状態にある。神は自身の中にいかなる可能

態も持っていない。したがって神は必然的に自身の本性を実現することはできないで

はないのかという疑問が生じる。神は、他の存在と違い、自分の本性の実現のために、

自分ではない他のものを必然的に要しない。したがって神は自身の本性の保存と実現

のために、必然的に追求するが、自分ではないものを必然的に追求する理由はない。 

それならば神が無から行う創造はいかにしてなされるのか? 無からの創造は神の

本性による必然的な産物ではない。神は自分以外のいかなる他の存在も必然的に追求

することはできない。それで神の創造は偶然の産物だと言える。それでは神の偶然的

創造はどんな合理的理由もない、純粋な神の意志の産物であるだけであろうか? 神

が理性と意志を持つ人格的存在であるかぎり、神のすべての活動には、理性と意志の

作用が関わると見られる。盲目的意志よりは理性的知恵の関わりがもっと卓越な行動

だからである。 

被造物は神に実在的関係を結ぶが、神は被造物と観念的関係を結んでいる。だから

神は自分の単純性をそこなわないで、自分ではないすべての存在と関係を結ぶことが

できる27)。活動には二つの部類がある。一つは、外に出て影響を及ぼすことである

が、分けることと、切ることのようである。他の一つは、外に出ないで、感じ、頼り、

理解するというように、作用者の中に残る。そのような活動によって、外のいかなる

ものも変わらず、全体的な活動は作用者の中で生じる。神は必然的ではないが、自分

の善を栄光あるものにさせるために、自分と類似した善を産出することができる。神

は自分の善を反映するために、自分の善を伝達する。このように神は善のために、偶

然的に、自分ではない善を産出する。 



 11 

神はこの世界を無から創造した(creation ex nihilo)。ところで無からは無しか創

造されない。無からの創造の意味は、この世界が存在そのものである神によって創造

されたということを意味しており、その創造行為がいかなるものも資料も関係しなか

ったし、いかなる道具を使うとか、他者の力に依存しなかったということを意味する

28)。創造は存在を産出する行為である。創造は無限者だけの行為である。何故なら

ば、有限者の有限な存在性は、他者によって原因を与えられており、有限者の原因性

の系列は究極的に無限者を要求するからだ29)。 

この世界全体や、世界の何ものかが神であるならば、そういう神は有限者に転落す

る。したがって汎神論は無神論である。また「生成する神」も神ではない。すなわち

神が自分を形成していくということも、神を有限者に転落させるのであり、究極的に

汎神論と同様、無神論を意味する。結論的に、神はこの世界に対して徹底的に超越的

な存在である。神の徹底的な超越性のみを主張する立場が理神論である。例えばアリ

ストテレスの「思惟の思惟」やプロティヌスの「一者」はこの世界に対して理解しな

くて無関心であり、この世界を治めない、一言でいえば、世界に一切の関与しない絶

対者である。 

しかし、もし神がいたら完全者である彼が、果してこの世界の主人ではないことが

ありえるであろうか? すなわち神にとって、この世界がただ他者としての他者であ

ることがありえるか? 神がいたら、彼はこの世界が持つすべての完成をどんな方式

でも持ち得ないであろうか? そして彼はこの世界全体を認識するとか、統治しない

こともありえるか? それならば、ただ超越的な神は完全者ではないから、有限者に

転落する。結果的に、神はこの世界に対して徹底的に超越的であると同時に内在的で

はなければならない。これは神の概念が無神論者の主張のように、矛盾的で無意味に

ならないであろうか? トマスは内在と超越を越えた神の真正な完全性を現わす。神

人同型説、汎神論、理神論、不可知論そして無神論は神の内在性と超越性の神秘に対

する不徹底な反省に起因するのである。 

神の内在性と超越性の問題は神が一人で全体という問題に由来する。すなわち神に

おいて、一と多の問題は神の内在性と超越性の問題をもたらしており、前者が解かれ

る時、後者も解かれる。多くの神は矛盾であるから神は数的に一である。一なる神は

完全に自己充足的であり、自己同一的な完全者として他者を許諾しないところの、存

在論的一者である。 

 

VI．統一思想から見たアクィナスの神観 

 

以上、トマスの神観に関して論じた。このようなトマスの神観を土台として、統一

思想の観点からトマスの神観を批判して見よう。 

 

1．理性と信仰の問題 

トマスは神の認識に至る二つの可能性を提示する。理性と信仰がそれである。そし

てこれに相応して哲学的神学と信仰の神学を区分する。トマスは人間の理性は独自に

神の存在を証明することができるが、信仰の教えはもっと完全な認識だと見る。そし
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て理性と信仰を垂直的に理解すれば、啓示に対する信仰が理性をしのぐと主張する。 

統一思想では、神の認識に至る理性と信仰の区別をしておらず、また哲学的神学と

信仰の神学を区分していない。これはトマスが理性と信仰の関係を二元的な優劣の関

係で見るのに比して、統一思想は理性と信仰の関係を一元的な内外の関係で見るから

だと考える。トマスが理性と信仰を二元的、垂直的、優劣的な関係で見るのは、神と

世界を二元的に見ることと連関している。そして統一思想が理性と信仰を一元的、水

平的、内外的関係として見るのは神と世界を一元的に見ることと連関している。統一

思想は、神が「相似の創造」30)によって世界と人間を創造したと言う。 

 

2．神の存在証明 

トマスはアンセルムスの本体論的証明を批判して宇宙論的証明と目的論的証明を

主張する。統一思想は宇宙論的証明が無神論者を説得させにくいと見る。なぜなら「唯

物論の立場では、もし宇宙の第一原因が神ならば、その神は物質的存在であるという

主張も可能である」31)からである。統一思想は目的論的証明も無神論や唯物論の主

張を克服するのは困難であると見る。「なぜなら、無神論は宇宙の運動を法則の必然

性だけでも説明することができるからだ。人体の器官の構造と運動が合目的性を帯び

ていると言って、宇宙の現象も合目的だと見る目的論は論理の飛躍であって、宇宙の

運動はあくまでも合目的のように見えるという観点も成り立つのである」32)。統一

思想は神の存在証明として、トマスと異なり、仮説的方法を主張している。33) 

 

3．神の属性 

トマスは神の現存性、永遠性、単純性、完全性、善、統一性、無限性、精神性、真

理と意志としての存在、創造主と支配者としての活動に対して扱っている。そしてト

マスによって見出された神は純粋な現実態、実体としての実存そのもの、そして存在

の原因として表現される。そのような絶対者は可能態が欠如した純粋実存として、最

も卓越した存在、存在そのもの、そしてすべての存在者の第一原因である。 

トマスのこのような神の属性は統一思想から見れば不完全である。統一思想は神の

属性に関して扱った「原相論」34)において、原相の内容と原相の構造を説明してい

るが、トマスが明らかにした神の属性は原相の内容の一部に過ぎない。トマスは神を、

質料を持たない純粋形相として純粋現実態であると主張する。トマスのこのような神

観は精神を根源的なもの、物質を二次的なものと見るものである。統一思想によれば、

神は純粋形相ではなく、「本性相と本形状の二性性相の中和的主体」である。35) 

統一思想は、トマスの神観において、物質的な現実世界を二次的なことと軽視する

傾向があり、それが長い間続いて来たと見る。そして統一思想はトマスの神観を次の

ように批判する。「そのためにキリスト教徒の生活は、信仰上では物質生活を軽視し

ながら、現実的には物質生活を追及せざるをえないという相互矛盾の立場に立たざる

をえなかった。そのように、キリスト教の神観では地上の現実問題の解決は初めから

不可能であったのである。地上の問題は、大部分が物質問題と関係しているからであ

る」。36) 
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4．神と世界の関係 

トマスは神が世界を無から創造したと言い、神の世界創造は必然的なものではなく

偶然的なものと見る。そして神の理性と意志が作用して世界を創造したと主張する。 

トマスが無からの世界創造を主張するのは、彼が見い出した神は、質料を含む一切

の創造主であって、神には質料的要素がないので、そうするしかなかったのである。

統一思想は「無から物質が生ずるという教義は、宇宙がエネルギーによって造られた

とする現代科学の立場から見る時、受け入れがたい主張である」37)と見る。 

統一思想は神の世界創造は偶然的ではなく必然的なものと見る。そして神は理性と

意志を作用させて世界を創造したのではなく、心情を動機とした宇宙創造の理論すな

わち「心情動機説」38)を主張する。統一思想は、このような心情動機説が宇宙の発

生に関する従来の創造説と生成説の論争に終止符を打つと見る。「それは生成説（プ

ロティノスの流出説、ヘーゲルの絶対精神の自己展開説、ガモフのビッグバン説、儒

教の天生万物説など）では、現実の罪悪や混乱などの否定的側面までも自然発生によ

るものとされて、その解決の道がふさがれているが、正しい創造説では、そのような

否定的側面を根本的に除去することができるからである」。39) 
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