
ト{マス ・ アクイナスにbける

適合性(connaturalitas)による認識

稲 垣 頁 典

(1) 

トーマス・ アグィナスは， 人間の知的認識のうちに， 認識能 力の完全な

使用による認識すなわち， 知解， ヂIj断， 推論等の働きを通じて到達される

ものの他に， 認識の主瞳の針象に封する本質的な適合性 ( conn aturalitas)

あるいは傾向 (inclinat io) に基く認識を認めている。 このように或種の認

識に闘しては， 認識能 力の働きを通じて貫現される認識主瞳と封象との聞

の一致のみでは不充分であって， より完全な， 全瞳的な一致が要求される

としづ思想はトーマス以前にも長い歴史を持っている。 例えば， プラトン

は第7書簡において， 貧在の認識に関して要求される， 認識する精神と認

識の封象たる貫在， 善， 正 義， 美の問の本質的な親近性について詰ってい

る。 更にアリストテレスはニコマコス 倫理皐第10者において， 道徳的に

完全であって幸幅である人間が倫理的な事柄についての規準であると述べ

ている。 すなわちそのような人聞は， 1.惑を所有しているという事貰によっ

て倫理的な事柄に射する親近性を獲得し， したがってそれらの事柄につい

て正 しく判断することができるとされている。 同様の思想が中世哲翠思想

の形成;二大きな影響を輿えたディオニシウスの著作のうちに見出されるこ

とは， トーマスによって詩されている数多い引用から明らかである。 した

がってトーマスにおける適合性による認識の理論は右のような長い惇統に

(1) Platon: Oeuvr es Complètes. Tom e XII1. P. 1. L ettr es. 343e-344b. 
(2) Ethica Nicoma ch ea. X， 1176a. Thomas Aquinas. L ectio. VIII. 2062. 



84 

基いていると考えられる。

適合性による認識についてのトーマスの理論は彼の認識理論の全韓にお

いてどの上うな意味を持つであろうか， またそれはどのような構造 を持つ

ているであろうか。 更にこのような型の認識と通常の理論的な知的認識と

はどのような闘係に立つであろうか。 我々はこれらの問題をトーマスの情

念論における適合性の概念、の分析を通じて検討したいと思う。

(2) 

さて， トーマスは適合性による認識を， 論謹的あるいは翠的認設と比較

しつつ弐のように述べている。

「しかるに判断の正 しさには二様あると考えられる。 第ーのil:方は理性

の完全な使用から来るものであり， 他は判断の封象となっているものご封

する一種の適合性に基く。 かくして， 倫瑚取に汗しい者はifì禁:二属する事

柄について珂性的探求に上って正しく判断!る。 しかるに貞潔の?什|を有

する者は貞潔に封する一種の適合十l::二ヒってそれらの事柄についてi1:しく

判断すみ。 ぞれ故， この上う:二市中;二閉すご〕事柄について理性的探求を通じ

て正しい判断を所有するのは知的徳としての叡刊に属する。 L :'ì>る;二'i神:二

闘する車十i>íiこ封する一種の適合I'l:にヒってそれらについての五しt、'Hif新を

有するのほ型震の賜である限り:二おいての叡干lJ;二属する。 それ;土子ィオニ

シウスがl!il有名論， ��2章において了ヒエロテウスは紳に闘する事h刊につい

て， 翠ぶことに上つてのみで、なく， Ilil!lfI':Jな'!f附;こ工って動かされろこと二

よって完全である」と云っている如くて司ふる。 しかるに神的な事柄;二封す

るこの上うな傾きあるし、は 遁{\-'111:は， 我々を!神と一致せしめζ〉愛徳己主

るJ。 更に伎は他の箇所においても適合1'1:に上る認識について布と殆ど同

(3) S umma Theologica. I -II ，  Q. 22-48. 
(4) Re ctitudo autem judicii potest contingere duplici t er: uno modo， sec・

undum pe r fe ctum usum rat ionis; alio modo， propter connaturalitatem 
quandam ad ea  de quibus jam e st judi candum. S icut de his quae ad 
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様のことを述べている。 また別の箇所においては， 叡智が意味するととろ

の認識における 一種の充全性(quaedam sufficient ia)は， 神的な事柄に針

する一種の親近性 (quaedam affinitas) によって生ずると述べ， それを研

究や翠 (studium et doctrina)によって 到達 される 認識の充全性と比較し

ている。

この場合， 適合性 (connatural出s) あるいは親近性(affinitas)， 傾き

(compassi o)と呼ばれているものは厳密に何であろう か。

先ず適合性は 欲求能力に 闘係している。 すべて 欲求能力は話i (bonum) 

ー一一それは欲求の封象である限りにおいての存在に他ならないーーを封象

とするが， 欲求能力の相違に庭じてそれらが針象である善に向う 仕方も異

なってくる 。何等の認識能力を有しない自然的事物は， その本性にしたが

って必然的に自らに適謄 するもの， すなわち善を求める 。 この際， 自然的

事物は自らに固有の 善を求める運動 あるいは働きを遂行するが， その上う

な運動 の原理はその事物の， 欲求の封象たる善lこ封する j車合性 (connatur

alitas)に他ならない。 それはまた自然的愛(amor naturali s)とも呼ばれて

いる。 例えば重い物瞳は， その重さの故に， それを妨げる 力がなければ落下

するが， それは重い物瞳が地球のrll心に封しで親近性あるいは適合性を有

castitatem pertinent per rati oni s  inquisiti onem recte judicat i lle qui 
d id ici t sc ientiam moralem: sed per quandam connaturalitatem ad ipsa 
recte judicat de eis ille qui habet habi tum casti tat is. S ic igi tur ci rca 
res divinas ex  rationis inquisitione rectum judicium habere pertinet ad 
sapientiam quae est vi rtus intellectualis: sed rectum judicium habere 
de eis secundum quandam connaturalitatem ad ipsa perti net ad sapien
ti am secundum quod donum est Spiri tus Sancti: sicut D ionysius d ic it 
in 2 cap. de Divinis Nominibus， quod Hierotheus est p巴 rfectus in d ivinis 

non solum discens， sed et patiells divina. Hujusmodi autem compassi o  
sive connaturali tas ad res di vinas fit per caritatem， quae quidem unit 
ロos D巴0: ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ Sum. Theol. II-II， Q. 45， a. 2. 

(5) Sum. Theo l. 1. Q. 1， a. 6， ad 3. 
(6) Scriptum Super Sententiis M ag istri Petri Lombardi . II1， d. 35 ， Q. II， 

a. 1， Solutis I. 
(7 ) De Veritate， Q. 1， a. 1， c. cf. Sum. Theol. I-II， Q. 94， a. 2. 
(8) Sum. Theol. I-II， Q. 26， a. 1， 2 . 
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L， そのような適合性が原理となって落下運動 が生じると説明される。 こ

の場合， 物韓の落下運動 の説明に擬人観が混入していると考える必要はな

いであろう。 すべて費化あるいは運動 を可知的に説明する震にはその運動

を規定している原理としての目的を明らかにする必要がめるが， 自然的運

動 の場合には事物にはその本性からしてその運動 の目的あるいは終極に針

する適合性あるいは自然的傾向が存すると考えられるからである。 このよ

うな適合性は， すべての能力に伴うと云えるであろう。 何故ならすべての

能力にはその固有の 封象あるいは 働きに射する 適合性が 存するからであ

る。 この意味において例えば，11つのものを他と比較することは理性に特

有の適合的な働きである」あるいは「人聞は感畳や理性を超越するところ

の或物の理解へと翠げられる時， 理性と感覚による適合的な認識の外に置

かれる限りにおいて晩魂を経験すると云われる」等のことが云われるの し

たがってこの康い意味における適合性は， 認識能力を全く飲如 した白然的

事物に固有の欲求の働きであると同時に， すべての能力において見出せる

ものであると云える。 何故ならトーマスが云っているように「何らかの物

に向つての運動 ， あるいは何らかの物における静止は， ある適合性あるい

は適鷹性を原理とするから」である。

さたに感畳的認識能力を有する存在においては， 先ず感量によって抱えら

れた何らかの特殊的な 善， すなわち欲求の酎象は， 感質的認識能力，= 封謄

する感費的欲求能力のうちに， その普に針する適合性あるいは適感性， 傾

向を生ぜしめる。 換言すれば， 感質的認識によって欲求能力のうちに欲求

(9) Ibid. 
(10) Con ferre unum a lteri e st proprius et connaturalis actus ration is. 

Sum. T heol. I-II， Q. 3 2， a. 8. 
(11) dum elevatur ad comprehendenda aliqua quae sunt supr a  s巴 nsum et 

rationem， dic itur e xtasim pati， inquantum ponitur extra conn atur alem 
apprehe nsionem rationis et  sensus. Sum. Theol. 1 - II， Q. 28， a. 3. 

(1 2) Omnis autem motus in aliquid， vel quie s in aliquo， e x  aliqua con. 
n aturalitate seu coaptatione procedit. Sum. Theol. I-II， Q. 27， a. 4. 

(13) Sum. Theol. I-II， Q. 23， a. 4. 
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の封象としての苦あるいは目的に封する相麿性 (proþo rtio )がっくり出さ

れる。 何故なら如何なる欲求能力も自らに相麿しない目的に向う こ とはな

L、からである。 このよう な感質的欲求能力のう ちに生じる， 欲求の釣象と

しての善に封する適合性が情念(passio ) あるいは 感質的欲求(appeti tus

sensi tiv us )としての愛に他ならない。 トーマスは情念としての愛が適合性

に他ならないことを強調している。

「それl故lこ善は先ず欲求的能力のう ちに善に封する一雨の傾向， 適F丘、'1'1，

あるいは適合性をノセず、る。 それが愛の情念、に麗するJ。

「愛とは愛するものの愛されるものに封する一種の一致あるいは適合性

:二他ならなL、」。 この愛の附;合:と同一!硯される 適合性は， 欲求能力のうち

に生ずる欲求の封象としての汚に封すゐ満足(complac巴ntia)で‘あって， そ

のような遁合性あるいは満足を原理として遂行される封象:ニ向つての運動
(17) 

あるいは働 きからは匝別されねばならない。 このことは情緒(1')一致(unio

aff ec tiva あるいは unio secundum aff ectum)と貫在的一致(unio realisあ

るいは unio se cun du m  re m)についてのトーマスの所論から明らかに珂解

できる。 すなわち欲求の主轄 と封象との聞の貰在的一致は， h持者的一致す

なわち愛の 原因で あり， 更に欲求の主瞳が当分象に向う 運劫すなわち欲望

(desideri um)の働きを通じて到達されるべ き目的であって， 愛そのもので

はない。 これに封しで情緒的一或は， 欲求の主瞳が封象に封して持つ適合

'["1:， 傾向， 親近性に存するものであって， 情念としての愛に他ならない。

(14) Ibi d. ， Q. 25， a. 2. 
(15) Bon um e rgo pri mo qui de m in po ten ti a appeti tiv a c aus at quandam 

in clin atione m， s e u  apti tudin巴m， s e u  conn aturali tat巴 mad bonum: quod 
pertinet ad passione m  a mo ris. Ibid.， Q .  23， a. 4. 

(16) Amor es t quaedam unio ve l  conn aturalitas a man tis ad amatum. I bid . ， 
Q .  32， a. 3， ad 3. この他， <Xの箇Pfrを参照。Ibid.， Q .  25， a. 2， c .， ad 2; 
Q. 26， a. 1， 2; Q .  27， a. 4; Q .  2 9， a. 2; 

(17) Ibi d. ， Q. 2 6， a. 2. ここで「満足」と謬されているcomplacentia はここで
は欲求の充足と云う意味での満足ではなく， 欲求の主鰹が自らと封象の間に存
ずる親近性， 伺感性を理解する時に， 欲求の能力のうちに生じる情念、に他なら
ない。

(18) Ibi d. ， Q .  25， a. 2， ad 2 ; Q. 28， a. 1. 
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換言すれば， それは愛の主瞳が， 自らと愛の封象の聞に何等かの同一性が

存することを理解するととに伴なう欲求の働きに他ならない。 更に別の表

現を用いるならば， それは愛の主韓が針象の何ものかを分有することであ

る。 このように感畳によって把え られた何等かの善が感畳的欲求能力のう

ちに生ぜしめるところの， その善に針する適合性一一それはその欲求能力

の現賓態あるいは働きに他ならないーーは， 情念(pass io )としての愛に他

ならず， また情緒的一致と呼ばれるものに他ならない。

同様に知的な認識能力によって把え られる善は， 知的な欲求能力として

の意志のうちに自らに劃する親近性あるいは適合性を生ぜしめる。 それは

知的あるいは理性的愛と呼ばれる。

さて上の三つの種類の適合性， すなわち自然的， 感畳的， 知的欲求能力

のそれぞれに属する適合性のうちのどれが前に引用した適合性による認識

についてのトーマスの記述における「適合性J (co nnatura l itas)に相嘗する

と考え るべきであろうか。

先ず自然的欲求能力に 相臆する 適合性を考察から除外することができ

る。 何故なら， 人間は質 料的， 形瞳的賞睡である限りにおいて， 他のすべ

ての自然的賓瞳と同様に自然的欲求を有するが， それが知的認識と何等か

の闘係に入る鶏には先ず感畳によって把え られなければならず， 自然的欲

求の働きが直ちに知的認識に何らかの影響を持つとは考え られないからで

ある。

火;こ知的欲求能力あるいは意志に属する適合性も， 厳密な意味での適合

性による認識における「適合性」 とは同一蹴できないと考え られる。 何故

なら， 第ーに意志の働きは理性の判断， すなわち何等かの知的認識を殻想

するのに封して， ここで問題となってい・る適合性は知的認識の媒介あるい

(19) Ibid.， Q. 25， a. 2， ad 2. 
(20) Ibid.， Q.  26. a. 1. 
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は手段の役割を果すものとしての適合性であるから。 勿論， 適合性による

非質 料的封象一一例え ば紳ーーの認識においては， そのような封象は感覚

によっては把え られない故に， 何等かの知的認識に基く意志の働き， すな

わち知的愛が指導的役割を果さなければならない。 このような知的愛は知

的認識よりも優れた仕方で針象との一致を貰現することがで‘きZf しかし

この場合においても， 紳に針する 知的愛が 知的認識をより完全にするの

は， 知的愛すなわち意志の働きがその充溢によって(per modum redund 

antiae)感畳的欲求能力に 影響を輿え ， そこに 生ずる適合性が知的認識の

手段になると考え られ ぎ: このことに関聯してトーマスは， 愛 (amor)は

厳密に云って感畳的欲求あるいは情念(passio)すなわち受容的 (passiva)

なものであり， 知的愛 (dilectio)は理性による判断を前提とするとの匝別

の上に立って， 或意味で、愛は知的愛よりもより神的であるとの説明を興え

ている。

「しかるに人聞は愛によって， すなわち， 或仕方で受動 的に紳自らによ

ってひきつけられることによって， 自らの理性が彼を紳に導きうるよりも

よりよく紳に向うことができる。 この後者が前述のように知的愛の本質 に

属する。 そしてこのことの故に(感覚的〉愛は知的愛よりもより神的であ

る。」

更に前に引用した適合性による認識についての記述において参照 された

ディオニシウスの言葉 (patiens divina)についてトーマスは次のように述

べている。

「そこにおいて紳的な事柄の受容(passio)は神的な事柄に針して情緒的

に動 かされること(af f ectio)を意味し， 神的な事柄に愛(amor)によって

(21) Ibid. ， Q. 27， a. 2， ad 2. cf. Iþid. ， 1， Q. 82 ， a. 3. 
(22) Ibid. ， Q.24， a. 3 ， ad 1. 

(23) Magis autem homo in Deum tendere potest pe r amor巴m， passive 
quodammodo ab ipso Deo attrac tus ， quam ad hoc eum propria ratio 

ducere possi t， quod per tinet ad rationem di1ec tionis， ut dic tum es t. Et 
propter  hoc ， divinius es t amor quam di1ec tio. Ibid. ， Q. 26， a. 3， ad 4. 
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一致するととを意味する」。

「ディオニシウスが 語っているところの 受容(passio)は， 神的な事柄

に封して情緒的に動 かされることに他ならず， それは上に述べたことから

明らかなように〔本文〉軍純知解よりはむしろ情念、の性格を持つ」。

したがってトーマスが適合性による認識について語る場合の「適合1生J

は感費的欲求能力のうちに生ずる， その働きとしての適合性であり， 情念、

としての愛あるいは情緒的一致と同一硯できる。

女に適合性(connaturalitas)は様態(d isposit同あるいは習性(habitus)とは異

なると考えられる。 ここで適合性は情念(passio)としての愛と同一である

と解されて居り， その限りにおいて受動 (passio)の範曙に属すると考えち

れるべきであり， 質( qual itas)の範曙に層すべき様態あるいは習性からは

直別される。 しかしながら， それ自身習性あるいは徳でない第一原理の理

解が習性的に把持されるように適合性も習性的に我々のうちに存すると考

えられる。 したがって後に指摘 するように， トーマスは倫理的認識， 特に

個別的な行震の 倫理性 に つ い ての 判断において 習性あるいは 倫理的徳

(virtus moral is)の果す役割を強調しているが， この場合も正 しL、倫理的認

識は習性的に我々のうちに存する適合性一一倫理的な事柄に針する一ーに

基いて到達 されると解樟できるであろう。 このことはまた女のようにも説

明できる。 すなわち， 習性は或意味において第二の本性であり， そのよう

な第二の本性が買貫に第一の本性を完成オるものであるならば， そのよう

な第二の本性に一致するものとして(感量によって〉把えられた善は虞貨

の善であり， そのような善が感費的欲求能力のうちに生ぜしめる適合性に

(24) Passio d ivinorum ibi d ic itur af f ect io ad d ivina， et conjunctio ad ipsa 
per amorem. I bid. ， Q .  22， a. 3， ad 1. 

(25) P assio illa de qua lo quitur D ionysius， nihil al iud est quam af f ectio 
ad d ivina， quae habet magis rat ionem passionis quam sim plex appre. 
hensio， u t ex praed ict is ( in corp. art. ) patet. De Veritate， Q .  26， a. 
3， ad 18. 

(26) Sum. Theol. ， 1-11， Q. 94， a. 1. 
(27) I bid. ， Q .  58， a. 5. 
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基いて鶏される 認識もまた 正 しいものであると 考え られる。 これに 封し

て， 第二の本性としての習性が第一の本性を破壊するものであれば逆の結

果が生ずるであろう。 このように適合性と習性， 乃至徳とは異なったもの

であるが， その聞には緊密な結び付きの存することが理解できる。

(3) 

しかしながら感費的欲求の働きと同一視される適合性が如何にして知的

認識の手段となりうるであろうか。 知的認識の手段となるのは可感的表象

(phantasma )から能動理性(intelle ctus agens)の非質料化の働きによって

得られる可知的形相(spe cies intelligib il is)であるが， 適合性による知的認

識は如何にして成立するのであろうか。

この問題の複雑さは認識と欲求という二つの働きにおいて， 主轄と封象

とが何等かの一致に 到達 する仕方が異なっていることからして 理解でき

る。 この認識あるいは認識的一致(unio cognit iva)と欲求あるいは欲求的

一致(unio a f f ectiva， unio appetitiva)との相違についてトーマスは実のよ

うに述べている。

「認識は認識されるものが自らの類似によって認識するものに一日する

ことによって成就される。 これに封して愛は， 上述のように愛の封象その

ものがある仕方で愛するものと一致することによって成立する」。

「 知性の働きは認識された事物の可知性が認識する者のうちに在ること

に存する。 これに封して意志の働きは意志が事物そのもの一一 それ自らに

おいて存する限りにおいて一一ー に封して傾かしめられることによって遂行

されるj。 したがって我々がトーマスにおける 適合性による 認識の認識論

(28) cognitio perf icitur per ho c quod cogni tum unitur cognoscenti se cun
dum suam similitudinem _ Sed a mor f a cit quod ipsa res quae a matur， 
amant i  a liquo modo uniatur ， ut dictum es L Ibid _， Q.28 ， a .1， ad 3. 

( 29) act io intellectus consist it in ho c quod rat io rei intel le ctae es t in inte l
l igente ; a ctus vero voluntatis perf icitur in ho c quod voluntas inc Iina 
tur ad ipsa m r em prout in se est. Ibid.， Q. 8 2 ， a _  3. 
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的構造を問題にする場合， 適合性が恰も可知的形相のような役割を果すと

考え ではならないであろう。

むしろ適合性あるいは情念としての愛は弐のような仕方で知的認識に関

係づけられる。 先ず， 愛はその結果のーっとして愛する者と釣象との聞のt

相互内存を生ずるが， この場合愛の封象はそれが愛する者によって理解さ

れている限りにおいて後者に内存するが， 愛する者は封象についての皮相

的な理解で満足しないで， その封象についてより深く理解することを望む

限りにおいて酎象に内存すると云われる。

「愛する者は愛の封象の表面的な理解では満足せず， 愛の針象に属す忍

あらゆるものを深く探究し， かくしてその奥深くまで入りとむことに努め

る」。

このように適合性あるいは愛は， 第一に封象についてより探い知的認識

を獲得しようという強い望みを生ぜしめる。 また同時に愛が生ぜしめる熱

心さ(z elu s)はこの場合封象についてのより完全な知的認識に到達 するに

あたってのあらゆる困難や妨害に打克つことを可能ならしめる。

しかしながら適合性あるいは愛は封象についてのより深い認識を獲得し

ようという望みや熱心さを生ぜしめるばかりでなく， 理論的あるいは接的

認識の方法によらないで， あるいはそのような方法によって可能となる以

上に， 封象の本質についての知的認識を可能ならしめる。 トーマスによる

と愛が生ぜしめる一つの結果として股魂(extas is)によって，我々は通常感

畳や理性によって把え 得ないところのものを認識するととができるように

なる。 何故なら愛は愛する者をしてその針象について充分に認識するとと

を望ましめるが， 一つのものについての強度の認識(m editat io intensa)は

他のものから我々を分離せしめる(extasis -extra se  p on itur 自らの外にお

(30) amans n on est contentu s  sup er f icial i appr eh ension e  amati， s ed n it itur 
s ingula qua e  amatum p er tin ent intr insecus disqu ir er e， et s ic a d  inter 
iora ejus ingr editur. Ib i d. ， Q. 28， a. 2. 

(31) Ibid. ， Q. 28， a. 3. 
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かれる)から， この限りにおいて愛は我々を我々に固有のものからひき離

して封象についてのより優れた認識ーーすなわち腕魂ーーを可能ならしめ

る状態をつくり出す。 すなわち愛は様態的に( disp osi tive) 脱魂を生ぜしめ

る。 とのように 適合性による 認識において 適合性 の果す 役割 は 様態的

(disp ositiva) なものとして理解される。 このことは前述したように適合性

が直ちに様態( disp ositi o)であることを 意味するのではない。 むしろ適合

性乃至愛は， 我々の認識能力を(愛の〉針象に向わしめ， f也の封象から分

離せしめ， その働きを活溌ならしめると考え ちれる。 外的感費， 及び想像，

記憶， 紳別力(vis es tima tiva) 等の内的感覚及び知性そのものも， このよ

うな適合性の様態的な作用によって影響されて， 理論的， 皐的方法に依存

することなしに， あるいは理論的認識以上に完全な封象の認識に到達 する

と考え られる。

しかしながら適合性による認識において適合性の果す役割は草(二様態的

なものにとどまらず， より 本質的な 手段としての 役割を果すと考えられ

る。 すなわち適合性乃至愛は， それがまさに我々と事物とめ間の情緒的な

一致(unio a f f ec tiva)であることによって知的認識の手段となりう ると考

えられる。 このことについてトーマスは前に引用した箇所において，I何と

なれば神的なものによってひきおこされた情緒そのものによって神的なも

のが明示されるから」と述べている。

さて， 適合性あるいは愛がどのようにして知的認識の手段となるかとい

うことを考察するにあたって， 先ず愛あるいは情緒的一致の完全性の鶏に

は必ずしも認識の完全性は必要でないことを理解しなければならない。 換

言すれば封象についての完全な認識なしにも封象との情緒的一致は完全に

貫現される。 これについてトーマヌは， 認識の完全性の震には事物の各部

(32) prima m  qui dem extasim ( extasis s ecun du m  vim a ppreh ensi va m) f acit 
amor disp osi tiv e， in quan tum s ci licet f a ci t  medi ta ri de a ma to， u t  dic tu m  
es t: in tensa an tem m edi ta ti o  unius abs trah i t  ab  al iis. I bi d. ， Q. 28， a.3. 

(33) Ex ip 幻enim divin orum a f f ec tion e prov eni t manif es ta ti o eorum dem. 
D e  V erita te， Q. 26 ， a. 3 ， a d  18. 
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分が判明に( distincte)知られねばならないが， 愛の完全性の爵にはただ事

物についての一般的な認識があれば充分であると云っている。 このととか

らして「 或物は認識されるよりもよりよく愛される」と云え る。 とのことは

理論的， 皐的な認識の方法によらないで或事柄についての完全な知的認識

が可能である事賓を説明する。 更に， 認識においては針象の可知性あるい

は類似が認識するもののうちに存在することによって一致が成立するのに

針して， 欲求あるいは愛においては主瞳は愛の針象そのものと一致する。

したがって認識的一致においては封象からその質料性を排除することが困

難な場合一一例え ば個別的存在のように一一あるいは酎象が認識者を超越

するような場合一一例え ば非質料的賓轄のようにーーには， 封象と主韓と

の一致は困難であると考え られる。 しかしこのような場合にも欲求的ある

いは愛における一致は完全に貰現さがさ 。 このことは理論的， 翠的な認識

方法に上って可能なよりもより完全な知的認識が適合性に基いて可能であ

ることを説明する。

このように愛あるいは情緒的一致は認識が不完全である場合;こも完全に

質現される。 このような一致は軍に欲求能力のみではなく， 人間全韓が，

針象の車に表面的な部 分とではなくその深い本質と一致することを意味す

る。 したがってこの場合我々の知性もまたこの針象の本質との一致に含ま

れ， それによって影響されると考えられる。 勿論ここで知性 は情緒的一致

そ通じて封象の本質と接摘し， それを担えるのであって， 可知的形相ある

いは概念によってではない。 したがってこの場合の知的認識の内容も直接

(34) Sum.  Th eol. I-II， Q. 27， a. 2， ad 2. 
(35) Aliqui d  pl u s  am at ur quam c ogn o scatur. I bi d. I bi d.， Q. 28， a .1， ad 3. ; 

1， Q. 82， a. 3. 
(36)適合性による認識についての一般的記述は次の箇所に見出される。

j acque s M aritai n. Di sti nguer pour uni r  ou de s Degré s du Savoir . 4. 
é diti on. Par is: 1946. p. 516 ff .， 520. 

一一一. C reati ve In tui ti on i n  A rt an d Poetry. N ew Y ork: 
1953. p. 122 f f . 

一一一一一一一一一一一・ T he R ange of R eason . N ew Y ork: 1952. p. 22 ff. 
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的には概念的に表現されない。 しかしながらそのことはそこで属されてし、

る認識が知性による針象の本質の把握であることを妨げない。 このよう に

我々は， 我々の欲求能力が封象のう ちに把えられた何等かの善に向う こと

によって貰現される情緒的一致あるいは適合性が， 封象との全人格的な一

致でdうることを理解することによって， 適合性による認識の認識論的構造

を説明しう ると考える。

ジヤッグ・ マリタンは適合性による認識において愛あるいは情緒の果す

役割を交の上う に記述している。 彼によると情緒は， 我々の精神が直接的

乙韓験する封象を， 主観の世界あるいは知性が無意識の欣態において活動

している所謂精神的無意識の領域へと導 き入れる。 すなわち情緒は先ず精

神の全轄に湯透してゆ き， そのことによってそのよう な情絡をひきおこし

た釘象の木質をも精神の深みへともたらす。 換百すれば， このことによっ

て我々の精神そのものが自らの深みにおいて， 封象の本質lこ適fTしそれと

一致する。 他方， この情緒は， 活濯な生命性や生産性に充溢していながら

もまだ未規定的な知性によって受容され， それを規定する。 この上うに情

緒は精神的無意識の領域において， 知性にとって非慨念的な認識手段とし

ての役割lを果す。 マリタンによると， ヨハンネス・ ア ・ サンタ ト・ トマが

「愛が針象認識の手段となるJ (amor transit condi tionem obj ecti)と云う

時に意味しているのは右の事に他ならない。

トーマスにおける適合性 による認識の認識論的構造を解明する爵には感

畳的Jx;，，�特に想像(imagi nati o)及び排別力( vi s estimativ a， vis cogi tativ a， 

(37) i精神的無意識」については右のマリタンの著作の他，
P auI N olan. Sai nt Thomas and th e U nconscious Mi nd. W ashington D. 
C.: 1953. 

(38) 前掲 マリタンの著作参照。
(3�) Sum. TheoI .  1， Q. 78， a. 4;及び次の論文を参照。

G eorge K lubertanz.“St. Thomas and th巴K now ledge of the Si ngular." 
N ew Scholastic ism. N. 3， 1952. 157. p. 140， 148， 157. 
R udolf AII巴rs.“T he Vis cogitativa and E valuati on." N ew S ch ol asti cism. 
N . 3， 1941. p. 203. f f . 
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ratio particularis)と知的認!議の聞の結びつきについての詳細な検討が必要

であるとちーえられるがここでそれを試みることはできない。 更に貝った認

識の開城， ナなわち倫理的， 美的， 形市kE51的， �j中率的認識の領域におい

て通行十!::二上るl沼誠がどのように遂行されるかという問題についても考察

することはできない。 ただここではトーマスが倫J:fJl的認識， 特に一般的な

倫理1'1'J 1}�(1:�1のíflil別的な場介への適用に閲して適介性に主る認識を重要視し

ているととを脂摘するにとどめ工う。 この問題に闘してトーマスは決の.1::

うに述べている。

「人は(1命珂の〕首遍的原理に閲しては自然的認設あるいは与さの神性に

工ってif:しく判断する上うなy状態、におかれる。 そのEうに行需の特殊的な

原flJl， すなわち清r_j (J守:二闘してiEしく判断するkうに秩序づけらの;土{可':;-;

トの計十tであり， ぞれに上って目的についてEしく判断することが人間に

とって氏，じ味で適合的となる」。 更にマリタンは， トーマスにおけ之〕自然

はすべて適0-'1'1:二よるizi1改であると一I;]J<しているが， 枝々はむし

(10)た阜の;iíi主11;二おげる迎合ド!による認識について;土， ;\1日ritain: Crcativc 
lntuition in Art and Poetf)・ 及びLeonard Callali孔11. A.Thcory of 
Esthctic. Washington D. C.: 1947， p. 41. を琴f�.
なお， 精神病原におけもる方法の認識論的基礎つ:tとしごトー7スの迎合l'!乙よ
る認誠をJ号えているものとして，
Karl Stern. Thc Third Rcvolution. )Jcw York: 19日. p . 150ff. : p. :297ff. 

(.H) Sicut homo disponitur ad rcct巴 se hal見ndum circa principia univer
saJia， per iutellectum naturalem vel per habitum scientiae; ita ad hoc 
quod rccte se habeat circa principi日 parti cularia agibilium， quae sunt 
fines， oportet quod perficiatur per aliquos habitus secundum quos fiat 
quodammodo homini仁onnatural巴 rccte judicare de fine. Sum， Tllcol. 
1-11. Q. 58 a. 5. 

(42) fl然法の認識についてのマリタンの児島平は次の議箸において見出されら
Les Droits dc l'l!omme et la Loi Naturelle. 1942 
l'vIan and thc State. 1951. 
The Range of Reason. 1952. 
The Philosophical Foundation of Natural Law. (，命文) 1954. 

(43)この引については。
Etiennc Gilson. Wisdom and Lov巴in St. Thomas.参照。 なおヨゼフ・ピ
ーパーもトーマスにおける適合性による認識に言及している。
Joscf Pieper. \Vas heitzt akademisch ? l\Iünchen: 1952. S. 7，1. 
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ろ自然法の普遍的原理についての理論的認識を有しない人聞が， ある具韓

的な場合に闘して， 普遍的原理の適用ということを意識することなしに正

しい倫理的判断を下す時に， t皮は適合性による自然法の認識を有すると考
ト ヲ

え心。

(4) 

右になしたトーマスにおける適合性による認識の理論についての考察か

らしてトーマスが知的認識を欽求の働きとの密接な結びつきにおいて考え

ていることが明らかであると考える。 換言すればト{マスは知的認識を単

に知性の働きとしてではなく， 統一的な人間金曜の行震として理解してい

る。 更に伎は理論的， 撃的認識の限界を明らかに意識している。 これらの

ことからして， トーマス哲皐における主知主義を， 意志あるいは情緒の軽

幌あるいは排除との意味に解することの誤りは明らかであろう。

しかし同時に我々は， トーマスが遁合性による認識の(知的〉認識とし

ての限界と不完全性を明らかにしていることを見逃してはならない。 この

黙については彼が信仰の認識は， その封象について見れば最も完全である

が， 知性の認識作用としては極めて不完全であると述べていることが参照

されるべきであろう。 同様に適合性による認識は， 通常の認識的一致が困

難な封象についても完全な情緒的一致を媒介としてその本質の認識に到達

しうるけれども， 知的認識の働きとして見られる時は不完全性を有すると

考えるべきであろう。 何故ならこのような認識は， まさにトーマスが指摘
(46) 

しているように「埋性の完全な使用J (perfectus usus ration is)による認識

ではないからである。 このような適合性による認識の限界を看過して我々

の認識に買の確賓性を輿えるのは意志であるとして寅践的理性のfÆ�命的理

(44) Sum. Theol. 1. Q. 76， a. 1 :  De U nitate I ntellectus. C. 5. 
(45) Summa contr a  G entiles. III， C. 40. 
(46) Sum. Theol. II-II， Q. 45， a. 2 
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性に封する優位を主張したり， 紳摩の領域において神秘的韓験の思排紳皐

に射する優位を無反省的に主張することは， 適合性による認識についての

トーマスの理論の正しい解樺であるとは云え ないであろう 。

〔この小論は昭和30年秋期日本哲皐合大舎において魚した研究設表の要旨

である〕

著者付記:なお， 若干の訂正を加えたものが， 拙著rトマス ・ アクイナス哲学

の研究』昭45，東京，創文社，第5章に収録されている。(昭53. 1 . 10) 

(47) R. Garrigou.Lagrange. God， His Existence and His Nature. trans. 
Bede Rose. St. Louis: 1949. Vol. 1， p. 40. f f . 
David Greenstock. “Thomism and the N巴w Theology." The Thomist. 
Oct， 1950. p. 592 f f . 
なおPius XII .  Humani Generis. 1950参照。




