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トマスにおける
思惟的形象の意義について
宮

内

f卒

アリス トテレスは「霊魂"命』第3巻第4章の末尾において， 二つのアボ
リアを提示している。 そして， その二番目のアポリアに対して， 先ず端的
に， Iそしてヌ

スn身もまた， 他の思惟されるものどもと同じように，

思惟されるものである」と答えている。 それに対して トマスはその註解に
おいて， アリス トテレスの解答の論拠を次のように説明している。 日11ち，
「従ってアリス トテレスは先ず第一に， "I能的知性が思惟されるものであ
るのは， 他の思惟されるものどももまたそうである如く， [']らの本質によ
ってではなく， なんらか或る思惟的(思惟される)形象によってである，
と述べているのである」と。 そもそも， この第二のアボリアは， 第一のア
ポリアを生んだヌー スの独女性(xωpeσ而ν)，

ィー受動性(企庁arJÈ:s-) ， 非混

合併: (仰erés-) に源を発し， この源と， アポリアへの解答として示された
ヌー スと思惟されるものとのInJ一， の聞のディ レンマという形をとってい
る。 そして， すべてのものの組成とn己， という析学にとって究極の問い
への示標として立てられている。 アリストテレスの解答においては暗示的
にのみ語られ， 明瞭な展開を見せていないものが， トマスの言うこの思惟
的形象なるものによって分節された展開を見せるのであろうか， それとも
この思惟的形象(species )は存在の全く異なる地平を15Mくものなのであろ
うか， その輪邦を多少なりと明らかにすることがこの小論の企図するとこ
ろである。
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(寸
先の引用において， 1可能的知性が思惟されるものであるのは
の本質によってではなく

[non per suam essentiamJ

'''1'1ら

と言われている

のは， アポリアの木文に「何故ならもしヌ ースが他のものに1![Jして(他の
ものとして) ではなく， JEにドl分n身の4>:1"1.の故に(本1"1:として) 思惟さ
れるものであり」と言われていることを百定して， その結果

ヌースを

その他のものどもと同じ様に思惟されるものとするところの何か混合され
{州

たものをヌースは持つことになる」ことをf'i定しているのではもとよりな
い。 可能的ヌースが II'J分n身だけの力によって

[ô'c" auroù. per se

ipsumJ J現実活動をする(エネルゲイアに注する) ことが/1:来るのでは
ない， と言っているのである。 μ11ち， 能動的ヌ

スの光りによってそれn

身現実態に注し， l，iJじ光りによって同仁く現実態に注する，，]"能的ヌースと
同ーとなる思惟的なものの組成がなければならt.f.いことを告げているので
ある。 それ故に， 吋能的知性がエネルゲイアに述するのは， 11]"能的知性そ
'
れ 11身の力による

[0(' auroû

•

per se ipsumJ

ものではないの しかし，

それドl身の本性にJ:!/1して， それrJ 身 と し て で あ る
secundum se ipsumJ思惟的形象は

〔μ母xar 副).0.

v任J主にはこのことを示 すものであ

り， そして又， 他の面から言うならば， I砂�の内に庄るのは， 石 ではなく
て石 の形相

[ció'os. species Jであるからである」と言われる事態に外な

らない。 思惟的形象は，(1) ，if能的知性がnらの力によって生むことが出来
るものではなく， 知性とは異なるÆi会の形相として存するのであると 同H、?
に，(2)それによって

[ id quoJ

，，]"能的知性がその本性に1IIJしてれらの完

成態へと進展するところのもの， 日11ち1'1 己 1'1身となるところのものとして
立てられているからである。
この(1)と
(2)の分節によって，

トマスがl認識の展IJIj)f!!J.f'iとして明瞭に示し

ているのは， 知性がそれn身も又思惟されるものとなることは， l(Jj主には
この思惟的形象によってすそうされるのであり， そLてそれは， jjtJだに思惟

，ノ1二れげる'�I，'�í ['(，)1陪草山む ..l�i -

_�

)'， 、
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されているものの形象〔二別'だ態における思惟(J'')形象]は11:に知1"1そのも
のの形象であることによってである， ということである。 即ち， 可能的知
性は， この現実態にある思惟的形象によってはじめて思惟Lr沼識する， 1!11
ち知性がこの思惟的形象と ーつになることであり(それ故に思惟されたも
のの形象が生IWIそのものの形象となる)， それが知性がnJ能態から現実態
に述することなのである。 従って， 知性そのものの形象でもあるこの思惟
的形象を把握することは矢111"1 そ
ー のものを把握することであり， ここに知性
のI'J己Jt2Jtfæもx.果され得る方途を見出すことになると言われるのであるの
ここでは知It'Iのt'J 己dzl識はl認識の対象の側に<tlって:fJわれており， しか
も付随的にのみ言及されているにすぎないから， fl 己l認識が本来の問題と
されていることにはならないのであるが， このことは暫く借く として， 知
性とそれによって思惟されるものとが思惟的形象を介LてIriJーとなる， と
いう認I識の似本(1'')生起によって， 思惟されるものが何故に常に必ずしも思
惟するということにならないのであるか， というあの第二アホリアの生む
ディレ ンマが必然的に牛ー じて来るのであるから， この思惟的形象の果す役
;刊を考察しなければならない 。
この点に関しても， 認識は依然、 としてその対象の側に沿って考察されて
おり， I形象をfl料の中に有Lているものは， 思惟されるものではあるけ
れども， I1J能的にのみ思惟されるものであるから， 現実態に於て思惟され
るものとのみ1ft] -である矢rJ1it --1111ち思惟されるものを質料を伴わずに把
握する能力

とIríJ --ではあり得ず， 従って， そのようなものの内に知性

があるということにはならない， と言われるのである。 つまり， 現実態に
ある思惟的形象によって成立する「思惟されるものと知性との同 -Jが，
「思惟されるものJを「思惟されるものJたらしめる根拠であると同時に，
l汽ちに父， I思惟すること」の恨拠として示されているのである。 この
「同一」は， アリストテレスに於ても又不分明なものに儲まっていたので
はあるが， 二つのアホリアにおいて， 先ずU�-__-Vこ思惟しIit、I識するとは立IJM
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なることであるかが問われ， 第三のアホリアに於ては， 思惟されるものを
思惟されるものたらしめるところのものは ー体何であるのかが問われ， そ
してこの第二のアポリアが問L、進められる結果として必然、的に生じて来る
あの ディレンマを経て， そこに聞かれる新たな地、ドにおいて， jt}び第一の
アホリアで、問われたこと， HfJち， 知ること， 思惟することの点の意味が問
われるべきであったのであり， そしてこの間し、を内に包含しつつしかも解
明し能わぬままに立てられている「同

の不分明さは， 彼において， い

わばこの間L、の汗定的消極的な指標であったのであるけ

(二)
われわれが， 思惟的形象を現実態において思惟たらしめるところの能動
的知性， 日fJち， われわれにとってはわれわれが思惟することの本来の姿を
最も端的に示すところのものについての論議を， 故，立にここまで差搾えた
のは， トマスは， 可能的知性が思惟的形象と同 ーになること， 或いはむし
ろ「受取ること」に思惟の成立と定成を見ている， と!忍わせる点があるか
らである。 もとより単純丙般にこのような断定をドすことには問題があ
り， その状態を明らかにすることは本論攻の課題の ・つであるから， これ
からの論述に倹たなければならないが， この点にアリストテレスとの併に
ニュアンスの違いというには余りにを大な相違があると忠われるの そ して
それは， 能動的知性と思惟的形象とが， 思惟の成立について夫々伺う役割
においてはっきりと現われて来る。
思惟的形象が， 質料を有する事物においては可能態にあることは先に述
べられた如く であるが， このような形象を， 質料の中から取出して， nJ能
的矢口i"Hこ受取られ， 可能的知性そのものの形相となり得る如く に現実態に
あらしめるはたらきが能動的安11M::に川せられ， それを トマスが( 1)
抽象
(a s
b tr日ctio)と呼んでいることは周知のところであるη 表象(phan tasma)
から思惟的形象が形成される過料についてのぬl訟は何く机く が， この同じ

ι:1111'-)11よ京，)，ぜAiこっしゾf

4:1

はたらきをトマスは次の如き a連の意味を含 むものとして説明しているo
}!IJち， 能動的知l件のはたらきは， それn 身能動的な非 質 料的能力 として，
(2)
他のものをn分1" 身に似たもの， 日IJち非百料的なものたらしめること，
(:1) IlJ能的に思惟されるものとしてあるものを， 現実態に於て思惟されるも
のとすること， (4)そしてこのことは， 離仔実体からの知的な光りを{'iJ等か
の形で分有することである (quaedam part ic ipat io)。
能動的知性に配せられているはたらきは極めて「形式的」なものであっ
て， iiZl織の実質的なド体は Ilf能的知性に配されている。 即ち， 認Itì'�の主要
なはたらきは受取ることにあり， その受け取られる内容はすべて表象を介
して感覚に山米するものである。 能 動的知性のはたらきはただひたすら，
表象においてはなお質料との結合を脱し得ず， 思惟的なものとしてはnf能
態にとどまっているものを， 現実態において思惟的たらしめることに在
る。 そもそも能動知性の定立が， 感覚ー 》表象に方向付けられた認識の体
系的むしろ機構的説明によって要請されたものであり， しかも感覚的事物
はそれとして現実態において作立していることが更にその前提となってい
るために， 能動知1t
f の担1う役 咋Ijはそこに問まり， それ以J:JこiHていないの
であって， このことが知性全体の本質的考察を著るしく限界付けているこ
とは否めない。 このことは， 人聞の知性に於ける能動性と可能性との比較
対照に於てはっきりと示されている。 日11ち， 同ーなるものがliiJーなるもの
に対して能動的であると同時に Ilf能的であることは不日I能なのではない
か， との疑問に答えて，

トマスは次のように述べている。 日IJち， 可能的生11

M:が思惟的なものに対して11J能的で、あるのは， 未規定なものが規定された
ものに対して Iff能的であるのとl'iJ様なのである。 というのは， 可能的知件
は或る特定の感覚的事物の本性を規定されたものとLては有していなL、か
らであり， それ故に， 思惟的なものに対して， 特定の絵画に対するl画板に
比せられたのであるの そLてこの同じ点に関して， 能動的知I性は能動的で
はないのであるの そのJ IJlIIIは， 能動的知性がもしこの点に関しでも 能動i'I'-.J

H

である， .Ullち， 円分n身の内にあらゆる思惟的なものの規定を有している
とすれば， 能動的知性は， それによって現実態に於げる思惟的なものにさ
れるところのその思惟的なものに対して， そのようにするものという関係
( ut f ac i ens ad f act um)に立つのではなく ， それr'I身がすべての思惟的な
ものとして存在することになり( ut ex ist ens ips a in tell igi b il ia)
， nJ能的知
ドH工夫象を介Lて特定の感覚的事物の規定を受けることを必要とせず， た
だこのような能動的知性のみによって， すべての思惟的なものの現実態に
到達する， ftllち， 認識するに子一る符である， というのである。
ここで， 常にトマスがその思加を展開するに当って批判の対象とし， そ
の意味での道しるべでもあったプラトンの思想に対する顧慮が， そのプラ
トン解釈と共に一つの傾きをケえている。 'u[1ち， プラ トンの名によって主
張される形相離在の否定によって能動的失nnの定立が形相の抽象， むしろ
現実化のために必要とされたのであるが， ここでは ， その!杉本11が内荘的に
付与されたものとして(s pec ies ind it ae)， μ[1ち羽't態において既に獲得さ
れたものとLて想起されることこそ，1:に生11ることである， といういわゆる
アナムネ ーシスの説が否定され， 表象に立ち返ることによって(日d ph.
ant as mat a c on vert end o) のみ知識はその特定の内杯全得ることが係t沼さ
れているのである。 アリス トテレスの ta b ula ras日

の立:'j':通りの緩用は之

を証示するものである。 即ち， 能動的知性のはたらきは， 11料から抽出分
離することによって思惟的なるものを現実化することに|浪られたのであ
るの

(三)
ところで， 能動的知性のはたらきがi二述の如きものとLてlíliられ， 特定
の形象の実質的受容が可能的知刊一に川属せしめられ， 更にこの受'併によっ
て， 知tlそのものが現実態に於ける思惟的なものとの同 寸こ注するという
ことは， 品川

Pλi←1;:1"るI�J，何日')形訟のり ..l�;こつい ご

とすることにならざるを得なし\， 何故なら

---は能動的， 他は可能的と言

現
われるにせよ， I出j者いずれも -なる央IJttの二つのはたらきである以上，
'
実態における思惟的なるものに[l'lj " -化するところのものは， 夫々別なるい
ずれでもなく， iIーに ・なるものとし ての両者である筈であり，

トマスが

[思惟的なるものlをいわば形式と内科とに医別することによって避けよ
うとしたあの出t�\ 一一[<jJ .なるものが[wJーなるものに対して， 能動的であ
ると[i< J時に nf能的て、ある

に再びli'f屈せざるを得ないからである。 ま

た， tïらそれの現実態として在るのではないところのものが， 如{可にし て
それを現実態にあらしめることがilf能で‘あろうかの 能動的知性を別筒の能
力とし て定ir.すること!'!身が��i古にとどまり， [" nらと同様なもの， 即ち ，
jド'(f料的なものとする(s imilia s ibi f acere， s cil icet immat erialia) Jその
十分な似拠をノJ;Lていないのである。
このことについてはIlíUIJ1rì2、識の問題が最も明白な例証となるであろうの
トマスはこの問題に対してもI認識に関するn己の主張を変えることなく貫
いているからであるη 彼は， 能動的知性とは， 原理を把持している能力
(habitus pr incipiorum)とLての知性ではない， と述べているが， これは
夫々の知日哉の�l�tみに既に人り， それによって形成されている知性のことを
指しているのである。 子iÆの恨拠は， そのような知性の状態は， 既に!)Xる
ものが現実態に於いてITZ識されていること， .UIJち諸原理を原理とし て構成
し ているところのぷ名昨(広本既念)が原瑚そのものの把握に先立って把
握されていることをlÌÍí促とし ているのであり， これ等諸名辞の理解把握に
よってわれわれは原FflをliZ識するのであるから， 従って， 能動的知件ーは，
これ等桂木概念の成i!:によってi厚かれることになり， その結果， すべての
ものを現百態に於て思惟されるものにする， ということにはならなくなる
からだ， と述べられている。!点JIJtを把持している知件ーの状態はむしろ， 能
動的矢111ý[，によって生ずる結果(e任ect us intellect us agent si ) であり， llí[ JI[I
'1能動的知1'[に文、t 1へとL、わしてjúgのようたものである， とされている

こ

\b

こでヌースの能動的な相が強調されていることは1ヌースの11"J観は(論証
による知識がそこから始まる)原理の原JIjlであり」と言われているのといl
じことであって， そこに問題はなL、。 しかし諸原則を)京J4!とLて偶成して
いる本本概念の成立は， 原埋そのものの成立と イ本をなしているものであ
って， I京聞は ， これ等法木概念の成立を挨って， そこから改めてそれを 前
提として構成されるものではなL 、の
そしてえ， 知性に於げるこの原理!把持の状態(i�IS ， habit us)は「明舷
に規定されたものとして， われわれの内にもともとJ�わっているのでもな
く， 又， 感覚， 記憶， 経験とは異なる他の把持状態としてある能力， そし
てこれ等の能力よりも認識する力がすぐれている能)J ('i�êων)からわれ
われに生じて米るのでもな\.\�と言われるが ， これは， 既に把持され明確
に規定されている状態がわれわれにJ�わっていることが何定され， ヌース
に於けるnJ能的相( ÒUl/αμêI)が必調されているのである。 ここでは ， プ
ラトンのアナムネーシスに糊るあの学ぶこと ， 教えることの I'J能性， 更に
は， 知ることの本米の意味が， �l来のアホリアを通して問われているので
あって，

t'l然の地、v-に於ける起源と過程の叙述がなされているのではな

L、。 従って， Iそれ等は感覚からわれわれに生じて来るのである」と言わ
れているとしても， それはいわゆる感覚起源説を意味するものでもなく，
また， 諸原理が感覚のみによって把握されることを意味しているのでもな
L 、。
このことは彼の言明の全体的な把握によって明らかにされなければなら
ない。 先ず， Iそれについてわれわれが全く無知であって如何なる犯持状
態としての能力(向IS)をも持っていないのに， われわれの内にこの状態
が生じて来るということもあり得ないことは明らかである」と述べられて
L、るが， これは， 第 寸乙， 如何なる知識もそれに先夜って存する知識に基
ついて成立するのであって， このことに関しては， ，論証による知識であろ
う七 ， またその上うな知1，践の!日(JljIの全11，:;';](であん白') )--

たんら変わるところ

スにおける思惟(1'，形象の怠Jíi.について
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はない， という彼の倣'信を表明しているのである。 従って， この状態
CÉ�，S')の先在は， 士IJ織の成立を考える限り， 当然のこととして認められ
なければならない。 しかしながら， この状態は或る特定の意味における知
識， J1IJちここでは， 原則としての原珂の知識を意味するものではない。 こ
)
の言明によって彼は， 先に述べたアポリアを断ち切っているのである ぷ7
このことは同時に， 彼の考察の本意が知識成立の(J然的起源、や自然的過程
の叙述にイがするのではないことを明確に示しているのである。
また， このような状態が成立するためには， Iわれわれは， 必ずや， 或
る能力(òúναμ，5')を有しているのでなければならなL、」のであり， そし
てその能力とは「感覚と呼ばれる生来われわれに具わっている判別能力
(28)

( ÒÚJ)αμ仰向μゆv，oν κρ'HfCÝJJ))Jなのである。 だが， この普遍(全体的な
もの KαiJóÀoυ)なるJ�{.f1Hが， そこからわれわれに生じて来るその感覚
んÒ，αφbρων =例別)
は， (相互に形相に於ける)差別を持たないもの(
I
の中の一つが止るIf与に， 魂の中に最初の「全体的なもの」が生じることを
判別するのであって， 既にそこには同一なる形相が判別石取されているの
である。 このことはまた， 続L、て「ひとが感覚するもの(対象)は個々の
ものであるが， 感覚(内谷)は全体的なものについてだからである。 即
ち， 感覚(内界)は人間についてであって， 人間であるカルリアスについ
てではないからである」とも言われていることによって明らかに示されて
いるように， ヌースによる能動的相と切り離されたそれとは全く別の感覚
ではあり得なL、。 もとより感覚をヌースと全く同一視する必要はないが故
に， 本来そうである如くヌースのはたらきとして知件ーの洞観と言われる
が， ヌースから感覚を省みる時には帰納と言われるのであって， このヌー
スー一一感覚によって原Jlj!'認識は生ずる。 感覚が帰納の発端となる時に， ヌ
ースは既にそれを砕くものとしてはたらいているのであり， 逆に， 感覚は
ヌースの能動i'tにjヰかれることによって判別の能動性を身に帯びるのであ
る。 われわれの，i{'"iiit においては， 1'1然の地、|λに於ける純什な受ifUJYIとして

4K

の感覚なるものはみ;米:あり得ず， 共通感覚や記憶， 表象に於てはいよいよ
そうではない。 そこにヌースの能動的相の関与は見られても， 恰も質料の
如く純粋の受動性を見ることは出来ない。
他方， 知性に於ても， この原則認識が示すように， Ilf能的受待相は常に
能動的相と相lllJしている。 可能的受容の相が直ちに能動的はたらきなので
あって， ここでははたらきについてその両相を論ずることは出来ても， I1f
能的と能動的とを相互に相搾れない概念として立て， その方式によって能
力の別を立てることが， はたらきそのものの把握としてと';h科の意味を持
ち得るかは甚だ疑問である。「魂はその本性からして， このような変平等を
蒙り得るものとして在るのである」とL寸言葉は， 魂に於ける両相につい
て共に言われていることであって， 可能的安1I性のみに適用するのは当を得
ているとは思えない。 仔11えば推"命のはたらきは， すべてが一挙に顕現せさ
るが故に知性の11f能的相を示すものであるが， その展開そのものも， 又，
その展開につれて， 展開しつつある部分を包括する全体的なものへの洞観
を内蔵しているが故に， 同時に能動的なものであるからである。
更にまた， 知性そのものがその可能刊の故に思惟的形象を1Iらの外より
受取り， 且つそれによってIÏらも始めて現実化されるのであるが， その思
惟的対象を現実化せしめる能動的知性は， i1J能的安1I性に対して， 如何なる
意味で魂の同じ能力の二つのはたらきと言えるのであろうか。 先の参与乃
至分与なる語(quaedam p ar ticip atio luminis intellectualis a substantiis
sep aratis)が暗示する如く， 能動的知性の能動性は， I1J能性と受作性を本
質とする人間知性(トマスはこの主張を同守している)のうちにその究極
の根拠を見11\し得ず， それにとっては外的なものとならざるを得ないので
はなかろうか。

(凹)
この第三の"命点は， lif、I識のi二休の問題であるとJI，:ìこ， そ，tl�JiiえてIn

I "スにhける，I�}，'�I�IY.}JH象のむJιについ r
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己」がそこで指標される地平を拓くものであるが， これには前節で論じた
知性の二つの相がかかわりを持って来る。 そし て主体の問題との関連に於
て， 思惟的形象の持つ意味が明らかにされる筈である。
トマスは

I可能的知性が肉体とは独立な(sepa ra tus) ものとし て存立し

ている， .l!IJち離存実体の Aつである， との主張に言及しているが， その主
張によれば， 可能的知性はたとえ離存実体としてわれわれとは別のもので
あるとしても， このような知性がそれによって現実態に達するところのそ
の思惟的形象の基体(subjectum)は ， われわれの内に在る表象であり，
従ってこのJ<象から得られた形象が可能的知性口身の形相となるのである
から， このことによって可能的知刊:はわれわれに結合されることになるの
であり， そしてまたその現実活動(a ctus)たる思惟はわれわれの思惟とな
るのである， と古うので あるυ こ の守二張 の 前半は ， ヌ ー ス の独立 性
(xωρIIJTÓν)を言明するアリストテレスの言葉にもつながり， またその後
半は， I思惟的形象によって， 可能的知性はその現実活動(態)に達するl
という卜 才スi'l身の七張と同じ主張を根拠としているが故に， 特に， トマ
ス 11身にとっては放[?rし ておくことの出来ない見解であったと思われる。
事実この見解に対する反駁によって明らかにされるトマス白身の見解は，
その反駁にもかかわらず， 意外にこの見解との親近性を有しており， われ
われにとっては右過することのllJ来ない幾つかの基本的な難点を示してい
る。
トマスの反駁は次の立flくである。 可能的知性が思惟的なものと同一にな
るのは知性円身が現実態に注している
のみ可能なことである

このことは思惟的形象によって

時にのみであり， そし て 他方， 思惟的形象は，

現実態において思惟的であることによってのみ可能的知性と同 aとなり，
その形相となり得るのである。 し かし， それが現実態に於ける思惟的なも
のとなり得るのは， われわれの内にある表象から抽象され， 日[lち， 遠ざけ
られている(remot a)限りにおいてである、 従って， われわれの内にある
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諸表象から遠ざけられている限りにおいてのみ吋能的知性

これは彼等

の前提によればわれわれとは離れた離存実体である一一ーと合一するもので
あるから，それがわれわれの表象に基づいているということによって，知
性がわれわれと結合され一つになるということにはなり得ないのである。
そして更に， ょしたとえ，知性が表象を介してわれわれと結合されたとし
ても，この結合によってわれわれは思惟し，認識する者(intelligentes)に
なるのではなくて，むしろ，思惟されるもの(intellecto s)となるに過ぎな
し、。 というのは， 丁度，睦の内にある感覚的形象は，われわれの外なる壁
の中に実在する色の類似であるのであるが，そのことによって色が「見る
もの(videns)Jであるということになるのではなく，ただ'ì1.に見られる
. もの(visus)であることになるに過ぎないのと全く同様に，J(i表象の類似
である思惟的形象が可能的知性の内に在るということによって， われわ
れ，むしろわれわれの有する諸表象は思惟する者(intelligentes)であると
い う こ と に な る の で は な く ， た だ単に 思 惟 さ れ る も の (intellecta ，
cognitum)であるということになるに過ぎないのである，と述べられてい
件伺

る。

これと金く同じことがまた能動的知性についても述べられている。 即
ち，或る人々の主張するように能動的知性がわれわれとは独立な離存的実
体であるとするならは，われわれの内に在る消表象を介してもなお，能動
的知性のはたらきがわれわれに帰せられるべき開山が見出され得ないこと
は可能的知性の場合と全く同様である， と。 その結果としてまた，われわ
れがこの知性のはたらきを持つことが山来ず，従って思惟の主体とはなり
得ないことの論拠も先の場合と同じように述べられている。
この二つの知性についての全く同様な二つのu命定によって，表象と二つ
の知性との連続，合一(co ntinua tio ， unio )の問題と，矢1Iることの主体の
問題とが提示されている。 そして，抽象(a bstra cta)は分離(remo ta )と
ここではflíJ ・悦されている 。

LかLこれに対してトマスがn分の見解に基
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トマスはおける思惟「ド1M象の4意義についと

ついて提示する合一むしろ同ーと，主体たることとの恨拠がし、ずこに在る
かというと，それは， 二つの知性即ち知性的原県が形相として肉体に結合
されているということにあり(pri ncipi um i ntellectivum uni tur corpori ut
(38)

forma)
， そしてそれに尽きている。 これは「私が知性と言うのは， 魂がそ
れによって思考し， 判断するもののことであるJ I魂の内にも又これ等の
(40)

差異(受動的 と能動的) があるのでなければならな し、」というアリストテ
レスの言葉に依拠しているのであるが， これは余りに全般的な漠然とした
説明であって， I能動的知性のはたらきの形相的原理は， …...人間とその
存在 に お い て 結 合 さ れ て い るJ (pri ncipi um formale h ujus (i.e. i ntellectus agenti s)actioni s. …ei (h omi ni )secundum esse conjunctum) と
言われようと， 知性的原町がわれわれの魂の部分(pars a ni mae nostra e)
と言われようと，その点において変りはない。 これは二つの知性が共に形
相的原型l'.として， 従 って肉体の形相たる魂に帰属すると言うだけのことで
あって， 共に魂の能力である表象と知性とのはたらきそのものにおける相
即が明らかにされない限り， トマスが知性離存の駁論に於て力 説 し た
a brtra cta

=

remota の断絶が， 白らに対しても刃を向けることにならざる

を得ないのではなかろうか。
即ち，もしたとえ二つの知性が共にわれわれの魂の知性であってわれわ
れと離存するものではないとしても， われわれの内に在る諸表象は， それ
を抽象し分離する(abstra cti o-remoti o)ところの能動的知性にとっても，
又，その抽象され分隊されたもの(ab stra cta-remota)たる思惟的形象を受
け入れる口J能的知性にとっても， 能動的知性の光り( lumen) の中で基体
(subjectum) RIJちここでは対象(objectum)となるのであって， トマスの
言によれば(i ntellecta ， cogni tum)Jとなるので あ っ て「思 惟 す る も の
( intelli gentes ， cognoscens)
Jとはなり得ず，Iわれわれの有するもの」では
あるにしても，

I主体たるわれわれ」ではあり得ず，ここに認識主体の一

体性は破れ， 魂は全体として「われわれ(主体) J tこることをやめること

;")2

にならざるを得ない。
表象は可能的に思惟されるものであるとし， 能動的知性はそれを現実態
にするものであり， その所産である思惟的形象がnf能的知性の形相として
それを現実態にあらしめる， と言うことによって， nf能態+現実態の一体
性を如何に強調して見ても， この根本的なりP裂は到底架橋されることは出
来ないと思われる。 日I能的知IJ性に関しては， それが思惟的形象が現実態た
らしめるところのものとして可能的に在ることによって， 表象との一体性
は俺かながら保持され得るかに思われるが， 能動的知性に令.つては， ひた
すら抽象作用としてのみはたらくのであるから， 全く外来的であるとの感
を拭いよーることが出来なL、。 この点はトマスにとっても特に懸念の的であ
ったと思われ， Iたとえもし， 思惟的形象が， nf能的表象と諸表象とい う
二重の基体(duplex subjectum)を有しているとしても， そしてそのこと
によって吋能的知性が特定の人の身体に結合されているということになる
としても， なおそれだけでは知性のはたらき(a ctio intellectus)がソクラ
テスのはたらき(a ctio Socra tis)即ち特定の人のはたらきであることには
ならない。 その.fIll山は彼の 可能的知性の内に請表象が存するそのソクラテ
スは認 識する(intelligat)のではなくて， 彼乃予彼の内にある諸表象はJZ
識される(intelliga ntur )ものとなるのであるからである|とことさらに述
べている。
ここにq'Í.に諸表象のみならず吋能的知性をすら基体化しつつ， 思惟の常
みをひたすら能動的知性へと徹収して{jく本本的な動きを見ることはイ、j会
の業であろうか。 この動きは既に， I感覚的なものは魂の外に現実態に在
るものとして見出される。 それ故に，感覚の場合には能動的感覚を措定す
る必要は全くないのである」と言われているところに匪胎している。 感覚
は全く受動的なもの， むしろfl然の地平における出来事として知識の起点
をなし， 表象は感覚に1I1来する動きとして魂内郎に於ける1I然的現象の域
を脱していないけ 共通感覚についてもまた， それはíl<"1々の感覚が付情的に

l ♂川二t;ける山叩I'i'j/陪訟の'ci:)えについ r
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ではなくそれi'l身として( per se， et non sec undum accidens )感 覚す る
ところであ り ， 感覚の 感 覚 も又同じ で あ る (non extranea a potent ia
visiva )。 ここではこれ等のはたらきすべてが感覚の 什 己完結的地、子を形成
し， そこにヌースが惨透する余地を見出すことは極めて困難である。 かく
してfl然的地、[í.に展開されるこれ等の感覚的諸能力は， 表象の内に結集し
て思惟的形象の 基体となり， 離存的諸実体からの知的光りの分有としての
能動的知性の省り見( conversio)と抽象( abstractio)との対象という存在
論的地位を与えられたかに思われる。 そしてアリス トテレスがあれ科迄 に
腐心したi'l然、
たのであり

魂の弁別がここに場を移して抽象と し、う形をとって現われ
ens naturale と ens ratlOnJSもこれに応じて夫々の地位を

保証されることになる。
以上のおよそ三つの "命点は， 結局， 能動的知性がその 実体において現実
活動である

( rfJ Oúdí<tων�VÉprêta )ことの理解の仕方にかかわってい

る。 このエネルゲイ ア は， 端的な意味で神について言われる場合と異な
り， 如何に吋能性と表裏一体をなしている場合であっても， 事物の本性を
貫き通してはρJνêC )， 思惟的なものと思惟するものとの単なる共通性
)
(IWCνu J r )ではなく (第lのアボリア)
， また知ることにおいて主 客の
同ー を保ちつつも主

客の 男IJによってのみ保持され， それ故に本質的に二

義性を免れ得ない同 ー件でもなく(第2のアホ リ ア )， そこにおいてのみ
完全な1'1 己同 」が全うされ得る絶対的同 A件， 純枠の エネノLゲイアへと進
展し得ること(進展し得るということは内 己との同ーが未だすでうされ得
ず， 一義的な同 -性が実現されていないことであり， これが1'1然の場合と
異なる可能性の本来の意味であるが， それは既に一義的な同一性の内で進
展 し て い る の で あ る ) で あ る 。 こ れ に 対して ，

事物 と の 類 似 性

(similitudo rei )である思惟的形象を 1:1巳に類似した形式において(sibi
similia )抽象L， その形象によって( id quo)未規定な内 己(これは先の
n 己と同義ではなL、 )を|決定 L， 'Jç物にヤることは， 在るがままの事物の
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現実と， 知性が到達する知識の現実態との二義性をそのまま受け入れるこ
とによって成立しているのである(この背後には知と仔在(ens)と の共
通の本性(conna tura le )が遠く指呼されているが， この場においては末だ
仮設の域を脱しない) 。 そして， 形象は知性と事物との両者の類似として，
両者そのものの類似を成立させ， 更に， この形象によって知性そのものも
また思惟されるものとなるのであるから， 自己認識もまた m己の二義件ー
はそのままに) ここに成立実現されるに予るのである。
この在るがままの「事物の現実

トマ スにおける，

類似� n己認織」は， 知識成立の現

実に即応しているのであるが， あの二つのアボリアによってアリストテレ
スが模索し標示した「実体においてエネルゲイアであること

同一一ー

その同一において実現されている自己」の遥かな投影， むしろ騰げな類似
と言うべきではなかろうか。 ここでは， イデアとアナムネーンスが糊示し
自己の問L、がかすんでいるように思われる。

た事物の組成

(五)
ところで， 上に述べた トマスの思考の傾きが， I思惟的形象Jに結品し
ているように思われるが， またそれと同時に， 形象はもう一つの傾きを示
しており， しかもそれは先の傾きと照応しつつも必ずしも相平nしていない
ように思われる。
)
J ではなく， Iそれによ
それは， 思惟的形象が「思惟の対象(i dquo d
って対象が思惟されるもの(i dquo) Iと言われる点にそのが]芽を示して
いる。 この quo は quo dを基体として始めて quo である以上， あくま
で quo dたる表象

感覚的事物を目指すのみならず， そこに実在の座

がおかれていることを意味していることは先に述べた如くである。 それに
もかかわらず

quo は， 知性がそれfI身の思惟的本性を維持しつつそれ

によって実在に到達するものとしてのみならず， それ等の実在をも思惟的
なものたらしめる光りの現在として特殊な身分を有することを指示するも
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トマスにおける思惟(�J形象の意誌について

のである 。 この身分は能動的知性のはたらきによってのみ付与され， そし
てわれわれの口I能的知性をその現実活動に達せしめるのであるが， それに
もかかわらず， 形象は常にそのような光りの現在としてわれわれの知性を
その現実活動のうちに保持するのではない。 光源からの照射， lìllち， 能動
的知性の活動のやむ時(qua ndo actu non intelligit)
， 形象は可能的知性の
知性としての(二思惟的なものとしての) 実在への適合可能性， それも単
なる能力(p otentia) と し て で は な く 形 成さ れ た 把持 的 状 態 (ha bitus，
ha bitua liter )としてのみ持続するのであって， 常に新たに能動的知性の照
射を必要とするのである。 だがしかし， 能動的知性が照しつつ省り見るの
は表象であって， それ故に「われわれが現実に思惟し認識せんがために
は，

…われわれはこれ等の保持されている諸形象を，諸事物(res)一一一

形象はこれ等事物の形象であり， そしてこれ等の事物とは個々のものの内
に実在する本件(natura e)のことであるーーに適合するに準じて用いるの
の的

でなければならなLリと言われる時， 一方においてこのことに基づいて表
象への立ち返りが思惟にとって常に欠くことの出来ないものであることが
改めてまた強調され， 他方この言明が含んでいる持続する形象の果すはた
らきと表象への立ち返りとの関係をめぐって

ta bula rasa を前提とする

抽象説の含 む問題点が浮んで来るのであるが， ここではそれよりもここで
明らかに指摘されている形象の浮動性ということに注目しなければならな
L、。
即ち， 能動的知性のはたらきによって， 現実態における思惟的なものと
して登場し， nJ能的知性の形相となってこれを現実活動ならしめるところ
の形象が， Í"J故に「光の現在性」というその本性を失って， l'巴持的状態へ
と色あせて行くのであろうか。 それは光りがわれわれにおいてその照射を
やめることを意味し， そしてそれはわれわれの能力としての能動的知性が
(51')

或る時には思惟し或る時には思惟しないことを意味する。 つまり能動的知
性は， その実体において現実活動であるのではなく， 全体として可能的な
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ものとしてある魂の枠の中にあるということになる。 しかし このことはi可
能性と現実性との分離を強調して， 能動的知性を純作の能動性として別箇
に定立したトマスの立場からは許容され得ないことであろう。 そし ぞそれ
にもかかわらず， 能動的知性の本来は， それが照明するとこんのものを現
実態において思惟的なものたらしめるその能動性にがする， ということが
固守されるとするならば，それがわれわれの魂の能力である (an imae
n ostrae)と言うことにどれだけの実質的な意味があるであろうか。
ここでこの能力 が， 直にわれわれから離れた離存実体であると想定する
必要はないであろう。 し かし ながら， この局相はWtに[能動的知性のはた
らきは離存的諸実体からの光りを或る意味で分有することであるiという
トマス の言明により大きな重さを加えることになることは針み得ないであ
ろう。 むし ろ事態は， Iこの事態に関する限り， 能 動的知性が魂に属する
能力であろうと， それとも， 離存的なものであろうと， なんら変るところ
はない」ことを示しているのではないか。
そしてこのような分有によって生ずる思惟的形象は， 一方において， そ
れによってのみ思惟的なものへと進展し得る全く受動的な可能的知 件4を，
文字どおり可能性受動性に固定化すると同時に， 他方， 分有された光りの
われわれの思惟における現在性として， 遍照する光りがlわれわれ」のう
ちに結ぶ核の拠点となる。
能動的知性が光りの分有のいわば通路として， われわれにおけるその光
りの現在性たる形象を生むために定立されていることを示すこの局相は，
魂が肉体と分離した後の個物の認識に関するI.í命議において， より明白に語
られている。 即 ち， この場合， 形象は神(的光り)から塊の内に注入され
たもの(per in fluen tiam sp ecierum a Deo)とし て立てられており， そし
て こ の 形 象 は 神の 本質 の 或 る種の 分 有 と L て そ の類似 (quaedam
的11

p articip atae similitudin es illius divin ae essen tiae)なのである。 われわれ
の魂における例物の認識がこのような形象によって果され得ることについ

卜つ人における}J..l，惟1'['.)形訟の日ょについ ー
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ては多くの限定が刊されているのではあるが， このことについては分離以
前の魂についても事情は同じであり， 形象の本性に関する|浪りl汽接かかわ
りのないこととして与!桓の外におくことが出来 ょう。 形象のこのような形
成において， 抽象を生命とする能動的知性が如iUJ ti;る役訓をもt円一い得ない
のは 当然のことであるが， 形象の形成そのものについても， それが「われ
われ」の知として成立することには本質的な困難があるであろう。

(ノに)
以kに述べたところから， われわれは次の諸点を指摘することが出来
るo 1111ち一

，

第 aに， 能動的安IJ性も形象もíl，ìj .普遍， 感覚一知性の並行という同定化
した図式の1..で，j命せ守られ， 干E在の位相に沿って展開されていない憾みがあ
る。 感覚に聞かれる世界はそのまま実在ではなく， また臼然でもない。 日
然的な存在(ens natura le )は， それに基ついてそこから知識が生ずべき
安固たる地、ドではなく， またそれに対位され， それに依拠するものとして
知の世界(ens i ntenti ona le)を劃定し 得るものでもない。 魂の能力 の 展
開， μ[Jち知識の成立は， ただ単にその生成の過程ではなく， それに聞かれ
る存在の位相の展開である。 水と水であること， 大きさと大きさであるこ
と， 温かさや冷たさ， I勾を階成するものを判別することと， 肉を判別する
こと， 更に|勾であることを判別するこことはすべて同じではない。 「従っ
て， 全体として見れば， 事物が質料から離れて(χωρtσrá )いるのに応じ
て， ヌースのはたらきもまた異なっている」只11ち， それに応じてヌースに
聞かれる年在の位相は異なっている。 「真正〔ぐであることと真直ぐである
ものとが異なっているとすれば， 真直ぐなものの何で在るかは， 真直ぐな
ものとは別である」と言われる時， そこで質料が問題とされるのではある
が， そこに示されている事態は， I・ …形相を11料の中に有しているすべ
てのものにおいて・a田…形象(

種)はy丹料によって例体化されているから
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何日

である…・・・」と言われることと必ずしも同ーの事態ではない。 それは共に
存在の姿である。 ただ， 後者においては知の生成が問題の多い抽象という
形で重心となるのに対して， 前者においては， I水と水であることとは別
である， 即ち同一ではないものとして，

ロ ゴスとしては未展開のままでは

あるが， 否定的な形で直銭的に存在が指示されているのであるの「思惟能
力(ヌー ス)は表象において形相を見る」こととそれを肯定しつつも「表
象から形象を抽象する」その過科に力点をおく こととの相違も同じことで
ある。 表象をめぐる論議においても， 一見そぐわない感を与えるにもかか
わらず， 常に真偽ということが前く見られていることも， 同じ意味を持つ
ている。
第三に， 上述の水と水であることとの異なりの問題は， 形を変えて「 …
ーであること」との同ーが実現される場としてのヌース(異なりも同ーも
ヌースにおいてのみ聞かれ得る) への問いとして， ヌースと思惟されるも
のとの同ーを問う問L、が立てられ， 克にこの同ーは思惟されているものが
思惟することのアポリアを通じて自己の問題を鋭く時示するものであっ
た。 トマスにおいてはこの点についても知の生成に弔点がおかれ， 事物の
「類似(si mi litudo)
Jたる形象を生む能動的知性のはたらきは， f1f能的知l性
とともに身体の形相的原理として立てられ(この点はアリストテレスにお
いても同様である)つつも， 離存的実体たる神からの光りの分有たること
に重心を有し， また身体と結合した感覚

表象に対してはこれを基体とす

る抽象によって分たれていた。 形象によって現実態に到達した可能的知性
は， このことによって向己自身をもl認識するとされて， I n己」の核はこ
こにおかれているかに思われるが， なお今述べた諸契機を夫々の境位にお
ける「円己」の契機として示しながら， 夫々について難点を含んでおり，
更に最大の難点として鋭く結集した形でその焦点が指示されていない 。
第三に， 知性の能動性の究極 の根拠(causa remota )について常に分有
が語られ， そしてこのことは形象を介するn己tizl識を通じてÎI己の究極の
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1， -.(λにおける思惟的形象の意義について

根拠への問L、にもつながっているのであるが， キリス ト教と紡ひ、ついた新
プラトン派的位階の前提が， 分有の意味解明の勿)Jを曇らせ， その結果，
師刈

日己への問いも明確な形では提示されていないように思われる。 絶対的同
一性とのつながりが明らかにされることを打れ、ては， II'j己」の解明の途
はないと思われるからである。 だがこの点を明らかにするためには， アウ
グスチヌスやディオニシウスによってトマスが珂解していた分有の意味を
改めて採ることを必要とする。
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