45

Intellectus とSynderesis
-ー

トマス適性論の一考察

一一

有働勤吉
I
近世認識論の偉大 な旗手であるデカル トとカン トは、 かの有名なC og i 
to，

e rg o sumと Ic h d e nk e という旗印を掲げ ながら、 可認識性の原理

を「精神」ないし「主観」に限定し、 観念論的認識論を展開したことは
周知の哲学史的事実である。 これに対し、「人間知性によって第一に把握
されるものは存在である」という命題を掲げ て、 認識主体としての「知
的実体」と認識対象としての「存在」というこつの原理の存在論的関連
において成立する「存在把握」に人聞の知的認識 の根源を求める トマス
の認識論は、 さしずめ「存在論的認識論」ないしは「認識の形而上学」
と呼ぶことができるであろう。

トマス認識論の立場からすれば、 人間知

性による自然的認識は、「存在」の im pli c it な認識から出発して 「存在」
の expl icit な認識において完結するところの、 過程的な ratio dis cur 
si v a として理解 することができると思う。
人間知性は、 トマスによると、 それが可能態的に可知的な対象を現実
態において可知的なものにするかぎりにおいて、 可知的対象に対して現
実態が可能態に対するような関係にあるが、

他方、 人間知性はまた、 す

べての可知的対象に対して可能態においてあり、「感覚的表象J phantasma
から抽象された 「可知的種J speci e s intellig ibilisを受容することによ
って、 ある意味で可知的対象と 同じものになると言われるから、 人間知
性は可知的対象に対して可能態が現実態に対するような関係に立ってい
る。 このように、 可知的対象に対して、 能動的で盲あ るとともに受動的な
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側 面をももっ人間知 性 は、 可 知 的 対 象の全体を「生得的種J spe c ies
innataよって一 挙 に 認 識 する天使的な ratio intuiti v a とは異なり、 そ
の 出発点においては、 現実態における認識者(in tel ligens)でも、 ま た
可知的対象(int eIligibilis )でもなししたがって、 それは本性上、 認識の
本 来対象たる可知的事物に対して可能態が現実態に対するような関係に
あると言わなければならない。 このように、 すべての可知的対象に対し
て可能態においてある人間知性の認識能力の反復的行使を通して、 その
能力の中 にあらたに獲得された性質あるいは第二の天性として内在し、
可能態においである能力と その能力活動の完成である第二現実態の中間
に あって 、 すべての思弁的および実践的な知的認識活動を完成に導く重
要な役訓を '*たすものが「適性Jh abitus ご
t ほかならな"'0

トマスによる

と、 このような獲得的な性質である適性は、 たんに知性の認識能力のみ
ならず、 意志、め知的欲求能力の中にも獲得的に形成きれ、 それらの理性
的諸能力の活動を完成するものであって、 そこに 「知性的徳」と
「倫理的
徳」 の価伯的世界ヵ、開けてくるのである。
ところで、 言 葉の厳密な用法からすれば、 上述したように適性は能力
の行使の反復を 通して獲得された性質を意味しているが、

トマスはまた

適性の秩序には、 能力の行使によって、 直接的に一挙に生ずる適性で、
他のすべての適性の母胎となるところの「自然的適性J h abitus natura岬
lis があることを指摘している。

すなわち、 思弁的第一原理がそれによ

って把握されるところの「理解J in tel le c tu sと、 実践的第一原理が把握さ
れるところの 「良識J synd e resis が それである。 け れども、 「理解」
と「良識」に直接関わりのあるトマス自身 の記述からだ けでは、 両者が
ともに真の意味で・の自然的適性であるのか、 あるいは「理解」だけが精
神の唯一の自然的適性であって、「良識|は実践的第一原理の「理解 」 の
別の呼び名にすぎないのか 、 判然としないうらみがある。

そこて.
‘ hnわ
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れはこの小論において、 まずトマスの適性論一般について概観し、 それ
を手がかりに認識論的な観点から 「理解 」 と
・ 「良識 」 の 関係の解明を試
みてみようと思う。
ロ主
(1)

S .T.，1 ， 55，2; 79，2;85，1; deVeri;10，8

(3) deVeri;10，2 ad4 ; S.T.， 1-11，71，3

(2)

S.T.，1-1I.54，1.

(4)

S .T .，1，79，12

(5)適性の範時論的研究としては松本正夫，「存在の論理学研究J (第五部第
三章)岩波書居、 昭和44年を参照。 なおトマスの適性論の成立の歴史的
背景についての考察はここでは割愛した。稿を改めてこの問題について
論ずるつもりである。

E
トマスは アリストテレスにしたがって、 r，性質J !Jllalìtasを四つに分類す
る。 第ーの性質は、「状態J dispositio と呼ばれるもので、 知識とか徳性の
ように、 より恒常的で持続的であることを特徴とする獲得された性質で
ある。

そしてこの性質あるいは状態が 「 適性 J ha bit u s と呼ばれるもの

である。 また トマスは、 適性が本来的な意味では行為あるいは活動 にか
かわり、 その内的原理となる機能的な側面をもっ点に注目 する。 そ こ で
トマスは適性を定義し 、 「適性とは、 それによって状態づけられ るもの
がよくあるいは悪〈傾向づけられるところの状態である」と言うのであ
る。 このように、 適性が獲得的な変化されにくい性質であるという定義は
つぎに適性が何に基づいて、 いかにして形成されるかという問題にわれ
われを導び〈。 というのは、

トマスによれば、 適性とは、 特定のある活

動的な能力を基体として、 それにつけ加わる何物かであり、 それによっ
てその能力は働きに関して完成きれると言われるからである。
すなわち、 適性は能力の活動に比例・対応するものであって、 同ーの
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;

能力の働きによって 同ーの適性が形成される

つまり、 ある能力の働き

が反復きれると、 その活動をいっそう容易に、 かつ正確に遂行させると
ころのある性質、 すなわち適性がその能力の中に形成される。 このよう
に、 適性とは能力の活動に即して

能力の中に内在し、 その能力をある

種の働きへと傾向づける性質あるいは形相 であり、 この適性によって活
動の主体の本性および、活動的能力が完成するように促進されるわけであ
る。
われわれは、 さきに適性 は「活動的能力J p o tenti a operati va の現実
的活動の反復によって、 その能力の中に獲得的に形成きれる性質である
と言ったが、

トマスによると、 活動的能力に は三種類のものがある。

第 4のものは、 本 来の状態において「全面的に能動的な能力J p o tentiae
a g entes t antu m であって、 それは 自らの能力の頂点に 達する の にいか
なるものの付加も必要としないようなものである。 この種の能力は、 直
ちに能力の完成である 「 徳J vlrt usと 同じものなのであって、 神的な能
力、 能動知性、 自然的能力がこれに該当する。 そしてここには能力の発
展とか完成の問題はありえないから、 したがって適性の形成の可能性も
必要性も見当らない。
これと対照的に、第二のものは「純粋に受動的な能力J potentiae actae
tantumであって、これは何らかの唯 宇つの能動的な能力によって現実態
化きれないかぎり、j舌重方することができない 。 この種の能力 は、 能動的
な働きかけが続く間だけ現存するある性質によって、 その能力に比例し
た働きへと完成される。

しかしこの性質

「情念J p as sJOと呼は、 れる

は、 能動的な作用が�t'断した後 は、 その受動的な能力のr)1に留ら
ないから、そこに は適性が形成される余地は見H\きれない。 したがって、
端的に考えられた感覚的能力のような、 純粋に受動的な能力に は適'11:の
可能性 はないことになる。
最後に、 われわれははじめて、 適性の形成が可能でかつ必要なある能
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力に遭遇する。 それが第三の活動的能力であって、 それは純粋に能動的
でも、 また純粋に受動的でもなく、「能動的であると共に受動的な能力」
po ten tiae a gen tes et a ctae である。 この種の能力 は それに比例・対応
する能動的能力によって現実態化されるわけであるが、 しかし純粋に受
動的な能力の場合のように、 唯一の働きの様式に規定きれなし、。 これら
の能力 は、 能動的能力によ る現実態化によって、 単なる情念と は別
の性質あるいは形相を自らの中に獲得的に形成する。 この性質あるいは
形相が適性であって、 それは、 現実態化がおわった後も その能力の中に
定着し、 留まって、 能力と その主体の本性を完成に導くのである。

トマ

スによると、これらの能動的であると共に受動的な活動的能力の実例 は、
可能知性、 意志、 感覚的欲求を含む人聞の理性的諸能力であり、 これら
の能力は適性と呼ばれる獲得的性質の発展によって、 能力の頂点である
，{恵J

virt山に向けて高められることが可能となる。

ところで トマスは、 近世の人間中心主義と は異なり、 知性J int elle c
tus を人間存在に固有のものとして限定せずに、 神的知性、 天使的知性
という豊富で多元的な 「知的実体」の世界を構想し、 これらの知的実
体を 「現実態J a ctus と「可能態J pote川1(1という、

形而上学的基礎 概

念によって知性的実体論として段階的に展開している。 まず神的知性 は
ききに述べたように、 完全に能動的な能力であるから、 いかなる可能態
も含ま ぬ「純粋現実態 J a ctus purusであり、 その「可知的種J species
in telligibilst主神的精神そのものにはかならないから、 神は白らの本質
によってすべての事物を認識する。 つぎに、 天使的知性 は可能態が現実
態に対するような関係で神的知件Aに対しているが、 神的知性に最も近接
しているが故に、 存右:の最初から 「可知的種」によって現実態化されて
いる。 そこで天使的知 性 は、 生得的種によって認識すると云われるの
である。 最後に、 肉体・質料と結合した人間知性 は知性的実体世界の最
も低い位置を占める。 それは神的知性の完全性から最も遠く陥っている

切

が放に、 最大の可能態と最小の現実態を そなえている。 すなわち、 人間
知性は可能知'年として、 すべての可知的事物に対して可能態においであ
るという立味で最
、 大の可能態で川あり、 それが t ab ula ra s a にたとえられ
る のもこの意味においてなのである。

他方、人間知性は能動知性として、

最小の現実態と しての可知的な光を そなえており、 それによって可知的
対象の自然的認識を実現してゆくことができるのである。
このように形而上学的に位置づけられた人間知性は、 可知的対象に対
して二重の関係をもっている。 つまり、 われわれの知性は可能的に可知
的な対象を現実的に可知的にするとL寸意味で、 現実態が可能態に対す
るように可知的対象と関係しており、 この知性の活動の積極的な側面が
、 る。
「能動知性J inteIlectus agens，と呼はれ

他方、 人間知性は、 すべて・

の可知的対象に対して可能態においてあり、 能動知性が 「感覚的表象」
ph an t a s maから抽象した「可知的種J speéies intelligibi1 isを受容するこ
とによって、 可知的事物とある意味で 同化し、 ここにはじめて可知的対
象の要素的な概念認識が成立する。 人間知性のこの受動的な側面が「可
能知性J intel lectus p o s s ibilis と名づけられる。 そしてこの可能知性は
当然のことながら、 可知的事物に対して、 能動知性の場合とは反対に、
可能態が現実態に対するように関係する。 しかし積極的な能動知性の側
面と受動的な可能知性の側面をもっグこ単一の知性という観点からすれば、
人間知性は、 その存在の 出発点においては現実態における認識者 でも、
また可知的対象でもなく、 一切の可知的対象に対して純粋に可能態にお
い である。 このように、 原初的には純粋な可能態においである人間知性
の能力に付加された新しい資質ないし状態が適性であり、 したがって、
ここでは適性は全面的に現実態ではないが、 それがある性質である以上、
何らかの現実態をそなえており、 この意味で トマスは適性を作用のオル
ドにおける「第一現実態J

ac t u s p nmus と呼ぶのである。 また、 適性

は性質であるかぎり:何らかの現実態 であり、 作用の原理となりうると
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しでも、 適性は作用に対して は可能態においであると言わなければなら
ない。 そして適性によって能力が 傾向づけられる作用の 現実態が「第二
現実態J actus secund u s にはかならない。
粋な現実態の中間に位置するJ

トマスが 「適件ーは可能態と純

hab itu s med io modo se habet inter

potentlam et actum
i
-ヨτ
"

(1)

S. T.， 1 -II，49，2

(21 S. T.， 1 - 1I， 49， lad3;49 ，2
(3) S. T.， 1 - 1I， 51，3
S. T.， 1 - II ，49，2 ト7スによると、「状態J dispositioには、 ①場所に

141

関するもの、 ②能力に関するもの、 ③形相に関するもの、 の

稀煩が医別

されるが、 ③の主体の活動をその形相あるいは本件に秩序づける状態だけ
が週刊:と11乎ばれる。
(5)

S. T.， 1 - II，50，1

(6)

S. T.， 1 - II，54，1

171

S. T.， 1 - II，49，3

(81

ím念:J pa ssioと「j直刊:J ha bitusのj!ßいについてはS. T.， 1 -II，49，2を

参照。
191

S. T.， 1 - II，49，3

1101 de Virtutibus in commune，1
111)

de Ente e t Essenlia，4

112) S. T. ，1，14，2
1131 S.C. G. ， 1I，77
(14) S.T.，I-II，49，3adl
115)

1 bid.

116) S. T.，I-II，71，3;de

eri.，10，2 ad 4 ;S.C.G .， 1 ，56
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m山

以上われわれは、 適性が冒葉の厳密な意味からすれi

t

)
人聞の理性的

諸能力のみを基体と.して、 能力の活動の反復によって獲得的に形成され
る性質あ'るいは形相であり、 それは、 能力の中に定着的にとどまって、
その能力を一定の働きに傾向づけ、 能力と能力の主体の本'�I:を完成する
ものであることを見てきた。 そこでわれわれはつぎに、 可能態と第二現
実態の中間にある適性、 われわれが それによって、 よくあるいは悪〈傾
向づけられる状態であると定義された適性が、

一体どのような秩序によ

って人聞の理性的能力の中に形成されるかという問題にすすまなければ
ならない。
さて、 適性とは、 それによって働きの主体がよくあるいは悪 〈傾向づ
けられる状態あるいは資質であるから、 当然のことながら、 この行為の
主体の本性に適合するように その働きを方向づける適性がありうるわけ
で、 このよい機能的な適性が「 徳」 あるいは 「人間的 徳J v1r tusにはか
ならない。 そこで、 徳とは精神のよい性質のことであり、 人は徳によっ
て正しく生き、 誰も それを悪用しないと言われるのである。
このようにして、 徳とは人聞の理性的諸能力を完成するよい適性であ
sるが、 人聞の理性的諸能力には可能知性と意志の二つの能力が属してい
るから、 人間的徳はこれらの二つの能力を完成するものにはかならない。
そこで真理の認識を目的とする「 思弁的知性J intellectus specul ativu s
と、 正しい1'f為を命令することができるための認識を目的とする「実践
的知性J int ellectu s practicusを完成して、 その働きを善たらしめるも
のは「知徳J virtutes intel lectuales であり、 これに対して、 知的欲求
能力である意志を「正しい理性J recta rat JOと一致して、 よい選択をす
るように完成するものは「倫理徳J virtutes m orales である。 したがっ
てす べての人間的徳は知徳 か 倫理徳のいずれかであるということに な
る。

IntellectusとSynderesis

さきにわれわれは徳は適性であるといったが、
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トマスによると思弁的

知性 は「理解J i n tellec tusr学知J .sien ti a r英知J s api en tia という三
つの知徳の適'性によって真理の認識に向けて完成きれうる。 r理解」は
思弁的知性の第ーの徳であり、 この適性によって可能知性は真理の端的
な認識へと完成きれるのであって、 そこでこれは第一原理の「理解」 と
も呼ばれる。 第二の知 徳 で あ る「学知」は、 原理の認識から結論へと
論証的に推論する働きを完成する適性である。 すなわちある特定の対象
領域の認識において究極的な第一原理に基づく推論の反復によって獲得
された思弁的知性の適性が「学知」 にはかならない。 したがって発生的
に異なる仕方で認識されうる真理の種類の数だけ 「学知」の種類がある
ことになる。 きらに認識の順序においてより後なるものは、 本性の順序
においてはより先なるものであり、 この本性の順序において第ーのかっ
最高の原因の認識に知性を完成するのが、 第三の「英知」の知 徳である。
トマスによると、 「理解J r学知J r英知」 の三つの知徳はけっして並
例的なものではなく、 それらの聞には、 ある秩序が存在する。 すなわち、
適性の形成という発生的な観点からすれば、 原理からj寅釈きれた推論の
反復によって獲得きれた適性である「学知」も、 また、 第一にして最高
の原因についての推論の適性である「英知」も、 第一原理の適性である
「理解」に依拠する。 しかしながら、 他方、
「理解」 と「学知」は 「英知」
に依拠している。 なぜなら、 「英知」 は「理解 」 と「学知」の両者を包
含し、 かつ規制しつつ、
「理解」 の原理と「学知Jの結論についても判断
するものだからである。
さらに、「理解」は行為に秩序づけられている実 践的知 性 の 「 賢慮」
pru denti a という知徳あるいは適性をも発生的に基礎づける。 われわれ
が思弁的第一原理を把握するのは「理解」の知徳によってであるが、 思
弁的な事柄についての正しい推論も、 行為さるべき事柄についての正し
い推論である「賢膚、」も、 自然本性的に認識される原理から出発するか
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ぎり、!原理がそれによって把f尽きれる 「理解」を前提するからである。
しかも、

トマスによると、「賢慮」の知徳を ぬきにしては倫理徳を 所有す

ることも不可能で、ある。 とい うのは、 倫理徳 はよい選択をする適性のこ
とであるが、 選択がよくあるためには、 まず 正しい目的の欲求と、 目的
を 達成するための、 手段の 正しい選択が必要であ
- る。 そしてこのために
は理性の 勧f号、 判断、

正しい命令が不可欠であるが、 それこ そまさに「賢

慮」 と それに付属する諸徳の働きにはかならない。 したがって、 いかな
る倫理徳も 「賢慮」なしに はありえないというわけである。 ところで
さきにのべたように「賢慮」そのものは「理解」に依拠するのであるから、
すべての倫理徳は「理解」を前提するといわなければならないであろ う。
トマスによると、 思弁的知性の第一原理は「同ーの事柄を 同時に11定
し、 また否定することはできない 」と表わされる 矛盾律であり、

他のす

べての思弁的原理はこの 矛盾律に依拠している。 そして、 これらの思弁
的な諸原理は、 能力とは別の 、 ある特別な適性によって、 なんらの論証
も経ないで、 直接的に、 自然的に把握される。 このような適性は、 思弁
的知性の認識能力の完成の端緒とも言うべきもので、 その意味で 「自然
的適性J h abit us natur alisであり、

トマス はこれを アリス トテレス的伝

統にしたが って、 諸原理の「理解J i ntellectuspr i nc ip iQr um � 呼んでい
る。 たしかに、 この第一原理の「理解 」とい7適性は思弁的知性'の働きの
反復によって獲得きれたもので はなく、 知性の活動が始まると 同時に、
一挙に生じた適性であってみれば、 それ はある意味では、 自然本性的な
ものである。

トマスが第一原理 一 それが思弁的なもの であれ、 実践的な

rtこ知られると言表する場合も、 上
ものであれーは自然、本性的 natur ali te
のような意味に 解すべきであろう。
他万、 人間知性によって第一に把握されるものは 「存在」であり、 こ
の「存在の把握」は その 他のすべての知的認識に含まれていると言われ
る。 し か し な が ら トマスによると、 この存在概念は人間知性にとっ
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て、 生得的なものではありえず、 感掌的経験の成果である感覚的表・象か
ら能動知性の抽象によって、 獲得的に形成されたものであり、

トマス的

意味において経験的なものである。 したがって感覚的表象から抽象的に
形成きれた「存在概念J ratio entisは、 その他のすべての思弁的原理が
依拠する思弁的第一原理である 矛盾律の認識にも含まれていることにな
ろう。

トマスはこの聞の事情を説明して、「全体とは何であるか 、 部分と

は何かが認識されると、
〈全体 はすべての部分より大きい〉ということが
ただちに認識される。 そしてこのこと は知的精神の本性そのものからし
て、 人間に適合することなのである。 しかし全体とは何か、 部分とは何
かを認識するのは感覚的表象から受け取られた可知的種によるほかはな
い」とのべている。 すなわち、

トマスによると、 思弁的知性による第一

原理の判断認識は、 第一原理の命題を構成 す る 概 念把握を 前提するの
であって、 しかもこの概念は能動知性が感覚的表象からの抽象により可
能知性の中に獲得的に形成したものである以上、 第一原理の認識 は感覚
から由来するものであると言わなくてはならない。 そしてこの意味で第
一原理の「理 解」という適性は、 たしかに、 部分的に は自然、本性的であ
、
るが、 部分的には感覚とし寸外的原理から由来する自然的適性であると
言わなくてはならない。
以上のことから明らかなよれ二、 われわれの思弁的知性を真理の認識
に向けて、 その出発点において完成する 「理 解」 は、 可能知WI:によって
なされる最も単純な判断である 、 同 一 矛!首律の思弁的第一原理について
の自然的適性であり 、
であれ

それはまたあらゆる他一一一生11徳であれ、.倫到!f!t;

ないし適'111'の秩Jf:における発生的 な 意味で、の第 ー者である。

しかしながら、 たしかに 「理解」は思弁的第 -原理がそれによって把桝
される思弁的安11'11:の同然的j!�H1:であるが、 そうだからとい勺て、 それが
ただちに、 すべての正しい祁1;命をJ草きうる、 第 同行引の 現実的な認E識を
意味しないという点に民立する必要がある。
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われわれは 、 通常、 学問的活動をする際にすべての推論の正しさが そ
れに依拠する思弁的第 一原理を現実的に明確に認識しているわけではな
い。 しかし 、 われわれが何らかの学問的な正しい推論 、 判断をくだそう
とする場合 、 判断の原型とも言うべき第一原理の把握に基礎づけられて
いる必要があるが 、「理解」の自然的適性によって、 第一原理が思弁的知性
の中に適性的に把握きれているおかげで、 それに基づく 他の適性の成長
と相倹ってわれわれは真理の認識 に向けて思弁的知性の働きを完成して
ゆくことができるのである。
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N
われわれは前節で、 思弁的第一原理が 「理解」という特別の適性、 す
なわち、 自然的適性によって把握きれることを見てきたが、 トマスはま
た、 思弁的原理についての自然的適性があったように、 実践的第一原理
についても、 それが自然本性的に把握されうるような特別の適性がある
と指摘する。

トマスによると、 思弁的な事柄が思弁的知性によって考察

されるように、 実践的な事柄が実践的知性によって推論されるというこ
とは自明である。 そしてこのことが可能なためには、 思弁的原理のみな
らず、 実践的原理もまた、 自然本性的にわれわれに与えられている何 で
なくてはなら ぬ。

そして前述したよ7に、

思弁的第一原理は、 原理の

「理解J inteHedusと呼ばれる特別の適性によって自然本性的にわれわ
れに与えられるが、 それと 同様に、 実践的第一原理もまたある特別の自
然的適性によって、 自然本性的にわれわれに与えられていると考之るこ
とができる。 そしてこの自然的適性が「良識J syn d eresisと呼ばれるも
のにはかならない。
ところで、 人間知性にとって、 絶対的な意味で最初に認識せられると
ころのものは「存在jであるが、 行為に秩序づけられた実践的知性によ
って最初に認識されるものは「善」である。 そしてすべての行為者は「善
の概念J ratÎo honÎをもっ目的のために行為するのであるから、実践的知
性の第一原理は、 善の概念に基づくもので、
「善とはすべてのものが欲求
するものである」 と命題化きれる。 したがって、 人聞の実践的領域にお
ける原理である
「自然法J lex natu rafis-善は為すべ〈、悪は避〈べしと
いう第ーの提に基つj <、追求すべきことと 避けるべきことの全体

も、

さきの実践的第一原理に依拠する。 そして実践的第一原理もまた 実践的
)
知性の
「良識」という適性によって自然的に認識される。 なぜなら、 その
正当性に関して、 また認識に関して、 最も普遍的で、 かつ確実な原理が
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自然本性的に知られないとすれば、 思弁的および実践的な事柄に関する
すべての認識 は無意味になると思われるからである。 しかし、「 思弁的な
ものであれ、 実践的なものであれ第一原理は自然本性的に認識きれる」
という トマスの命題は、 けっして独断的に提出されたので はなく、 人間
知性が現実に何らかの確実な認識に到達しており、 その成果として、 形
而上学を頂点とする学問体系を獲得しているという経験的事実の省察に
基づ、いて言表きれている点に注 意しなくてはならない。
ところで、 われわれが、 トマスに従って、 思弁的第一原理について
「理
解」 という適性があったように、 実践的第一原理に関して「良識」とい
う適性があると考えたとしても、 「良識」がいかなる意味で自然的適性
であると言われるのかが問題である。

トマスは、 一切の可知的対象に対

して純粋に可能態においである人間 精 神を tabula rasa のごときもの
と考え、 認識されうべき対象、 形相の構成要素が知性の中に本性的に内
在するという、 いわ ゆる生得観念の説を経験に反するものとして拒否し
た。

ところで、 自然法ないし は道徳律の第一原理についての適性であ

る 「良識」は、 実践的知性の反復的な行使によってで はなく、 それが活
動し始めるや否や、 一挙に形成きれたものであるか ぎり、 自然本性的な
ものである。

他方、 感覚的表象からの抽象によって把揮されるずr在は意

志によって誇として欲求されるが、T良識」 は善の観念に基づく実践的第
一原理が それによって把梶される適性である以上、 それ は、ある意味で、
外的 原理に基づ、いているといわなくてはならないであろう。 このように
して、「良識」は実践的知性の自然本性と感覚という外的原理に基つ〈
、 自
然的適性であると言うことができる。
以上のように、 「良識」 は厳密な意味で の自然法一一一 人聞の自然本
性的な傾向ないし欲求 そのものではなく、 自然本性的欲求の把握を通し
て実践的知性が自己に対して公布する命令あるいは提一ーについての自
然的適性であるか ぎり、 つねに、 かつ自然本性的に人間を善へと方向づ
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けるもので あり、 この意味で、 最も確実な不動の原理である。 しかし 「良
識」 はだからといって 、 実 践 的 第 一 原 理 である 自 然 法 の現実的な認
識を意味するものではない。

í良識」は、 それによってわれわれが経験

を通して、 実践的第 -原理の現実的認識に 達することを可能にするとこ
ろの実践的知性の自然的 適性に与えられた呼び名なのである。
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V
われわれは、 思弁的おまぴ実践的領域の第一原理がそれによって把握
される「理解」と「良識」がどのような意味で自然的適性と言われるか
について見てきたが、 トマスは自然的適性について論じるさい、 実践
的第一原理が それによって把握される 「良識」を、 思弁的第一原理が把
握きれる「理解」との関連において説明している。 この思弁的第一原
理についての「理解」を典型にした実践的第一原理についての「良識」
の説明には、 かならずしも十分説得的であるとは言いがたいものがあり、

ω

そこに、

「良識」がはたして真の意味での自然的適性と言えるのか、 も

し そうだとしても、「理解」 と「良識」は理論的、 実践的という異った領
域での第一原理の自然的適性である以上、 それらはまったく別個のもの
なのか、 あるいは、 何らかの序列的な関連がありうるのかという問題が
論議きれうる余地があったのである。

I良識」がはたして真の意味での

精神の自然的適性であるかという問題は、 前節で見たように、 トマス自身
「良識」を 「理 解」が そうであるように自然、的適性であると説明してい
るのであるから、 積極的に それを否定 する材料は見出せないように 思わ
れる。 しかし別の観点からすると、 言 葉の厳密な意味での適性とは精神
の適性だとトマスが言う場合、 精神の自然的適性はただ一つしかないの
であって、 それは思弁的第一原理の 「理解」であり、「良識」は実践的第
一原理に関する「理解」の別の名称、にす ぎないとも考えることができょ
う。 しかし、 もし「理解」が真理の認識を目的とする思弁的知性に内在する
自然的適性であり、 これに対して、「良識」は行為に秩序づけられた実践
的知性の自然的適性である点に注 意するならば、 われわれの問題は新た
な展開を経験する。
トマスによると、 人聞の理性的能力を構成する知性と意志の聞には、
ある種の相互包摂的関係が認められる。 すなわち、 普遍的存在、 真理を
対象とする知性は、 それが把握した善を意志に提示することによって意
志を実効的に活動させる。

他方、 普ー般を対象とする意志、は、 真理、 普

遍的存在という固有の特殊的善に関係する能力である知性を含めて、 精
神のすべての能力を活動させるものである。 このようにみてくると、 目
的という見地からは知性が意志を働かせるが

作用を動かすものという

観点からすれば、 意志が知性をっき動かすという風に、 知性と意志の二
つの能力は相互包摂的である。 つまり、 知性は意志が欲求するものを認
識し、 これに対して、 意志は知性が認識するものを欲求するというわけ
である。 しかしこのことは、 トマスが知性と意志の活動の順序をまった
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トマスによると、 端的

に言えば、知性の認識は意志の欲求に必然的に先行するものであって、
この人間活動における知'11:と意志の働きの形而上学的秩序は不可逆的な
もので、 この意味で、 知性は人聞の理性的能力の系列における第ーのも
のである。
知性と意志の関連が以上のようなものだとすれば、 人間知性によって
絶対的な意味で、 最初に把握された存在は善として、 意志によって
自然本性的 に 欲 求きれる。 そしてこの意志による善一般の欲求に基づ
いて、 行為に秩序づけられた実践的知性によって最初に把握されるもの
が「善」 である。 したがって「存在」の観念に依拠する思弁的第一原理
の「理解」は、「善」の観念に基づく実践的第一原理の「良識」に先行す
るように思われる。 すなわち、 丁度、 人間精神の理性的能力の次元で、
知性が意志に先行するという 「能力の形而上学的オルド」 があったよう
に、 人聞の理性的能力に内 在する適性の次元でも、「理解」 とし汁思弁的
知性の自然的適性が、「良識lという実践的知性の自然的適性に先行する
という「適性の形而上学的オルド」があると考えることができるであろ
う。「 理解」と「良識」は、 それぞれ思弁的知性と実践的知性を基体とす
る別個の真の意味での自然的適性であるが、 これらの自然的適性の関係
はけっして;jf�列的なものではない。 田節で のべたように、 すべての知徳
および倫
、 理二倍、は「理解」をぬきにしてはありえないが、 以 上のことから、
「良識jもまた「理 解」 を前提しなくてはありえないことが明らかであ
る。 このように思弁的認識と実践的認識を それぞれその完成に導ぴく端
緒となる、「 理解」 と「良識」 を区別したうえで、 さらに それらを統一的
に秩序づけて説明する試みは内 実在の秩序についての理論的・思弁的認
識と倫理の秩序についての実践的・倫理的認識の関係をめぐる トマス的
立場を明確にするきいに、 一つ の示唆となりうると思う。

62

註
(1)

e ianism， PP. 171-188
cf. H. V. Jaffa，Thomi sm and Aristotr

(2)

s.T.， 1，79，12

(3)

S. T.， 1，82，4

(4)

S.T.， 1，16， 2 ad1 ;82， 3; 1 - ll，9，1 ;de Veri.，22，12

(5)

S. T.， 1. 82，4 ad3

(6)

S.T.， 1 - II ，94，2

(7)

問題の性質上、 トマス適性論を特徴づける「注入的適性J habitus infu
s us についての考察を割愛したのでここて"それについて一言しておこう。
周知のように、 アリえトテレスによってめざされた人間の理想像は、 人

聞の諸能力が自然本性的に完成された状態、 すなわち自然的諸徳を具備し
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る超自然的な目的に人間活動を方向勺砕けるような適性がなくてはならぬ。
これがトマスによって注入的適性と呼ばれるものでイこの適性は人聞の諸
能力の働きを通しては自然的に獲得きれえない種類の.もので、 神によって
超自然的に注入きれることによってのみ人間精神の理性的能力のうちにあ
りうるものなのである。 この超自然的な注入的適性論はトマス適性論の独
創的な部分をなすもので、 トマスは人間を自然的に完成する自然的適性あ
るいは自然徳というアリストテレス的適件.論を類比的に適用することによ
って、人間を超自然的に完成する超自然的な注入的適性の概念を導入して、
信、望、愛の神学的徳の理論を展開した。 この神学的徳の意味 するものは、
どんな哲学者の独創をもってしでも考えおよばなかったもので、 トマス自
身も啓示の力に授けられて、 はじめてその真の意味を理解することができ
た、 と，自負するほどのものである。
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