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拍 象 と 表 象 像

一一中ートマスにおける抽象について一一

増 田 三 彦

1. 導 入

トマスは三段階の知性について語る。 最も優れた神の知性， 次lと天伎の知性， 最
(1) 

後は最も劣る人間生il'rLJである。 人間知性独特の不完全性は， それが始めは可能的認
(2 ) 

識者でしかないという乙とである。 我々は生れた時何も知らないし， また特定の知

識をとってみても， それはいつ か戎る時l乙始まったものなのであり， いわば我々の

知識は歴史を持っている。乙れに対し， 純粋現実態なる村1が可能的認識者でないこ
(3 ) 

とは勿論， 純粋知性主体なる天使も， 諸知識を順次に獲得するととなく， その創造

の時l乙 すべてのものの知をそっくり神 から受けて持っているのである
〉
。

さて， 始めは「何も1古 かれていない書き板t a b u la rasa J I乙 比せられる人間知性

は， 後lこ現実的に特定のととを認識するに至る。 乙うした人間知性が 可能知性in

te llectus possibilisと呼ばれる。可能知性は如何にして現実態となるの か， ζれが問

題である。我々の知性認識の始まりを説明する役割を持つ， 古�\jÌ}J知怪が行なう抽匁

の論理について， トマスに即して見てゆく。

2. 人間知性は能力であり知的魂ではない

人間知性とは何 か， トマスによると， r魂 anirn a は， 我々の世界lé生きている諸

々のものにおける，生の第一の根源 prirnu rn principiu rn vitae Jである。生 物は根源、

なる魂によって生きる。 各人間にも唯一の魂があって， 理性的魂 anirn a r ationalis 

と か， 知性的魂 anirn aintellectiva と か， 知性的根源 int e llectivurn principiu rn と か，

精神 rn ensと か呼ば 420 とれによって人は， 知性認識の外， 感覚活動， 栄茶摂取，
(7) 

成長 といった生の営みを行う。魂は体との関係においては， その実体的形相である。

「知性」なる語はしばしば知性的魂の意味で用いられるが， 厳密には， 知性と知性
(10) 

的魂は区別される。「知性は魂の戎る能力potentiaであり， 魂の本質ではないJ と
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ある。魂が「生の第ーの根源」であったに対し， 能力は「魂の働きの最近接的根源

proximum princip ium operationi s  ani mae Jと言われる。知性なる能力は， その基体

なる魂がそれで以て quo 知性認識するところの根源である。 さ て 知 性 な る 能 力

poten tia はその知性認識のはたらきに対して， また， 魂の本質e ssentia はその存在

e sse K対して， いずれも可能態 potentia が現実態 actus 1こ対する仕方で関わる。 然

るに ， 現実態の側にある魂の存在と知性のはたらきとは，事1I以外の場合突っている。

放に， 可能態の側にある魂と知性とは当然異っている。知性等の能力は， 魂の本質

でない以上その附帯性 ac cidens， 魂の 本質lζ必ず伴い来る囚有性 p roprietas であ

る。 人間知性は知性的魂の能力， 力であり ， 知性認識というはたらきへの能力であ

る。

3. 認識と非質料性

トマスは， 知性的魂及び知性の非 物体性・非質料性を証明しているが， 何らかの

仕方での非質 料性とそが認識を成立させるのであり， それ故， í認識は質 料性lζ反

比例する J と言われる。認識が成立するためには， 認識主体と認識対象双方の非質

料性が要求される。

認識が成立するには， 認識主体と対象とが何らかの仕方で一致せねばならず， そ

の媒介 medium となるのが形象 speciesである。それは対象の類似像 simili tudo で

あり， 対象の形相の類似である。可能的認識者が， 形象を受容するととによって現

実的認識者となるのである。認識されるものの形象が認識する者においであるとと

により認識が成立するのだから， 認識者は他のものの形相をも所有できる広さを有

していなくてはならず， 然るに， 制限し制約する根源は質料であるから， だから 認

識者は何らかの意味で質料牲を有していなくてはならない。

認識対象ーー現実的なーーにも非質 料性が要求される。というのも， 形相が質料

と共にあるとき， それは自然界に実在するK対し， 形相は形象として質料から分離
(6) 

され， 認識者の内Iζ受容されるととによって認識されるのだからである。 受けとら

れる者は受けとる者の様態に従って受けとられる故， 非Tr:H的知性(的魂) K受容

される可知的形象は全く非質料的であるを要する。
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4. 表象像

認識能力と その対象は相応する。jli"身体lζ結合している人間』の知性の 固有対象

は， 物体的質料において存在している何性 qu iddit 拙もしくは本性 natura である」
(19) 

とトマスは言う。身体を持つ乙の地上の人間知性が第ーに対象とするのは， やはり

同じくとの世界にある物体的なものの本性なのである。 そして， 始めは 可能態にお

いである人間知性が真理の知を獲得するのは， 人間の身体牲と感覚の正当な評価を
(20) 

逸しないトマスによれば， 感覚を介して行われる。

存在するものは無為ではなく， 働く。 物体的なものは その回りに 物理的化学的な

作用を及ぼす。 感覚は身体的器官の力ゆえ， 物体からの作用を受動するととができ

る。 まさに「感覚とは， 外部の 可感的なものによって変化を与えられるように生来
(23) 

できているととろの， 一種の受動的能力Jなのである。認識対象は先ず， 外部感覚

sensus extenus たる五感lζ働きかける。そして五感を通して得られた諸情報は. r感

覚のすべての把捉は，共通の終極として共通感覚 sensus co mmunis に関係づけられ
(24) 

ているJと言われる共通感覚において総合されると考えられる。 それはさらに， 他
(25) 

の内部諸感覚の力Kもより， 表象像 phantasma を形成する。人間知性が対面する

convertere のは表象像である。物体的対象は表象像として知性K差し出される。

「表象像は…… 可能知性lζ対し， ちょうど 可感的なものが感覚に対し， 色が視覚

附するが如くに関わる」と言われ， それはまた知性の対象とも言われるL それは，
(26) 

然し， 可知的なものでもなければ， 可感的事 物の本性でないゆえに第一の対象でも

ない。にも拘らず， 知性の対象は表象像を介して知性にもたらされるし， 知性は表

象像K向う convertere ととにより認識する。「人間の知性的魂は， 身体との合一よ
(28) 

りして， 表象像へ傾向づけられた視界出 pectus を有している」と言われる。およ
(29) 

そ現実的に知性認識する際Kは， 必ず表粂像がいる。乙れは我々が体験するととろ

である。 表象f象が知性の対象ともいわれるゆえんである。

5. 抽 象

人間知性， こ乙では 可能知性， は対象を受容するととにより 可能態から現実態へ
(30) 

と移行するゆえ， 受動的能力 potent ia p 剖s iva である。 入閣の知性認識は受動にお

いて始まる。 魂の能力はその現実態なる活動により知られ，活動は その対象lとより
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規定される。受動的能力の対象は能力の活動!C対して， 能動因 causa agens， 運動

因 causa moven s， 根源 principium として関わるとされる。 可感的なものは感覚に

対しかかるものである。知性の対象とも言われた表象像が， 知性認識における能動

者・作動者 causa effic iens とされてよいか。否。その理由。 能勤者と受動者は対 比

を有する。何故なら， 能動者は現実態である乙とにより働き， 受勤者は能勤者lこ対

して可能態にあることにより受動する。然るに， 可能態と現実態は有の 同ーの類を

分つ。 よって能動者と受勤者は 同ーの類fC属しているべきである。 例えば， 白いも

のは黒いものにより受動するのであり， 甘いものによっては附f詩的にしか受動しな

い。 同じく知性は非質料的なものゆえ， 質料的なものにより受動するととはできぬ。

物体的なものが物体的感覚認官に 物体的作用を及ぼし， 表象像を生ぜしめることは

不都合でない。これに反し， 表象像は身体的器官の力なる表象力においであるゆえ，

それが指示する外部のもの自体の質料は持たないものの， 感党器官の質料性はまぬ

がれず， 従って表象像が 可能知性に作用してそ乙に可知的形象を形成し知性認識を

成立せしめることはできない。 つまり表象像は現実的に可知的でなく， 単なる表象
(34) 

像は知性IC対する能動者ではない。とはいえ， 体験的に明白な如く， 我々は表象像

IC向うととにより現K知性認識しているのだから， 知性の対象は表象像のほうから

来る。故K， 知性認識の成立に表象像が資すること， それだけでは足りぬととを認

めねばならない。表象像lζは対象の規定がある。欠けているのは 可知性である。乙

乙lと至って， トマスは能動知性を導入する。

能動知性は， 可能的に可知的な表象像から可知的形象を抽出するという抽象の働

きにより表象像における形象を現実的に可知的なものとする能力であり， 可能知性

は 可知的形象を受容する能力である。 との二つは 能力 potentia ゆえ， そ の 働 き

actus によって知られ定義される。 トマスは，能動知性はjll'定 ponere されねばなら
(35) 

ぬと繰り返し述べている。 反面彼はまた， 我々は 能動知性を 体験 する experimur
(36) 

と諮るととしばしばである。措定というととと体験という乙ととは矛盾せず調和す

る。「我々は 可能知性， 能動知性双方の働きを我々の内lこ経験する」と言われてい

るように， 我々が体験的に知るのは能動知性の抽象する働き operatio であり， 他

方我々が措定するのはかかる働きをなす能力 potentia たる能動知性である。 我 々

は能動知性の倒きを経験するゆえ， 能動知性を措定する。可能態は現実熊Kよって
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(38) 
の他知られない からである。 「能動知性の光は， 諸々の 可知的形象をJ}il実的lこ吋知

的にするものとして， 可知的諸形象の根拠 rat ío である かぎりにおいて， それ自体
(39) 

において我々に知性認識される」 と言われるのはとの志味である。可知的形象が生

ずるのは能動知性の作月1による からである。なお能劫知性は"H必的なものではない

ゆえ表象力の下に入り米らず思い描くことができない。それは 可知的なものであり，

働きとその結果で知る外ない。

さて措定された能動知性は如何なるもの か。可能的知性認識者が現実的それにな

るのであり， それは知性が表象像lζ向うととによる。とζろが表象像はそれ日体可

知的なものではない。にも拘らずこうして知性認識が成立するとすれば， それは知

性の側K何ら かの力があって表象像を 可知的なものとするに違いなく ， これによっ

て 可知的形象が 可能知性の内に生ずる乙とにより知性が現実化すると考える他ない。
(40) 

乙の知性の力が能動知性である。 乙ζK， r何ら かの現実態における有によらずし
(41) 

ては， 何ものも 可能態 から現実態に導 かれはしないJとの基本原理の 適用がある。

現実的に熱いものなる火が， 可能的に熱いものなる木材を， 現実的に熱いものなる

火に化する。人聞が人聞を生む。乙の場合勿論， 作用する現実態と結果する現実態

は 同 じ形相的特質を持っている。火と火， 人間と人間といったように。さて能動知

性が結果せしめるのは現実的に 可知的な形象である から， r能動知性は 現実的に 可

知的な有である」ということになるように思われる。事実 トマスは「能強j知性は自

己の実体に即して現実態においであるJ， r 可能知性は自己の実体lζ即して 可能態に

おいである J と言っている。 次に， 能動知性は 可知性の現実態である。「能動知性

はすべての 可知的なものの現実態であるJと か， r精神は現実的に 可知的な も の で

あって， ζのζとに基づいて精神の内に能動知性が措定され払 と か言われる如く

である。し かし能動知性と か精神が現実的に 可知的であるということはトマスの立

場と矛盾するようにも思われる。我々の知性認識は「 始め」 存在しないのであった

し， 自己自身を知性認識するのも， 自己以外の 物体的なものの認識を介して 始めて

成立するとするのが彼の立場である。魂が可知的なら， 人聞は直ちに臼己の魂を認

識するはずであろう。実際はそうでない。

能動知性の 可知性の意味が， だ から問題である。能動知性が， たとえば犬を表示

する表象像lζ作用して， 犬の 可知的形象を生ぜしめる。人聞が人聞を生み， 熱が熱
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を生むのである から， ζこでも能動知性が犬の可知的形象を生ずるゆえ能動知性は

犬の可知的形象を有しているの か。 一般的lζ言って， 能動知性は現実的に可知的な

特定的諸形象を有しているという意味で現実的に可知的なの か。 勿諭そうでない。

「もし能動知性が自らの内にすべての可知的なものの規定を有しているのであれば，

可能知性は諸々の表象像を要せず， 却ってただ能動知性のみによって， すべての可

知的なものの現実態に導 かれることとなってしまう」 のであり， 人間知性の認識の

ため， 能動知性と可能知性とだけで充分だということになってしまう。 能動知性が

可知的だといっても， 特定の可知的な対象ではないのであって， 能動知性は対象を
(46) 

現実的ならしめるのである。 知性認識の 始まりを考えるとき， 認識内容は表象像に

より呈示される。 既述の如くこれは体験によって明白である。 従って能動知性が直

接的lζ可能知性に向いそ乙lζ可知的形象を与えるという仕方で， 能動知性が現実態，

可能知性が可能態であるのではなく， 両者の聞に表象像を置いて考えねばならない。

そうする乙とによってまた， 同ーの魂において， 能動知性という， 諸々の可知的な

ものに対して現実態においであるものと， 可能知性という， 諸々の可知的なものに

対し可能態においであるものが， 共存することの不可能ならぬ乙とがわ かる。 こう

したことを述べるところでたいていトマスは， 能動， 可能両知性と表象{象ではなく，

知性的魂もしくは精神と， 表象像とを 比較する。 すると知性的魂と表象像の聞に，

二つの観点 からなる二重の可能態ー現実態の関係が見出される。 また能動知性と可

能知性は か かる関係、を有する魂に基礎づけられた二つの能力なることが判明する。

(i)魂が現実態， 表象像が可能態という関係。 知性的魂は既述の如く非質料性を

有している。 「知性的魂は， 質料的諸条件 から引き離された存在を持っている」 の

であり， それ故， r対異教徒大全.1 fζよれば， r 人間知性の実体は， 知性的本性を持

っている。 何故なら， 非質料的実体はみなこうしたものなのだ からである」と言わ

れる。 非質料的実体とは， 魂と天使と神であろう。 これらはみな知性認識をする。

『真理論』の類似の箇所では， r魂の外なるものは可能的に可知的なものであるが，

精神自体は， とれに対し， 現実的に可知的なものであり， これに基づいて精神の内
(日〉

lζ能動知性が措定される」 と言われている。 とれを考えれば， 先の「魂の持つ知性

的本性」は， 知性認識され得るもの， 知性認識をなし得るもの， の二つの意味を持

つであろう。 非質料性は認識成立の根拠であり， つまり， それは認識者にとっては
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認識する力の似拠であり， .t，忍u裁対象にとっては認識されることの根拠であるとすれ

ば， 非質料的実体である知性的魂が， 知性認識する力を持っと共K， 何らかの仕方

で可知的なものであると考えてよい。 トマスは先に引用の 『対異教徒大全』の続き

で言う。「だが， ζの乙とからはまだ， 魂が， この或いはあのものに限定された仕

方で類同化されているということにはならない。この類i司化ということが， 我々の

魂がこの或いはあのものを特定的仕方で認識するということのために要求されるの

である。というのも， 認識は， すべて， 認識者においである認識対象の類似像によ

ってなされるのだからである」と。 ここで言う， í乙のことからはまだ云々 J は，

「特定的対象に限定されない認識を有しているJ ということであって， トマスはつ

まり， 非質 料的魂が可知的なもの， RPち知性認識され得るものなることを予;[tして

いる乙とを示すであろう。 もとより然し， 魂において 始めから可知的形象が存して

いるわけではない。特定の， 例えばJ馬とか人とかの対象の可知的形象が存している

のではない故， 魂は決して現実的に知性認識しない。 魂は自己の可知的視界におい

て見るが何も見えない。このかぎり， 魂も能動知性も可知的ではあり得ない。しか

し， より根源的で， より深い意味で知性的魂は可知的であると考える外， 能動知性

の働きが理解できない。知性はいわば可知的空間， 可知的視界の如きもので， そこ

に特定の可知的形象が存しない閲は認識ということは起らぬが， 可知的形象が受け

取られる や認識するカを， 知性的魂全体が持っている。能動知性は魂のかかる性格

に由来するのであろう。

能動知性の基体なる魂は， 根源的仕方で可知的なものであるが ， 表象{象は， 乙れ

に対し質 料的制約のゆえに現実的に可知的なものでない。魂は非質 料的なものゆえ，

そこから由来する能動知性の働きが表象像に作用して， それを自己に似たものに，
(52) 

即ち非質 料的なものに， 従って可知的なものにする。かかる作用は照明 i lIu minatio
(53) 

と言われ， 乙れに対応する能動知性の力が光と言われる。

(ii) 次は， 魂が可能態， 表象像が現実態という関係。知性的魂は可知的であるに

せよ， 特定の 物体的なものの本性の類似像を欠いており， 未規定的なものとしてあ

るに対し， 表象像にはそうした規定が存する。知的魂は， 能動知性の力によりこう

した表象像から可知的なものとして抽象された形象を受容する力を持っており， 乙

の力がまさしく可能知性に外ならぬ。かくて， 表象像において対象の規定が現実的



142 

にあるに対し， 魂においてそれは 可能的にある。

以上の如く， 第ーの観点は 可知性という観点， 第二の観点は特定の対象の規定と

いう観点である。 かくて， 能動知性と 可能知性は， 始めは白紙状態 tabula rasa に

おいてありながら， しかし身体 から独立した)1'1.'1料的存在をどJつhrJーの知性的l宛も

しくは粘1'1jlを根源としてそこから山米し， そこを基体とする， 二つの能力なること

が判明する。これら二つは， 魂と実体的Kf足る二つのものではなく， 実体的なもの

として考えるべきものはむしろ知性的魂である。能動知性， 能動知性の光， 能動知

性の力と呼ばれるものは， 魂や 可能知性と独臼な尖体でも， fiíJらかの働きでもなく，

知性的魂lζ生来そなわっている力である。1，，]ーのものが尖る働きをなす二つの力を

持つことに不都合はない。なお， 知性的魂が知性と呼ばれるように， 可能知性の根

源としての魂を 可能知性， 能動知性の根源としての魂を能動知性と呼ぶζとができ

ょう。

だから対象は表象像を介して可能知性に達する。だがこのことは， 知性と感覚

とが人聞において結合しており， 共同して働くことに基づいている。すなわち， 能

動知性は表象像を照明するが， 表象像は表象力なる感覚においである。従って， 拙

象は， 身体と魂とよりなる人間全体の業である。知性とJ必見全体の業であり， 双方

は相互に働きかける。rc表象像が)照明されるとは， ちょうど感覚的部分(即ち感

党能力) が知性的部分(即ち知性的能力)への結合によってより強力なものとなる

ように， そのように表象像が能動知性の力によって， そこから 可知的観念 intent io -
(54) 

ne s が抽象されるに 適したものとなるということである」と言われる。認識する感

覚の力が， 同じく認識するものの側にある知性の力により強化されるのに応じて，

対象の側にある表象像も， 何らかの意味で対象の側にある 可知的な能動知性により，

可知的なものに接近すると考えられる。認識されるものの形象は認識されるものに

おいであるのだからである。

こうして， 能動知性と表象像とが人聞の知性認識を成立せしめるのだから， ζの

二つが知性認識活動を引き起す能動因， 作用因である。しかし， r働きの主要性は，
(55) 

表象像lこではなく能動知性l乙帰せられ」ており， 能動知性が， 主要的能動者pr in-

cipale agens ，第一 次的能動者pnmum agens であるに対し， 表象像は道具的能動者

agens inst rumenta le，第二 次的能動者agens secunda r ium，因の素材matena causae 
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(56) 
であるとされる。 それは可知性の比地からみての俊位性である。表象像は先ず能動

知性の光によって 始めて， 可知的レベルにまで引き上げられ， それによって 可能知

性を]例flづけることができるようになるからである。 トマスKよると乙乙 fC， 知性

は乏のえJ公をJぷJJ:から�けるにもj!:リらず， iìif乙wJ!ぷ的性質を認識するにとどまらず，

"J感的なもののみ;，とlをJ)，lえるに亘るJlJl山があるとされる。知性は表象i知こ向うこと

によって， そこに「人」とか日出とかの何性 quidditas を読みとる intus legere 

乙とができる。 さらに進んで， 知性は， 可感的なものの考察を通して， 神lζ関する

Mf'Jかの認"訟にまでiiしねるのであって， 乙うしたことも， 知性認識の因が感覚プ
(58) 

テス知性であることによるとされているQ

なお我々は， 表象似を可知的ならしめることにより知性認識するのであり， それ

は知性が表象{象の表現する個体的質料を捨象したから， 可知的形象は個体化の条件
(59) 

を欠いており， 知性は対象の程的普遍的側面を認識するのであって， その結果知性
(60) 

はi出i極的観念を形成する。にも拘らず， 知性認識の間表象像はとどまっており， そ
(61) 

れはr'JI:邸内かつ制的なものである。知性は表象像lζ向いそれと連結していることに

よって， 立ちj'，åりという仕)jで個を似えるとされているL それが欠けるなら， 知性

は凶イJ対象を， 日IJち質料i1'�な他的なありえiをするものの本性を， そうしたものとし
(63) 

て捉えていないのである。そのかぎり， 知性が表象像iこ向うことによって行われる

知性の認識は， 現実的には個体の認識を合んでいる。 トマスのこうした抽象論は，

人間知性の視界が表象像にlí'.lっていて， そζにおいて知性認識せんとしているもの

の本性を制祭する inspicere という体験的事夫の説明である。

以上によってはしかし， 抽象によって明らかとなる認、識内容の性格は明らかでな

い。それを見るためには， 特lζ『ボエチウス三位一体論註解j fζ 詳しい概念的 次元

での抽 象論を見なければならない。
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