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トマス的認識論に於ける個別者の問題
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一般にトマス的
認識論は普遍者 unive rsalia の 認識に終始するとされて
L、る。
ところ で， 外的pJ.界に於けるすべての 現実的存在は， 個別的なもの であ
り， 特殊的なもので争る。 われわれは個々の何らかの 「
もの 」 を感覚する
の
であって，

Iもの と云うもの 」を感覚するの ではない。 存在 を思、惟に於

て見出すデカルト流の 観念論
者は知 らず， 存在に於て思惟を見出したトマ
認識 を等閑視し， 単に質料的原因とし
スが， 個別 者 sin gularia の珂性的
、 た のみ
ての 位置 にとどめ
であったとは考えられないの である。

凡そ， トマス|刊
認識論によれば， 人間の 理性的認識は， 感覚に与えられ
る外的事物の形相 spe ci e s se nsibili sの 印刻と， それに対して働く能動理性
杓
int e lle ct us age ns によっての存在の 可知;
形相 spe cie s int e lli gibili s の抽
象， 現実態 act us としての可知 的 形相 の
可能理性 int e lle ct us possibi1i s に
於ける 形相的実現による存在 の
本質要素概念の 把捉， 判断に於けるかかる
概念、の 分離結合による存在の 複合概念、の 構成， そして最後に， かかる概念、
の 客観性の 検証と云う 五段階を経て達成せられるの
で あ る が， かかる過
程に於て， 感覚によって受容せられた事物に内含せ ら れ る ところのもの
spe cie s se nsibili s を， 普遍的にして 可知 的なも
の spe cie s int e 11i gibi1i s と
する能動理性の 働きが介在することから， 恰もトマス的認識論は， 普遍者
のみを認識 することに終始するかの如く考えられるの である。
然しながら， われわれの認識対象に対する知的 把捉が深まれ ば深ま る
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程， われわれは対象をその個別的， 具体的実在性に於て認識する。 人間的
認識の完成は， 本来， 現実に実在する事物を 知 る こ とでな け れ ば なら
ないからである。 われわれが切に知 り た い の はソクラテスその人であっ
て，その本質概念としての人間 一般ではない。 それにも拘らず，たとえわれ
われの理性が窮極的に実在を認識するようになるのは， 実在との対応に於
てある可感的 形相によってであるとしても， そこには， 能動理性が捨象し
て可知的 形相を産出する質料的制約を包含している。 即ち， 可能理性にと
って可知的対象とな り得るものは， 能動理性によって抽象せられた可知的
形相のみであって， この意味で可感的 形相は 現実的に不可知のものであ り，
従って叉， 質料に於て在る個別 者が 現実的に可知的であることもあり得な
いのである。

認識に於て理性は， 自ら 把捉したところの形相を表示するものとして表
象するので あ る が， かかる形相species

expressaは能動理性によって抽

象せられたものである限 り， もはや直接に実在対象との接触はもっていな
い。 そればか りでなく， 具体的， 可視的に対象を再 現することもできない
のである。 かくて理性は実在する事物との連鎖を断ち切られたのであろう
か 。凡そ， 表象としてのspec ise

expressaは， 記号に他ならない。 一般に

記号とは， 他の或るものを表するために用いられるものであ り， 何らかの
仕方で意味を伝達するところのものである。 ところで， 国旗が国家を象徴
し， 鎚が働く 者を象徴するように， 全く用具的な記号がある。 かかる意味
での記号は， 恰も打ち下された鎚が， 働く 者の作用を伝えると云う仕方で
意味を伝えるものであ り， それは作用 者に固有のものではなく， 文或る種
の表象でもなくして， 全く外在的なそれ自身の実存を もっところのもので
ある。 之に反して， 記号・であることがその全本質であるところのもの， 換
言すれば， 表象することがその本質であるような記号がある。 それは意味
を伝えるためにのみ存在し， 認識能力に内属する性質としてのその 客観的
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実存は， 或るものの客観的表象であると云うその役割に随伴するのである。
扱て， 認識の働きに於て， 理性によって産出せられた 形相は， かかる形
式的記号 であって， 用具的記号ではない。 若し用具的なもの であったら，
理性は実在を 認識することなく， 何らかの象徴の 認識を以て終ることとな
る であろうが， かくては理性的 認識 の
目的は遂に完成せしめられないこと
となろう。
ところ で， かかる記号としての 可知的 形相が， われわれ の
理性的 認識の
対象そのもの であるのだろうか。 凡そ， 意識は外的対象が先ず 把捉せられ
た感覚的 認識からの抽象の後に， それらの対象を再現せねばならぬが， そ
i
の際， それによって対象が表象せられる非質料的な相似性s im litud
oが即
ち species

xpre
e
ss a なの である。 従って若し， われわれの 認識するもの

が， 意識内在的なかかる 可知的 形相のみ であったとしたら， 意識外に存在
する事物を取り扱い得る学問は存在しないと云うことになるであろう。 即
ち， 可知的 形相は， たとえそれが 可能理性にとって固有の可知的対象 であ
るとしても， Iそれによって理性が 認識するものとして理性に関係せ ら れ
ると云われねばならない 」 し，又， I理性が自らを反省する時に第二次的に
認識せられるもの であり， 第一次的に 認識せられるものは， それの形相が
(4)

相似 である事物そのもの」に他ならないの である。 かくて 可知的 形相及至
概念、は， それが一方では志向的及至非質料的に存在する 形相であり， 他方
では質料的事物に具有せられ， 質料的に存在する 形相であると云うこと，
約言すれば，それの実存の仕方が異なっていると云うことを一応括弧づけさ
えすれば， 形相そのものとしては実はわれわれの意識の外にある実在性そ
のもの であるとさえ云い得るの である。
然らば， 可知的 形相がそこから抽出せられる， 感覚に 印刻された外的事
物の形相spe cies impressaは， われわれの感覚的 認識の本来的対象である
のだろうか。 われわれが 何かを見る時， 可視的対象そのものを見るのであ
って，spe cies

impress a を見るのではない。 このことは 恰も 認識が全て非
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質料性に基づ いて行われると云うことと矛盾するかのようである。 即ち，
形相はその物体的実存の様 式に於てではなく， 志向的様 式に於て認識者に
(5)

存するからである。 然し， われわれが 単なる写像im
a go を見ているので
あって，実在を見ているのではないと云ったとしても， われわれの感覚が実
在と真に対応しているか否かの確証をもってはいない。 寧ろ， われわれは
現実にさまざまな写像を通して実在を見るのであ り， この事実からして，
可感的形相に物体的在 り方と志向的在 り方との二つの実存様 式を措定する
ことができるであろう。 これは恰も表裏同じ模様のある械麗を両面から見
る 如きもので， 現実に二つの局面は実は 一つの同じものを意味しているの
であって， 物体的形相と志向的 可感的形相とは， その実存の住方に於ての
(6)

み異なってお り，形相としては実は同ーのものと考え得るのである。 即ち，
可感的形相は感覚的認識の本来的対象ではなくして，外的対象の質料性とは
異なった質料性に於て存在する外的対象の表象であ り， 対象に現存してい
るところのものを認識者に再び表象するところのものである。
かくて， 明らかなことは， 第ーにわれわれの理性は実存する個別者に対
して， 感覚能力を通して或る種の連続的関聯をもち得ると云う こ と で あ
る。 もとよ り理性が普遍的且つ必然的に 可知的対象を認識するものである
かぎ り， かかる関聯は器官的連続でもあ り得ないし， 認識の同 一様 式に於
ける連続でもあ り得ない。 然しながらそれは， 理性が意識の感覚能力に於
てあるそれ自身の作用の起源へ還元すると云う仕方で， 認識作用としての
意識に於て又意識を通じてある関聯なのである。 第二にわれわれの認識の
対象であるかの如き形相は， それが 可感的なものであれ， 可知的なもので
あれ， 実はわれわれの認識の本来的対象， 即ち，
quo
d で はなくして， それを媒介として，
ころのものJ
とである。

í認識せられるものJ

id

即ち「それによって…ーすると

id quo として 単に方法的な対象であるにすぎないと云うこ
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扱て， 可知的 形相は， たとえそれが感覚に原因せられ， 感覚に対応する
個別的実在性から抽象せられたものであるにもせよ， その非 質料性の故に
普遍者としてのみ 可認識的である。 従って個別者の認識は愈々困難の度を
加えるのみである。 然しそれ故にこそ， われわれは更に普遍者の実存する
仕方について考察しなければならない。 この問題に関する唯名論と実在論
との対立は既に久しい。 ところで， アリ ストテレ スのや説に基き， 中庸的
実在論をとったのはトマ スであった。
何故に実在論であるかと云えば， 意識によって抽象せられた普遍的 形相
は， 事物に於て実存するところの形相に対応すると考えられた か ら で あ
り， 叉， 何故に中庸芝、あるかと云えば， 形相の実存の普遍的様 式が事物に
於てではなく， 唯意識に於てのみ存すると考えられたからである。 何とな
れば， 普遍者と云う名辞は， それが普遍者の概念を
、 基礎づけるものとして
の共通の本性を意味する場合と， ぞれ自身に於て考察せられるものとして
とられ得る場合と二つの仕方で考えられるからである。 例えば， 普遍的概
念によって表わされる 「
人間性」 と云う本性にしても， それが自 然的実在
に於てある場合は個々の人聞に固有のものとして 質料的存在であるし， 理
iftに於てある場合は非 質料的存在となるであろう。 従って， かかる本性が
自 然的質料に於て実存する場合は， それは 質料によって個別化せられてい
る故に， 普遍的概念、を附加し得ない。 何となれば個別的質料からの抽象に
よってのみ普遍的概念は 構成せられるからである。 本来的に云って，

í普

遍概念法普遍的本性が理性に於て実存をもっ時にのみ述語せられ得るので
ある 」っ
ここにトマスのこの問題についての結論を引用しよう。 「普 遍 者はかか
るものとして精神に於てのみ実存する。 然し，それに普遍的概念が附加せら
れる木性そのものは事物に於て実存する 」。 かくて，本性そのものを意味す
るところの共通の名辞〈例えば人間〉は個別者について述語し得るが， 普
遍的概念を意味するところの名辞( 例えば人間を表す種概念そのもの〉は
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個別 者について述語し得ないのである。
その自 然的実在に関しては個別的状態に於てあり， それが精神に於であ
る場合は普遍的状態に於て考えられると云う形相の二重の実存性格によっ
て， 個別的実在性は， そこに理性の可能的， 可知的， 普遍的形相が基底的
に実存しているところのものであり， かかる個別的実在性への感覚の 分与
によってある感覚的認識が， たとえ完全な意味でではないにしても， 理性
(9)

的認識の原因であると云うことが， 極めて重要な意味をもっているのを首
肯し得るのである。
かかる普遍者が非質料的であると云っても， 人間理性の本来的対象である質料
的物
事 の形相である限り， 全体形相forrna totius として， 自然的事物の含む質
料を包括していることは見落されてはならない。 cf. Thornas Aqinas : De ente
et essentia， caput， 3.

※

われわれの理性的認識は感覚的認識によって制約せられる。 理性が認識
の素材を抽き出すのは感覚的 現象界からであるが故である。 然しながら，
さきの考察によって明らかなように， 意識に直接 把捉せられる形相は， そ
れによって対象を感覚し， 更に叉， それによって対象を認識する方法的な
ものでしかない。 かくて， われわれの理性認識の本来的対象は， 感覚によ
って与えられるところの， 質料に於て個別的に存在する事物そのものであ
ると云わなければならないであろう。 然し， こ の こ と よりしてわれわれ
は，

í明性は， 質料的事物に於である個別者を直接的且つ第一に認識する

ことはできない。 ……却って……理性は， 直接的には( 事物から抽象せら
れた〉普遍 者のみを認識する」と云う，

トマス的認識論の基本酌原理を 如

何に解したらよいのであろうか。
この問題を解決するため， 先ず， 能動想性によって抽象せられた普遍 者
としての可知的形相が， 理性的認識の本来的対象ではなくして， 方法的対
象であることを可感的形相と関聯せしめつつ考究した。 次に， かかる普遍
者が一方志向的に普遍 者として理性に存在し， 他方実在的に個別的事物に
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存在することを明らかにした。 最後に普遍者によっての認識が 何によって
その 客観性， 現実性を 検証せられ得るかを明らかにしようと思う。
可知的 形相によっての認識が第ーにもの rse を認識することにあるとす
るトマスが個別者の認識について 如 何に多大の関心と努力をはらったかは
次の引用によっても明らかである。
トマスは， 如 何にしてわれわれの理性が個別者と接触し得る か に つい
て， rわれわれの理性は表象との何らかの関聯によって個別者を認識する」
とか， r.f里性は， 普遍的本性乃至本質を自らを拡張することによって直接
に認識する。 然し理性は， 可知的 形相が抽象せられる感覚的表象へ還元す
る限 りに於て， 反省によって個別者を認識する」とか， 或は又，

rわれわ

れの理性は， 直接には普遍者のみを認識する， 然しながら間接的に， 或る
種の反省によってのように， 個別者を認識することができる」 等々種々難
解な説明を試みているのである。
扱て， われわれは既に， 理性がそれから 可知的 形相を抽象する質料的存
在についての素材を集めるために， 屡々感覚を使用することを知っているc.
ところで， この抽象せられた本質概念は 如 何にして 検証せられ， 実在に対
する現実的認識は完成せられるのであろうか。 この問題の解決には， 人間
理性の固有の対象と， 人間的認識の固有の機能とを考察する必要がある で
あろう。
肉体と精神とから合成せられた人聞の置か れ て い る世界は， 各々その
固有の形相を有する質料的事 物から合成さ れ て い る字宙であ り， これら
自然的事 物を 特殊ヒ{ し個別化する原理は， 各自 然 物 の 有 す る 特定の質料
m at erias i gnat a である。 それ故， 肉体的制約をともなうわれわれの理性
の固有の対象は， 純粋精神のそれのように質料から全く離存した本性では
、
なくして， 物体的質料に於て存在する本性であることに注目しなければな
らない。 かかる本性は個別者に於て在 り， 従って個別的事 物の本性は個別
的に存在するものとして認識せられる以外， 認識せられ得ないのである。

トマス的認織論に於ける個別者の問題

99

ところで， í認識の対象は， 認識能力に比例的に存在する」。 即ち， 物体
的器官の作用である感覚能力に対応する対象は， それの規定によって個別
者が存在する原理として 物体的事 物に実存する形相である。 従って， 感覚
能力の認識するところのものは質料的個別者である。 これに対して， 肉体
的器官の作用ではないにしても 肉体の形相である精神の能力に外ならない
われわれの理性にとって， その認識の固有の機能は， 物体的事 物に個別的
に実存する形相を， 個別的質料に於であるものとしてではなく認識するこ
となのである。 而もこのような認識は， 感覚的表象によって表象せられる
ところの質料的事物から， それが内含する普遍的要素である形相を非質料
的に抽象することによってのみ達成せられることは既に考察した通 りであ
る。
実在に則してわれわれの認識の本来的対象を探究すれば， それは個別的
事 物の本性であ り， 認識の機能に則して考察すれば， 非質料化せられた普
遍者としての形相以外のものではあ り得ないと云う， 感覚と理性とのこ重
の性格によって形成せられる人間的認識は，かくて常に不完全から完全への
道を前進する。 即ち， われわれの理性は， 可知的形相を抽象することによ
って， 質料的事 物の本質を普遍的且つ直接に認識したのちに， 個別的事 物
に於て存在するかかる普遍的本性を現実的に 把捉するために， 再び感覚的
表象に還元しなければならなし、のである。 検証による認識が， 判断的 構成
物である 複合的存在概念と実在的事 物との対応に於ける近似性 assi mi lati o
によって， よ り有効なる認識へと進展せしめられるものである限 り， 人間
理性は， 自らの認識の 客観性を 検証しつつ， 全く可能態に於であるその最
初の状態から， 対象のよ り完成せられた定義的 把捉へと進むのである。 人
間認識が経験的であ り(c ogni ti o xe pe ri m e ntali s)推論的である (c ogni ti o
di scursi va)所以lままさにこのことに外ならないのである。
かくて， 注意せられねばならないことは， 対象を現実的に認識すると云
っても， それが決して個別者そのものの認識とはならないことである。 わ

1ω

れわれは 如 何にしても， 真に学問的な 判断を個別者そのものに対して下す
ことはできない。 個別者としての個別者の何であるかを的確に決定する原
理は個別的質料であるのに反して， 学問的認識は常に抽象による普遍的原
理を要求するからである。 即ち，

1"知性は可知的形相によって直接に普遍

者を認識し， 感覚的表象によって表象された個別者を間接的に認識する」
のである。
然しながら， 上述の三つの点， 即ち可感的， 可知的形相が di quoであ
ること， 普遍者が二つの異なった実存の仕方をもつこと，及び 検証が感覚的
表象への還元に於てなされねばならないと云うことによって，

トマスが理

性的認識に於て 如 何に個別者を重視したかは， ほぽ明らかとなったかと思
われる。 にも拘らず， われわれは， 非質料的， 普遍的， 且つ必然的な理性
ceに個別者を
t
の認識を通して， 内合的 implci e且つ非
it
判明的 ind istin
認識する以外にないであろうが， この事は， 個別者の認識が実は理性的認
識以外のものにゆだねらるべきことを暗示しているかのようである。
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