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知性の単一性について
アヴエロエス説とトマスの反駁論

田

中

千

里

トマスは神学スンマの多くの個所でアヴェロエス説を批判し，r注解者のζう言う
理論は多くの点で間違っている。」と述べて，

o ment a t o r即ちアヴエロエ
注解者c m

スの論説の広まることを防ごうとしているが，特に「知性の単一牲についてのアヴエ
ロエス派反駁論」では「アヴエロエスの論説から起源を得ているととろの知性に関
する誤りが，

実際かなり以前から多くの人々に広まっている。 それは，

アリストテ

レスが可能的と呼ぶと乙ろの知性を質料的と不適当な名称で呼び，その知性を存在
において肉体から離れたある実体とし， それを形相でありながらある様式では肉
体と結合していないとして， 更に， 乙のような可能的知性がすべての人間にとって
単一であると説く乙とに努めている。 」と述べている。
乙の反駁論はトマスによってAver roi tsa の名称で初めて 呼ばれた人々に対して
為されたものである。乙の反駁論と，

アヴェロエスの作品とを比較して， 解釈と見

解の相違を考察してみようと思う。
トマスは次のように言う。「アリストテレスがデ・アニマ第二巻において「魂は自
然的， 有器官的物体の第一現実態である。41 2b J
5 と述べて示した最初の定義が受
け入れられるべきである。乙の定義はあらゆる魂に当てはまるのではない等と誰も
語ったりすることのないように一一何故なら， r魂が何で あるかとのことが真に一

必 。Hこの一般的性質から知

般時べられた。 412b 叫と彼が語っているからで

(3)

的なる部分が除外される等と言われるととのないように一一」
アリストテレスのデ・アニ7は， 種々なる論説を集めて批判を加えることによっ
て構成された書であるから，必ずしも首尾一貫せる完全な理論体系をなすものでは
なく， 多くの疑問と種々なる解釈が生ずることは言うまでもない。しかし，
は「一一ことのないように nefrote -- Jと疑問や異なる解釈を封じて，

トマス
アリスト
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テレスのテキストの他の個所の論説を引用し， 唯一の正当なる解釈を確立しようと
する。 反駁論は論争の書であるから，

とのような形式がとられたにしても，

論証的

な完結せる一大論理体系を示そうとするのがトマスの特徴である。
アリストテレスは自 分の作品を完成されたものと考えず，
分の作品を「探究fσr:op{o:
べてゆくこと，

であるから，

デ・アニマの冒頭で自

4 02a 4Jと控え目に呼んでいるが， 乙れは， 疑問点を調
完結せる体系ではなくて， 更に論説の展開する可能性

のあるととが示されているのである。アリストテレスが明擦には語っていないとと
ろから， アヴェロエスの特徴のある解釈と論説とは始まっている。それは正に探究
と呼ばれるものであるが， それはトマスが封じようとした疑問や論説でもあった。
アヴエロエスはデ・アニマ注解の中で次のように述べている。 「魂のすべての部分
が離されるととは出来ないとのととが，

との定義から明らかにされたとは恩われな

い。一一しかも理性的能力について述べる場合l乙我々はそれについて言っている
のである。JI[アリストテレスは]rしかしながら， それ〔知性〉は魂の別の類であ
ると恩われる。 41 3 b2.1
5 と述べた。 もしも知性の構造がこのようなものであれば，
魂のすべての能力の中で， それのみが肉体から離されることが可能であり， 丁度永遠
なるものが離されるように，

肉体の消滅によってそれは消滅させられないのでなけ

(5)

ればならぬ。JI知性は魂ではないから，
あるけれども， 離されているか，

[肉体から7離されているととは明らかで

いないかとの知性について知られていないととを

明らかにするにあたり， [アリストテレスは〕 知性が魂の他の部分とは相違してい

ゑ

るととを述べようとしたのであ

」

アリストテレスの多くの作品， 特にデ・アニ7について， アヴェロエスの注解書の
ラテン語訳をトマスは読んでいたと恩われる。乙の注解書の中の解釈について，
e sr e Jと非難し，
マスは「注解者が間違って comment a t ro pe rv

ト

次のように述べる，

I[アリストテレスは]， 知性は魂ではない等と注解者とその追随者達が間違って説い
ているように，

(7)

示そうと欲して言っているのではない。 JIそして可滅的なるものと

永遠なるものとが一つの実体の中で調和する乙とが出来るとは思われないから，
の部分においては，

これ〔知性〕だけが，

体から分けられるのではなくて，

が2

魂

注解者が間違って説明しているように肉

実に魂の{也の部分から分けられるのであると恩わ

。 」そしてデ・アニマに基づいて語る。「知性について，

ここではその研究を止
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めて〔アリストテレスは〕 何も言わない。 魂の他の部分については， それらが場所
において分離可能ではなく， 概念において別のものであることは明らかであると語
(9)

っている。Jí(アリストテレスが〉一般的に魂を定義した時， その能力を区別し，
『魂の諸能力とは， 栄養的，

感覚的，

欲求的，

場 所 に よ る運動 可 能 的，

思考的

intell ec tivu m(能力〕等である。414 a31，...，. 32 .Jと諮っている。『そして他のものには，
例えば人聞においてのように， 思考的〔能力〕と知性が備わっている。414b18.lと
つけ加えて区分を説明しているから，
乙の故に知性は，

思考的〔能力〕が知性であるζとが知られる。

肉体の現実態である魂の能力と考えられてし

は肉体なしには存在 しないが，

知性は離れているo intellect us es t s ep ar a t us 429b3

，.._，4jアヴエロエス派はその誤りを 支えるために，
一番終りの言葉を取り上げ，

i弘 JilF感覚的〔能力〕

知性が魂でも，

特に〔アリストテレスの〕 乙の

魂の部分でもなく， 離れたある実体で

あると主張しようとしている。」トマスの用いたデ・アニマのテキストは同じドミニ
コ会所属のモJレベカのギヨムG uill a ume de Mo r bek e によってラテン語訳されたも
ので， その中の s ep ar ari， s ep ar a t us 等 は何れも，

離すG r.χωp!ÇωL at. s ep aro，

分けられることs ep ar an，

から派生したラテン語であるが，

独立した s ep ar a t us 等

の意味に解釈してトマスは次のように述べる。「感覚的〔能力〕 は肉体なしには存在

一一ー

しないが， 知性は独立している。

知性は肉体の現実態である魂に属するもので

あるが， それにもかかわらず魂に属する知性は，
肉体の如何なる器官も
有してはいない，
疑いなく明らかであると思ゎ

必

魂の他の能力が
有しているように

とのことがアリストテレスの言葉から全く

。」

アリストテレスが魂の能力のーっとして示した 思 考 的〔能力) Gr. åeal107)'rllc611
はトマスの用いたラテン語訳ではintellec tiv um(アヴェロエスではdis ting uens又
は vir t us cogi t ativa)で，

知性νOÛ<;は intellec t us であるから， ラテン語の語形か

らも思考的能力と知性とが同じものと考えられる理由があった。 しかしアリストテ
レスは「思考的〔能力〕と知性 」と並べて， τô /Ca， (Eng. bo th ，.._， and，.._，Jとしてい
るから， 両者を同じものと考えることには無理がある。 アヴエロエスは「それ〔知
性〕は魂でもなければ，

(13)

魂の部分でもないと考えられる。 」と，

トマスの非 難 する

解釈を示してはいるが， 必ずしも誤ったアリストテレス解釈と言うことはできず，
次のように述べている。 「アリストテレスにとって思考的能力vir t us cogi t a tiva(ト
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i
tcvum)
i
di t n
i tcva
i n
i v
di i du als
i であり，
マスでは ntelle
とは個別的判別能力 v ri t us s
一般的こ
l ではなくて個別的にだけものを判別する能力である。 ー一一思考的能力は感
覚的事物の意味を， その表象された影像によって判別するところの能力以外のもの

ー一一 乙の故に思考的能力は肉体の中1L存在

ではない。

する能力の類に属する。アリ

ストテレスはその著作の中で個別的判別能力を四つの順序で位置づけた時， 即ち最
初に共通感覚， 次1L表象能力， 次に思考的能力， 次r
t 記憶能力を置いて乙れを説明
した。 一ーとの故に，

とりわけ人聞は思考的能力をもっているが，

とれはその能力

s i
s
d ti
n tci
va とする乙とではない。それ〔理 性 的
を理性的判別〔能力)rat oi na bli i
事j別能力〉は実に個別的ではなくて， 一般的な意味を判別するのである。乙の故に
それが，

もしも肉体の中の能力であるとすれば，

四つの能力の中の一つであって肉

体的器官をもつことになるか， 或は四つの能力とは別の個別的判別能力となるが，
(14)

それが不可能な乙とは既に述べられたことである。J
アヴエロエスは，

肉体と結びついて感覚的なものと関 連する能力ι肉体から離

れて理性的で一般的なものと関 連する能力を区別するが，

これはある意味で経験と

ern unf
t の役割とを分
erst an dの役割と， 経験から離れた理性V
結びついた悟性V
i a
けて考えた近代のカント哲学を連想させる。 アヴェロエスにとって理性的魂 an m
i tell ec
t us の乙とである。 単tr魂 anima と呼ばれてその能力
rat oi nal i
s とは知性 n
と考えられるものに基づく感覚的で個別的なものの領域ではなくて，

より高い一般

的なものに関 する領域が知性によって問題とされているのである。
o ni
s
アヴェロエスは次のように言う。「理 性 的 魂 の中 には能動的能力v ri t us a tci
と受 動的能力v ri t usp as
sin
os
i とのこつの区別が為されねばならぬ。そして両者と
もその部分は生成も消滅もしないと彼〔アリストテレス〉は語っている。J r受けい
れを行なう質料的知性は受 動的能力の類に入れられねばならない。Jr次に〔アリス
トテレスは)r認識する以前において， それ〔質料的知性〕 は存在 するものの如何
3J と語った。即ち，
なるものでもない。 4 29a2
な質料的形相のあらゆる意味であるが，
如何なるものでもない，

この故に可能態においては普遍的

現実態においては認識する以前に存在 する

と言うのが質料的知性の定義である。Jr理性的魂は表象能

2

力の中時る意味を考えようとす

。」「表象の意味は可能態同ったのだが， それ

が現実態において知的なるものにされた場合にのみ質料的知性を動かす。このこと
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によってアリストテレスは能動的知性をおかねばならぬとしたが， 能動的知性とは

ん

この意味を可能態から現実態lζ引 きだ、すものであ

「能動的知性は可能態吋る

意味を現実態の知的な意味となし， 従って質料的知性がそれらの意味を受けいれる
ことになる。一一一 質料的知性は能動的知性によって完成されて合体するが，その時

包

にわれわれも能動的知性と合体するのであ 。Jr知性については三つの部分が存在
し，その第ーは受けいれる知性i ntell ec tus rec ipi e ns C質料的知性i ntell ec tus ma te
rialisJ，

第二は活動させるもの eff ici ens C能動的知性 i ntell ec tus ag e ns】， 第三は生

成されたものfac tum C理知的知性i ntellec tus sp ecu!a tivusJが存在 し， 実際第三の
ものはある様式では生成消滅するが，又 別の様式では永遠 であると考えられるべき
である。Jr質料的知性はあらゆる個別的な人簡を通じて数において単一で=あり， 生
成も消滅もしないが， 現実態においてそこに存在 する知的なるもの(それは理知的
)は個別的な人聞の数によって 多 数 であり， 個別的な人聞の生成消滅
知性である。
(22)

によって生成消滅するのである。」
しかし， 神学スン7の中で「との人間が 知性認識する。 何故なら， 知 性 的 根 源
pri ncipium i ntell ec tivum がその人自身の形相であるからである。一一 実 に 知 性 認
(
。」と 述 べ
識しているのが自分自身であるとのことを， 誰でも 経験から知ってし

花

てト7スは， 知性認識をするものがζの個人， この人間であって， 個人以外の多数
の人聞に共通するものではないことを自分自身の経験からの自覚と確信によって語
ろうとする。「アヴエロエスの 論説に従うならば，

ぷL

よって結びつくのでは
(25)

知性は人間とその人間の誕生に

。」「乙の人聞が知性認識するとのととに対して， この結

びつきは充分ではない。」と述べてトマスは， アリストテレスの 形而上学から引用

dL Jと尋ねるが，

して「それでは人間を 単一のものとしているのは

との場合C
I

トマスは自分自身の認識のはたらきに関 心を寄せて考えているように恩われる。 「実
にわれわれが知性認識するのでなければ， 知性について決してわれわれが尋ねると
とはない。知性についてわれわれが尋ねる場合，われわれがそれによって知性認、識す
るものについてとは 別の如何なる 根源についても 尋ねるζとはなし

し

」と語るト7

スは， 近代哲学の 用語ならば，観念的な 本質存在 ess entIa よりも， 自身の 現実存
在 ex is tentia !C対して問いかけのなされる実存主義に近づいていると言うことが出
来るであろう。 神学スン7 において「魂は自らがそれにおいて 自存する 存在

esse
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を肉体的質料に伝えて，

その質料と 知性的魂とからーなるもの u n um ができてい

るのであり， そこでは複合体の全体に属している存在 は， 実IC魂そのものにも属して
いるとの乙とが述べられねばならない。 このようなことは自 存するものではない他
の形相においては起り得ない。 そして， 乙の故IC 人聞の魂は肉体が壊滅しても，
れ自 身の存在 において存続するが，
(28)

のである。」と述べて，

そ

しかし他の形相においてはそのようにならない

肉体と 魂の複合体である 人間を単一のものとしている存在

は魂だけが自 存する場合の存在 と同じである，
のものであるにしても，

と説いているが， 乙れはトマス独特

問題のある見 解であって， 理論と言うよりは信仰である。

個人の肉体が壊滅しても，

魂がその個人と同じ意味において存続するとの宗教上の

信仰をアリストテレスの学術用語によってトマスが哲学的に表現したものであると
言ってもよいであろう。
アリストテレスのテキストは能動的理
性について「そして乙の〔能動的〕 理性は
離れている。lCal o�roç; Ó J.lOÛ宮Zωpt町内430a 17 Jと 述 べ る だけ で あ る。 理性
νoiJ<;はラテン語では 知性 i n etJ
le ctu sと訳されるが，

ζの部分を「能動的知
性は離

(29)

p ar a b li
i sJとするトマスと異なり， íそしてこの〔能 動 的〕 知
れるととが出来る es

監主エヒゑ
牲は

(30)

a b st
ractu sJと述べるアヴェロエスは文字通り忠実なる解説者であ

る。
i s とトマスは考えているが，
l
e ctu p
s ossib li
受 動的で， 可能的知性 i n etl

質料的知

t i a li sとアヴェロエスが呼んでいるものについてアヴエロエスは，
性 i n et lJe ctu sma er
アリストテレスのデ・アニマのテキスト「可能的である以外にそれは本牲をもたな
い。 従って魂において知
性と呼ばれるものは

一一

それが知性認識する以前には， 現

実態において存在 するものの中の何ものでもない。乙の故にそれは肉体と混りあっ
(31)

と言う乙とでなければならない。 4 2 9a 21，.2....， 4 Jに基づいて次 の よ う に

ていない，

説明する。 「もしも実際に受けいれるものが受けいれられるものの本性を備えてい る
ならば，

その場合には動かすものが動かされてしまう。一一質料的知
性と呼ばれる

その実体は，

その本性の中にその質料的形相については何も持つてはいない。質料

的形相は肉体か肉体の中の形相となっているから，

質料的知性と呼ばれる実体は，

急

肉体でも肉体の中の形相でもない乙とは明らかであ 。J["それ〔質料的知性〕 は自
らを知
性認識する以前には，

存在 する如何なるものでもない。 一一それは可能態に
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あり， 質料的な普遍的形相のあらゆる意味になるのであるが，
能態にあって認識することも把握することもなく，

他方，

第一質料は可

すべての感覚的形相になるとの

(33)

点で， 本来異なっているζとは明らかである。」
アヴ、エロエスは.r離れている，

肉体と混りあっていない」とのアリストテレスの

rma e
言葉を忠実に受けついで， 第一質料に受け入れられる感覚的なる個別的形相 fo
i ndivid u al es を 把握するのは肉体と結びついた魂であるが，

質料的知性に 受 け入れ

r e u niversales を把握するのは能動的知性と質料的知性の両
られる普遍的形相 foma
者を含めての知性， 即ち肉体から離れた理性的魂である，

と執劫K強調するのであ

る。
実体su bst a nt ia と呼ばれ，

しかも理性的魂は 単なる能力ではなく，

肉体から 離

れて独立して存在 するものと考えられる。乙こに可能的知性ではなくて， 質料的知
性の名称が与えられた理由の一つがある。アリストテレスは「実際，
は肉体の外に は存在 しないけれども，

5 と
乙れ〔知性〕は離れている。429b4�J

明瞭に述べている。アヴェロエスにとっては，
うに自 覚されたにしても，

感覚するもの

自 らの認識のはたらきが仮令どのよ

アリストテレスのテキストが出発点であり，

理論の基礎

であるから， 近代哲学の用語で言えば， 観念的な本質存在 を重視するのがアヴエロ
エスの立場であって，

トマスとは対照をなしている。

更にト7スは知性の単ーについてアヴ￡ロエス説を非難する。「可能的知性とは，
われわれがそれによって知性認識しているものであれば，
そのものであるか， 又 は，

知性認識する個人が知性

知性が形相的lと個人lζ内属しているか，

ばならない。 一一個人が知性そのものである，

とある人が述べるならば， 一一〔知

性が単一であれば〕乙の個人があの個人と別人ではなくなり，
の人間となる〔ので不合理である〕。

一一

とすれば.

であると言わね

すべての人々が単一

知性が形相的にわれわれに内 属している

c知性は単一ではなくて〕別々の肉体にとって別々の魂が存在 する乙と

(34)

になる。」
又，
ば，

トマスは，

離れた能動的知性によってわれわれ人聞が動かされているとすれ

能動的知性がわれわれ人聞を道具としての意味で動かしているに過ぎず， 真に

われわれが活動しているととにはならない，

と述べている。

しかしながら， 真こ
l われわれは自 分自 身で知性認識していると言えるであろうか。

知性の単一性について
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われわれは外部から与えられて， われわれの中1<:: 形成された理念に従って考え， 行
動しているのにもかかわらず，

自 分の考えで行動していると感じている乙とはある

まいか。 例えば， 政治的理念や社会的理念においてのように，
いると否とにかかわらず， 強力なる理念はわれわれを縛り，
われわれを動かしているのではあるまいか。
って考えるとは如何なる乙とであろうか。

われわれが意識して
あたかも道具のように

われわれが純粋に自 分自 身で知性によ
これはト7スの「この人聞の知性認識す

る」との考えに対する疑いでもあって， 乙れに中世哲学の用語を適用するならば，
アヴェロエスの理性的魂の単一離在 説に近いものとなるであろう。
アヴェロエスは，

注解書ではなく， 自 身 の 作品「破 壊 の 破 壊Destructio Dest

ructionumJの中で「もし魂が肉体の死に際しでも死なないか， 或いは， 魂の中lと そ
のように死なないものがあるとすれば， それが肉体から分離させられた場合， それ
(35)

は数において単一でなければならない。 Jr質料のない魂を多数とするととは， 哲学
者達の見 解からすれば承認されないことである。
によれば質料であり，

さて， 数的な多数の根拠は哲学者
(36)

数的K多数なるものにおける区別の根拠は実C
I 形相である。 」

と述べているが，r破壊の破壊」のラテン語訳は十四世紀， その出版は十五世紀末で
あるから，

ト7スが読んでいた筈はない。

アヴェロエスにとって単一なる魂は， 肉

体から離れた， 従って質料のない理性的魂， !l.pち知性だけであり， 肉体と結びつい
た魂は個別化されて肉体と共に別々になっていて多数であるから， ト7スが指摘し
ている「すべての人々が単一の人間となる」との不合理は生じない訳である。
トマスは反駁論の終りにおいて アヴェロエス派を 次のように非難する。 「しかし
又， 次に彼〔アヴエロエス派〕 が述べている乙とは一層重大である。
おいて単一である乙とを私は理性によって結論する。

r知性が数に

しかし私は確実に信仰によっ

て反対の乙とを支持する。 」この故に信仰は， その反対が必然的こ
l 結 論 され得るこ
とに関 わっている，

と彼は考える。

しかし， 必然的な真理のみが必然的C
I 結論され

得るのであって， その反対は不可能な偽りであるから，

彼の言葉によると信仰は不

(37)

可能な偽りに関 わることになる。 」
理性による結論は真理であるが，その反対を信仰によって支持する，
は二重真理と呼ばれるものである。
(38)

と言う主張

この主張は結局 その後において「神学の理論は

作り話の上ζ
l 築かれている。 Jr神学を学ぶことによっては何ものも更に知られると
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3

j fi

とはT

説

。」「世界において賢人とは哲学者逮だけで

。」等の神学を否定して哲学

のみを真理とする革命的な学説へと展開したが， 神学否定の危険な学説C
I 展開する
以前における初期のアヴエロエス派の二重真理と呼ばれる主張の中に， 神学を否定
しようとする危険な要素が隠されていることに気付き， 修道会所属の神学教授とし
てトマスは当然それを非難したのであった。
基督教ではなくてイスラム教においてではあるが， 神学や宗教に対するアヴェロ
エスの見 解は「区別の書Ki ã t bfa号Uとの作品の中に見 られる。 とれは十三世紀末
頃にへフVレ語訳が作られたが， ラテン語訳は無かったらしい。
「区別の書」について 注目すべきことは， 神学や 宗教に対する 批判や攻撃ではな
くて， 却って調和が意図された点であり， それによると，i聖典に対する関 係におい
て人々は三つの階級に分かれる。 第一の階級は解釈 t a'wil ζ
I は全く 関 係のない 人
々で， 修辞khi !ã b による階級で， 圧倒的 多 数 の大 衆である。 第三の階級は弁証
jad al による解釈をする人々で，
釈を行なう人々で，

弁証家〔神学者〕 である。

第三の階級は 確実な解

哲学にもとづく証明 b urh ã n による階級であるが，

大衆に対しては勿論のとと，

との解釈は

弁 証による階級の人々に対しでも述べられるべきでは

ない。」とされ， 階級によって別々の真理が考えられているから， ζれは三重， 又 は
二重真理と言うべきであろう。 しかし，
究は，

アヴエロエスは述べている。 「証明による探

聖典がわれわれに示している事柄と矛盾する結論に導くととはない。真理は

真理と対立するのではなく， それと一致し， そ れ に とっ て の証拠となるからであ
る。」とれは言うまでもなくイスラム哲学の基調となっている新プラトン主義の理念，
即ち真理は一つであるから宗教の真理と哲学の真理は一致する筈のものであるとの
考えであるが，次のように具体的に問題が展開される。 「聖典の説明が表面上の意味
において証明による結論と矛盾する場合はいつでも，

もしも聖典が注意深く考察さ

れ， その意味内容が余すととろなく一つ一つ探究されるならば， そとには表面上の
意味に関 して寓意的な解釈を支えるか， 又 はそれに近いものが聖典の表現の中K必
ず発見 される，

と言うことをわれわれは述べる乙とが出来る。」一一表面上の意味が

互いに矛盾するととろのことを聖典の中でわれわれが受けいれる理由は，

調停させ

る解釈へ， 学術の充分なる素養をもっ人々の注意を導くためである。」
アヴェロエスのイスラム信仰の真偽については疑問があるにしても， 宗教と哲学

115

知性の単一性について

との間に生じた誤解11:対して， アヴエロエスが悲しみと苦しみとを感じていたとと
は確実である。
矛盾するものの一方は誤りで， 一方が正しいとする単純な論理ではなくて， アヴ
エロヱスが， 矛盾を別の高度な調停させる解釈へと導くためのものである，

と考え

この理論を人間精神発展の弁 証法として指摘はしなかったにしても，

たとすれば，

コプルストンが「神学と哲学の関 係についてのアヴェロエスの考えは，
考えに似ている。Jと評しているのはもっともと思われる。そして，

へーゲルの

ここにアヴェロ

エスと， 哲学のみを真理とするラテン・アヴェロエス派の相違がある，

と考える乙

とも出来るであろう。
しかしアヴェロエスは十二世紀イスラムの学者である。 その論説における魂の二
重性を，

近代哲学の立場で， 肉体と結びついた魂についての心理学の問題と， 肉体

から離れた理性的魂に関 する超心理学的な形而上学の問題とに区分する解釈には難
点がある。「破壊の破壊」の中でアヴェロエスは次のように述べている。「魂の永生
と多数を弁護する人々は，

魂は微妙な質料，

c alo r an m
i alisからなりたっていて，
魂や， 肉体の中にある魂が存在 する，
要素の中に存在 し，
しない。

ーー

一一ー

即ち天体から流され て い る 生命熱

その中には地上における 肉体を形成する

と語っている。 哲学者は誰も天体からの熱が

それが動物や植物を生みだす力をもたらす，

とのことに反対は

とう言う魂は， 地上における感覚的な肉体の中に存在 する魂と天体の

魂との間の仲介的なものとなり， 地上IC存在 する魂と肉体とについて確実に支配を
確保するか， 一一或いは，

魂によって作りだされた肉体に魂自身がそれらの間に存

在 する類似に従って結びつけられるかである。 そして肉体が消滅させられるならば，
魂はその精神的な質料， 即ち感知されない微妙なるものに帰るのである。J
世界を神からの流出と考えるのは新プラトン主義であるが，

その代表者たるプロ

ティノスは神と人間との間の仲介として天体精神ða!μoν尽を考えている。アヴエ
ロエスも，

新プラトン主義の影響の下で天体に知性的動力源の理論を適用するアラ

ビアのアリストテレス主義者の一人である。 肉体から離脱させられた魂と，

仲介的

な涜との区別も不明瞭である。「デ・アニマ注解」の中で展開された明快な魂論は，
「破壊の破壊」の中では後退しているかに見 えるのである。
実際アヴェロエスはアリストテレスにとって付随的でしかなかった問題を体系の中
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心原理とすることによってアリストテレス学説を変形したのかもしれない。しかし，
fC西欧の〕中世がアヴェロエスの学説に対して試みた反駁は，概してその真理につ
いてよりは， むしろ欠点について全く反駁となるように体系を形成せんと努めた誤
解を示すものである。」とのルナンの言葉は， ト7スの反駁論にも当てはまると言え
るであろう。アヴェロエスの理論は，ルナンの言葉のように，f存在 論的秩序から心理
学的秩序を明瞭に区別せず， 思惟の場所が人聞の中であるか， 外であるかを正確に

昔宰Jであろうが，

語らぬ

点でもあって，

元来とれはアリストテレスの作品の中に含まれていた欠

ある意味では近代のカントやその流れを汲む哲学も， 乙の欠点を免

れていないのではあるまいか。
アヴェロエスの理論における， 可能態にある質料的知性 intellec t us mate rialisin
po te ntl a によって，

人間として個人がそれぞれ互いに共通して理解し得る能力を考

えるならば， 単一知性論は人類における相互理解の一致という理想を与えるものと
はならないであろうか。 ノレナンの解釈に従って「能動知性の永遠とは， 人間性の永
遠なる再生と文化の永続と言うとと以外の何ものでもない。」と考えるならば， アヴ
エロエスの論説からわれわれは，

人間は個人としては肉体をもつかぎり死を逃れる

ととが出来ないにしても， 人類の文化に参加 することによって永遠に生き続けるこ
とが出来るとの人類の未来に対する信頼の声を， はっきりと聞きとれるのではある
まいか。
(備考)

テキストの意味を理解し易くするためにc

)の中の文を筆者が補足

した。
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