
115 

Intentioと時間

坂 田 登

i ntent io とL、 う言葉の本来の意味 とは， その名の示すとおり， in -ali quid -tendere 即

ち「 何か或るものに向 う」とい うことであるが， アウグスティヌスやトマス・ アク

イナスにおいてこの言葉はさらに重要な意味 を もって用いられているように思われ

る。 アウグスティヌスによると i 口tentioとは， 感覚や知性による認識においてその

視像 (visio)や心像 (imag o) を構成するはたらきであり， それは認識される対象と
(1) (2) 

視像 や心象との聞に成立するものである。 このようなintentio は彼の時間論におい

ても重要な意味を有している。彼は時聞を人間の主体のうちに見いだされる精神の

一種の延長 (di府ntio)，つまり精神の有する intentio の，記憶としての過去， 直観と

しての現在， 期待としての未来へ の分散 (distentio) としての延長 であるとしてい

る。 このような intentio のはたらきによって精神のうちに時間が成立するのである

が， また同時に， 分散したintentio を一つに集め ， 目前のものへと集中 (e x-tende 

re) することに よって， 時間的分散の状態も克服され うるのである。

そこで， 上記 のようなことを念頭に置いた上で， ここではトマスにおけるinten

tio 特 に人間の有する intentio 及びそれと時間との関係について考察してみ た い 。

なぜなら トマスは intentio について考える上でアウグスティヌスからも多くの影響
(3) 

を受けていると思われるからである。またそうすることによって， アウグスティヌ

スの言う intentioやそれと時間との関係について考察する上での手がかりも得られ

るのではなL、かと恩われる。

人聞は 感覚， 知性， 欲求， 意志などにおいて様々な形で int entio を有している。

まずこれらの各々における intentio の在り方について簡単に述べてみたい 。
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感覚による認識において， 対象としての質料的事物 は， 既に現実に可感的なもの
(4) 

として感覚を変化せしめる (t ra n s mut are) ことができる。 このような対象から 感覚

が 蒙 る変化 とはどのような ものであろう か 。 変化 に は自然本性的( nat uralis)変化

と霊 的(s pirit ualis)即ち intentionalis な変化 とがある。 自然本性的変化 と は，変化

せ しめるものの 形相 が変化せしめられるもののうちに自然本性的エツセ (es se nat u 

rale) に 従って 受 けとられることによって成立するもので あ る。 例えば， 熱 するも

のが有する 熱 の 形相 が 熱せられるもののうちに自然本性的エツセ に 従って 受けとら

れる 場合がそうである。 他方 . i ntentionalis な変化 とは，変化せしめるものの 形相が

変化せしめられるもののうちに es sei ntentionale に 従って 受 けとられること に よっ

て成立するものである。 例えば 色の 形相が 瞳 のうちに es seintentiona leに 従っ て 受

け とられる 場合がそう である。 このようなことによっては， 瞳 は実際 に ( reale) 着

色 されたりはしない 。 そして 如何なる認識もこの intentionalis な変化 に よって 始 め
(5) 

て成立するのである。 感覚認識においても， 感覚器官の自然本性的変化を前提した

上でさらに intentionalis な変化 が 生じ なければ， それは成立しないのである。 あら

ゆる質料的可 感 的事物 は 杏 在している限りにおいて， 感覚器官へと自然本性的な 仕

方ではたらきかけると同時に， それとは 臭 な った仕方で 感覚 へと int巴 n dereし，そこ

に自らの 形相を運び込む。 感覚はそれを e悶intentionaleに 従って 受け と る ことに

より . i nt entionalisな変化 を 蒙 る。 このようなことにおいて可感的形象(s pec ies sensi

bilis) としての可感 的 形相 の int entio が 感覚に おいて実在することになる。 そして

こののち可感的形相 の intentioは 記憶力 ( vis memorativa) などにおいて 保持 され

るようになる。

こうした 感覚による認識を前提した上で， 次に知性による認識が 行なわれる。 可

感 的， 質料的事物や， それの 感覚に対する intentionale なは た らきによって成 立 し

た 個物 の 似像 としての身体的器官の内に実在する 可感 的intentioは 非質料的知性 と

は同じ 在り方(modus existen di) を有さず， 知性に対して直接 的に intendere し， そ

れにintentionalis な変化 を 生ぜしめることはできない 。 即ち， 質料的事物はただ 可
(5) 

能態においてのみ知性に対する intentio を有しているのにすぎない 。 そこで能動知

性が， 内部感覚の 一つである 表象力において 表象として実在するようにな った可感

的intentio を照明し， それをとおして対象としての質料的事物 の可知的 形 相 を 把
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え， そのものが可能的にのみ有していた知性に対する in ten tio を現実化するのであ

る。ここに可知的形象 (s pecies in telligibilis) としての可知的 in ten tioが成立する。こ

のような可知的 in ten tio をその形相 として， これによって可能知性は限定され，また

現実化されて， ここに知性による認識が成立する。可知的in ten tio とは認識のはた
(7) 

らきの形相的根源 (pri n cipiumin tellectualis opera tion is u t  forma) で あ り， これによ

って限定された知性は自 らのうちに， 可知的in ten tio と同様その対象 の類 似 として

の， 認識されるものについての何らかの in ten tio( quaed a m  i n ten tio rei in tellectae)即

ち in ten tio in tellecta を形成 (forma r めする。in ten tioin tellecta は知性的はた らきの

終局( terminus)であり，これにおいて認識するものとされるものとは in ten tionale な

次元においてー(unum) となるのである。in ten tioin tellecta は知性的はたらきの根源

として知性を現実化するところの可知的 in ten tio とは異なった ものである。可知的

in ten tioとは認識される対象の側からの知性に対するはたらきかけであり， それに対

してin ten tioin tellecta とは知性 自身の側からの対象それ自体への指向であろう。この

ような in ten tio in tellecta とは ra tlo でもあり， また外的音声によって指示されるとこ
(8) 

ろの， その範型(exempla r) としての精神の内的 言葉 (verbum in terius) でもある。

このような 感覚や知性における in ten tio は， 先に述べられたような， アウグステ

イヌスの 言うところの， 認識されるものと視像 や心象などとの間に成立する in ten 

tio と同ーのものであろう。ただし， トマスにおいては，in ten tio とLヴ言葉は， 認

識するものと認識されるものとの聞に成立するはたらきとしての意味 と， 認識する

ものの内に s pecies， ra tio， verbu m とい った形 で成立する そ の はたらきの結果とし

ての意味 の両 方を有していると思われる。

これまでに述べられたような認識の in ten tio を前提した上で， 次に成立するのが

欲求や意志の in ten tio である。 感覚や知性によって認識された欲求や意志の対象あ

るいは目的となりうるものは， 知性や 感覚において完全な自然本性的 エッセによっ

て(secund um es se na tu rale perfectum) 実在するのではなく， 先に述べら れ た よ う

に， in ten tioとL寸様態によって( per mod um in ten tionis )主体の内に先在( prae-exi

s tere) するのであり， この in ten tioという形で 主体に内在している目的の形相 が内

在的形相因 として， その知性や 感覚に伴うところの意志や欲求を動かし， その目的

へ と in tendereせしめるのである。そして その主体はその目的を 自然本性的 エツセ
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の次元において獲得し， それと一致しようとするのである。

これまでに述べられてきたような， 感覚， 知性 ， 欲求， 意志などにおいて人間が

有するすべての inte ntioを包含し ， また統合するのが魂の inte nt io(inte ntio animae ) 

である。これは， 言わば， 精神の集中であり， これによってそれぞれの人聞の能力

は方向づけられ逐行されるのである。この魂の inte ntioとはどのようなものか次に

考えてみたL、。

すべての魂の能力は魂の一つの本 質 (e s se ntia) に 根ざしているが故に， 魂の10・

te ntio がある一つの能力のはたらきへと引きつけられているときには， 魂の inte n・

tioは他の能力のはたらきからは後退してしまう。なぜなら， ーなる魂に はーな る

inte ntioしか属しえ ず， 魂の inte nt ioはその魂のーなる本質にその基盤 (f undame n

t um)を有しているからである。こ のことの故に， もしある対象が自らにすべてのあ

るいは大部分の魂の inte nt ioを引きつけているならば， 逆に他の， その 認 識 や 欲

求， 情念のために多くの注意 (atte nti o)を必要とするものは， そのとき 認 識 や 欲

求， 情念の対象とはなりえない。即ち， ある一つのはたらきにすべての inte nt ioが

向っている 場合には， それに対立するはたらきは妨げられるのである。例えば， 感

覚的な悲しみや喜びが最も魂の inte ntioを引きつけているとき， その人聞は何か新

しいことを認識したりすることはできなし、。なぜなら， 全く新しい ものを認識した

り， それについて学んだりするためには多くの inte ntioが必要だからである。 また

特に大きな悲しみの前では， 人間は既に知 っていることさえも考えることができな
く10)
い。また例えば， 魂の inte ntio が何かを聞きとることに適用 (app lic are ) され てい

るとき， その人は横を通り過ぎる人にも気がつかないであろうし ， 何かを見ること

に精神を集中しているならば， 語られていることを同時に認識すること は で き な

い。また逆に， あることを認識しようとしていても， そのことへの魂の inte ntioの

適用が不充分であるならば， すぐに他のことに気をとられて，inte nt ioは そちらの

方向へと分散してしまう。

このような魂の inte ntioの在り方から， あるときはA のものへ， またあるときは

Bのものへと， 多くの異な ったものへと様々な仕方で向うという， 人間の魂の有す

る一種の拡がりが理解されるであろう。即ち， 質料的身体と深く結びついた魂は常

にこの質料的身体をとおして質料的世界へと inte nde re し， そのうちに存在 す る様
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様の異なった質料的事物を認識したり， 欲求したりしているのである。 魂の int en

ti oが常に魂自身の本質から離れ， 自らよりも下位に位置するところの質料的世界の

あらゆる方向へと様々な仕方で向っているという このような状態は， トマス自身は

そのような言葉を用いてはいないが， 魂の質料的世界への分散(distent io)と言い換

えてもよいであろう。これに対し， 神や天使においては， その知性や意志の int en・

ti o は常に神自身の本質へと向けられており， そこからはずれて他の方向へ と 分散

してしまうような ことはあり得なL、。

このような在り方の相違は言葉の在り方においても見い出されるであろう。 人聞

は 感覚をとおして知性が質料的世界から何かを認識することにより， intent io int ellec. 

t a としての精神の内なる言葉を形成するが， このような質料的世界から可感的及

び可知的mt巴 nt io をとおして形 成された内的言葉は再び int ent i nale な仕方で内部感

覚において実在する音声の 似像 と結びつき， 音声や文字といった質料的な形 でこの

質料的世界の中 へと発出せ られ， 伝達される。即 ち， 我々人聞の精神の内的言葉は

この質料的世界の中 へと拡がり， 分散してゆくものなのである。これに対して， 神

においては， その自己認識において成立した int ent ioi nt ellect a としてのその内的言

葉は， 神の完全な imag o として， その本質と実在(subst a nt ia)を神自身と 同 じ く

し， 神の内において三位一体 (T r i nit as )の一つの per s ona である子(F i li us )として
(13) 

止まっているのである。

上に述べられたような質料的世界への分散とは， 人間にとって本性的な状態であ

ろう。そしてこのような状態から脱し， 質料的世界の外へと向い， 分散の状態にお

いては不可能な神の本質の直観を得るという ことが， 脱魂 (r a pt us)， 超出 (ex ces s

us)， 解脱(ext asis )などと呼ばれることである。 このような ことは人間にとって超

自然的なことであり， そのためには神からの恩恵(gr at ia ) を も必要とする ことで

あるが， トマスはこのことを次のように説明している。一一如何なる認識において
(13) 

も， アウグスティヌスの言うごとくに int entio が必要なのであるが， 非質料的な本

質は最も強く (vehement is si mum)可知的な ものであるが故に， 我々の知性がこのよ

うなものに到達するためには， 魂のすべての int ent ioを知性に集め， 最大限の努力

によって神へと int ender eしなければならず， そうしなければ， 知性が 神 の本 質の

直視にまで高められることはない。ところで， 同じ魂の有する感覚と知性とは同一



120 

の魂の in ten tioをそのはたらきのために必要とし， 純粋な知性のはたらきのために

は 感覚は邪魔なものとなる。 それ故， 神の直視 のためには， 我々はまずすべての外

的感覚から上昇し， そこから完全に引き離されなければならなL、。即ち， 感覚をと

おしてこの質料的世界へと分散しながら in tendere することを や め， すべての魂の
(14) 

in ten tioを 自己自身をとおして神へと向けなければならないのである。

これまでに述べられたことによると， トマスにおいて考えられた分散と は in ten 

tio の質料的世界への拡がりであり， アウグスティヌスにおけるそれは時間への拡

がりであ った。それでは次に， トマスにおいて考えられた人間の有する質料的世界

への分散とし、 う状態と時間との関係について考えてみたし、。
(15) 

トマスは， アリス トテレスに 従って， 時間を「より先， より後の観点より見た運

動の数J (n umer us motus sec und um p rius e t pos terius ) と規定 し ており， また時間な

しには継続 (s ucc esio) は認められず， 運動なしには時間もあり得ないとしている。

このような時間は何らかの可能態性を含み， 可能態から現実態へ， また現実態から

可能態へといった運動を 受 け入れ うるものすべてに， 即ち石ころから天使， そして

この一つの被造的世界全体tこいたるまでのすべてのものに， それぞれのものの在り
(16) 

方に 従って， それらの各々に固有な仕方で 根源的に内在しているように恩われる。

このアリス トテレスによる時間の規定に 従えば， 時間とは決っして人聞の精神のう

ちにのみ寄在するものではなく， 運動や 変化 を有しうるすべてのものに内在するこ

とになり， あらゆる事物 の有する運動と， そのものに内在するそのものに固有な時

間との関係を考えることは自然学上の大きな問題となるであろう。しかし， アウグ

スティヌスによれば， 我々がそれによって音や他のものの運動の時間的長 さを測る

のは， あくまで我々の精神に内在する我々に固有な時間によってであり， 彼は我々

人聞に固有な時間のみを時間として考察している。それ故， ここでは人間に固有な

時聞のみを考察の対象としたL、。

人間のような知的実体においては， 時間はより 根源的で， より内在的な ものとな

っているように思われる。 それでは， 人聞の精神の内に時間は一体どのような仕方

で内在しているのであろうか。このようなことを考える上で in ten tioは重要な意味

を持ってくると恩われる。

神の知(sc ien tia) においては， すべてのものは一つの in ten tioのもとに把えられ
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る 。 というのも， 神は自らの本質に in tendere することによって自らを完全に認識

するのであるが， このことは自らの本質をそのすべての能力について認識すること

でもあり， それらの神の能力 のもとには容在するすべてのものが包含されている。

それ故， 神は自らの本質を認識することにおいて， 同時にすべてのものを認識し，

またその認識に基づいて意志するのである 。 このようなーなるはたらきによる神の

知性認識は神自身の エッセと全く同一であり， そこには 如何なる可能態性も， より

先， より後ということに基づく継続， 運動といったこともあり得 ず， そこには時間

の入り込む余地はない。

しかしながら， 感覚をとおしてこの質料的世界へと in tender e する こ とによって

認識を 行う人間の知性は同時にすべてのものを認識することができなL、 。 その理由

は次の 如くである 。 人間の知性は質料的事物から i 口 ten tlOのはたらきによって把え

られた様々な可知的形象によって形相 づけられることによってそれらを認識し， ま

たこの認識に基づいて意志するのであるが， 可知的形象あるいは int en tio と呼ばれ

るものはすべて一つの類 (genus)に属している 。 そこで， 現実態における知性は現

実態における認識されたものであると 言われるのであるが， もし知性が同時に多く

のものを認識するとすれば， 同ーの類に属するところの様々な異な った形相 によっ

て同時に形 成されることになる。 しかしこのようなことは不可能である。 なぜなら

それは， ある同ーのものが同時に赤く着 色され， かつ 熱 くされるということは可能

であ っても， 同時に赤く着 色され， かつ青く着 色されるということや， 同時に 熱 く

され， かつ冷たくされるということが不可能であるのと同様だから で あ る 。 そ れ

故， 何らかの仕方で同ーの in ten tio のもとに入りうるようなものでなければ， それ

らのものが同時に認識されるというようなことはあり得なL、。 すべてのものが同時

にそのもとへと入りうるような in ten tio とは神の有する i n ten tio のみであり， 質料

的事物 から抽象されたような可知的 in ten tio のもとには， その 事物やそれとお互い

に強く秩序づけられたようなものしか入り得なL、 。 そこで質料的世界へと常に in

t endereしている人間の知性は， そのような in ten tioによってあらゆるものを次から

次へと継続的な仕方で認識してゆかねばならない。 このような知性はあるときは現

実態にあり， またあるときには可能態にある。 即ち運動の状態にあるということで

ある。 知性は第ーのものを現実態において認識しているときには， 第二のものを 可



122 

能態においてしか認識していないのである 。 このようにして， 根源的な仕方で質料

的世界へと分散している 人間の精神は， また同時に運動や継続という状態を 根源的

な 仕方で有しており， このことにおいて知的実体としての人間は自らのうちに根源
(17) 

的な仕方で時間というものをも背負い込んでいる のである 。 つまり我々の有する 質

料的世界へと分散している 精神が様々な質料的事物を m t entl o によって継続的に認

識してゆくことにおいて， 既に認識したものについての記憶が int enti o のはたらき

によって過去として精神の内に成立し， またこれまでに認識されたこと に 基 づ い

て， これから継続的に認められる であろうことへの期待が int ent io の同じようなは

たらきによって未来として成立する 。 そしてこのとき精神は， 質料的世界という自

己の外へと分散する ことにおいて， また同時に自己の内において， そのint ent ioが，

あるものに対する 直視としての現在から， 記憶としての過去と期待としての未来へ

の二方向へと拡がり分散する ことによって時間へと分散する のである 。 このように

して，int ent ioとLづ精神の根源的はたらさとその分散によって精神 の う ちに時間

が成立する のである 。

また， このような時間への分散の状態からの脱出は， 先に述べられたような， 質

料的世界からの解脱 (ext asi s) と同じような仕方によって可能とな る で あ ろう 。 こ

れはアウグスティヌスの言う， 時聞からの ext ent io による 脱出とも共通したことで

あると思われる 。
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トマスの int entio研究 に関する文献として， 筆者が目をとおし， 何らか の 形 で参

考としたのは次のようなものである。

( 1 )  Sim onin， H. D.， La notion d '“Int ent io" dans l'oe uvve d e  S. Th omas 

d 'Aquin. Revue des Sciences Philosoþhiques et  Theologiques 19 ( 1930) pp.445 

-463. 

( 2 )  Heim le r， A. M.， Die Bedeutung der Intentionalitat inBereich des Seins na

ch Thomas von Aquin. ( 1962) 

( 3 )  Anzenbacher ，  A.， Die Intentionalitat bei Thomas von Aquin und Edmund 

Husserl_ ( 1972) 

特に( 1 )は20頁ほ どの 短い論文ではあるが， トマスの 著作全体において， int ent io 

という語が， どの ような箇所で， どのような意味において用いられているか につい

て調べ， それらを ，m otion inst rument ale としての int ent io， int ent i o  finis ，認識される

対象の在り方としての int ent ioといった三つの意味に大きく分類して示した， lexica l 

な研究 であり， トマスの int entio について研究 を進める上で， 研究成果 を踏まえた

上で， int entioと存在との第一 に参考とすべき有益 な論文であると思われる。( 2 )

も( 1 )やHayen などの研究成果 を踏ま えた上で， int ent i o と存在との関連 につい

て考察した ものである。

また( 2 )の 巻末 には， int ent io研究 に関する詳しい文献 表が付せられているので，

そちらも参照のこと。




