84

ThomasとAverroes
一一-

Summa Theologiae (Q. 75-89)について 一一

田

中

千

里

13世紀の西欧の哲学は， それに先行してギリシアの学術を吸収したアラピア哲学
によって影響された。 これについてF. Coplestonは「ギリシア語か ら の翻訳が一
般にアラピア語からの翻訳よりも先であったことを， 最近の研究が明らかにしたか
ら一一中世人はアリストテレスについて真の知識を持たず， アラピアの哲学者の
(1 )

手でゆがめられた姿しか知らなかったと， もはや言えなL、」と述べている。西欧で
最も著名なアラピアの学者Averroes (Ibn Rushd 1126-119 8 ) の作品と， そ の批
判者であ るThomasAquinas (1225-1274) の作品を比較し て考察してみよう。
Thomas のSumma Theologiae は， Averroes の特異な知性論についてPrima
(2)

P. Qu. 75-89 で論及している。討論形式のこの作品で Thomasの 見 解を示す
Responsioから， 関連する部分を引用しよう。
「実に魂 animaとは， 我らが何よりもそれによって身を養い， 感覚し， 場所的
に運動し， 同じくまた何よりもそれによって知性認識する inteIIige re ものである。
従って我らが何よりもそれによって知性認識するところのこうした根源 principium
は， 知性 inteIIectusと， あるいは知性的魂 anima inteIIectivaと呼ば れ る に し て
ら身体の形相formaにlまかならなL、。 以上がDe
AnimaにおけるAristotelesの
論証である。

もしだれかが(Averroesの様にJ， 知性的魂は身体の形相ではな

-ー

いと主張しようとするならば， その場合に彼は， 知性認識というはたらき

actioが

いかにしてこの人間のはたらきであるのか， その仕方を確認する必要がある。知性
認識しているのが自分自身であることは経験でだれもが知っている。一一 〔知性と
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人間との〕こうした合ーをAverroesは可知的形象 species inteIligibilisに よ ると説
いている。彼によれば， 可知的形象は二通りの基体subiectumを有している。一つ
は可能的知性 inteIlectus possibilisで， いま一つは身体の諸器官において存在する表
象 phantasmaである。従って， 可能的知性は可知的形象を通じて， こ の 人ゃあの
人の身体に接合されるJ (Q. 76 . a. 1)。
1"(Averroes が説く様に〕一つの知性があらゆる人間に属しているとのことは，
まったくありえなL、。これは， まずPlatonの説に従って， 人間が 知 性そのもので
あるとする場合でも明らかである。もし， た だ 一 つ の知性がPlatonとSokrates
とに属しているのであれば， PlatonとSokratesは問ーの 人 間 と な り， 両者は互
いに本質

essentia 以外のことによってしか区別さ れ な い こ と になる。一一ーまた

Aristotelesの説に従って， 知性を人閣の形相である魂の部分 pars， 又は能力poten
tJaであるとしても， これが不可能であることは明らかである。 実に，

数的に異な

る多くのものに一つの形相が属することは不可能であって， それは， 数的に異なる
多くのものに一つの荏在 esseが属することが不可能であ る のと同様である。形相
は存在の根源
なのだからである。一ーもし， 表象そのものが， 私においてとあなた
において別であるその通りに， 可能的知性の形相であるならば， 私とあなたの知性
のはたらきは， 表象の差別によって分けられることができるで あろう。一ーし か
し 表象そのものではなし 表象から抽象された可知的形象が， 可能的知性の形相
である。さて， 一つの知性においては， 同一の種のさまざまな表象からでは， 一つ
の可知的形象しか抽象されない。

従って， もしも一つの知性があらゆる人聞に

一一

属するとすれば， この人とあの人の中に存在する表象の区別 が， Averroesの 考 え
る様に， この人とあの人の知性的はたらきの区別をひきおこすことはありえないの
であるJ (Q. 76， a. 2 )。
ergo dicendum quod以下の部分も加えて引用しよう。「感覚的部分に属する内的
能力
として〔五つを措置したAvicennaと異なり， Averroesの様にJ四つ， すなわ
ち， 共通感覚， 表象力， 評定力 aestimativa (人間の場合は思 考的能力 cogitativa，
記憶力
だけを措定するべきであるJ (Q. 78， a. 4)0 1"知性は魂における一 つ の能力
potentiaであり， 魂の本質そのも のではない， と言うべきである。一一知性認識す
る被造的実体の非質料性そのものが知性ではなくて ， 非質料性によって知性認識の
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ための ちからを被造的実体〔である魂〕が有しているのである。 知性は 魂の 実 体
であるJ (Q. 79， a. 1)。
substantiaではなく， それに 属する力 virtus であり， 能力
iPlatonの見解によれば， 能動知性 intellectus agens を措定することは， 可知的な
るものを現実態のものにするためには全く必要でなく， 知性認識する者に知的な光
を与えるために必要であった。

Platonは， 自然的事物の形相は質料なしに自存

一一

する subsistereのであって可知的で ある， と考えた。 ものは非質料的であることに
より現実的に可知的であるとしたのである。

しかし，Aristoteles は， 自然的諸

一一ー

事物の形相が質料なしに自害すると考えず， 質料の中に存在する形相は現実的に可
知的なものではなL、から， 従って我らが知性認識する可感的諸事 物 の 本性 natura
や形相は現実的に可知的なのではないとした。

質料的条件から切り離すという

一一

形象の抽象 abstractioにより， 現実態において可知的なるものを作りだすある能力
を知性の側に措定したのは当然で， 能動知性を措定する必 要 性 が こ こ に あった。
--Averroesが語ったことによれば，見ることにおいて光は， 色が現実的に可視的
にされるためではなく， 媒体 mediumが現実的に明るく さ れ るために， 必要なの
である。--Aristotelesが能動知性と光を似ているとした相似は， 見ることのため
に光が， 知性認識することのために能動知性が， 必要であることに関しては認めら
れるが， (Platonや Averroesと〕理由は同じではなL、J (Q. 79， a. 3 )。
「実際，Platonは， 彼がイデアと呼んだ自存する非質料的形相が我らの知性の国
有な対象であり， それが我らによって第一にそれ自体として per se知 性 認識され
ると考えた。

しかし， 我らの経験に一層かなったAristotelesの説に よ れ ば，

一ー

現世の生の状態において， 我らの知性は質料的な諸事物の本性に対して本性的かか
わりをもっている。一一我らに経験される認識の仕方によれば， 我らの感覚や表象
像imaginatioの下では見い だ さ れない非質料的実体を第一にそれ自体として知性
認識することは不可能である， とのことが明らかである。一一それにもかかわらず
Averroesは， 彼ヵ:能動知性と呼ぶ，我らにとって離在的な，ある実体との接合 con
tinuatio， 又は合一

unio によって， 人間が現世の 生の問に離在的諸実体を知性認

識し得るに至る， とするが， これは実に， 能動知性は離在的実体であって， 本性的
に naturaliter離在的諸実体を知性認識する， と考 え た からである。一一こうして
能動知性が我らと完全に合ーして， 能動知性により我らが完全に知性認識すること
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ができる時には， 丁度我らと合ーしている可 能 的知性により我らが質料的諸事物を
知性認識する様に， 我らは離在的諸実体を知性認識する， と Averroes は考え たの
である。 一一見られるところの知性認識されるものすべてを我らが認識してしまう
ならば， その時には 能動知性が我らと完全に合一することになるから， 我らは飽動
知性により質料的なものと非質料的なもののすべてを認識することができるであろ
うが， Averroes はここに人聞の究極の幸福をおくのである。 一ーしかし， ここに述
べられたことは是認されることができなL、j (Q. 8 8 ， a. 1)

0

I こうして， 表象に向

うことにより知性認識するとLづ仕方は， 魂にとって身体と合ーしていることと同
様に本性 的 naturalis であるが， 身体から離れているということは魂の 本性 na tura
の特質に反するし， 同様に， 表象に向うことなく知性認識することも魂にとって本
性に反する。 こういう訳で魂は本性に従って寄在し， はたらくことのために身体と
合ーしてL、る。

一ー

しかし， 魂は離れて寄在し， 知性認識する別の仕方をもつこと

ができる。

離れた魂は， 生得的な形象によって知性認識するのではなく， 離れ

ー一一

た魂が抽象する形象によってでも， 保存された形象によってのみ知性認識するので
もなL、。 神 的な光の流入により分有される形象によって知性認識する の で あ る」
(Q. 8 9， a. 1)0 I 人聞の究極の幸福は，

離在的実体が何である に しても， その認

識にではなくて， 恵みによってのみ見られる神の認識にあるのであるj (Q. 8 9， a.
2)。
Thomas にとってSumma Theologiae は後期の完成し た 体系的著作であるが，
前期の著作には Aristoteles研究の状況が反映されてい て， AntonCha rlesPegis は
I Summa Contra Gentilesの第2巻は， Aristotelesをその注解者からヨ!き離そうと
(3)

する長い重要な成果であるj， と述べている。 そのCap ut61 . で I Averroes はその
立場を主張するに際し， Aristoteles がその様に考えた， と述べて権威の力を借りる
ことに努めた。 そこで我らは， アヴエロエスの主張した立場が A ristoteles の 考え
(4)

に反していることを明らかにしようとするのである」と Thomas は述べ て い る。
実際， Summa Th eologiae から引用した部分でも ， Averroes説が異端的と し て非
難されている。 実に Averroes の注解は 反面教師の役割を果たしたに過ぎないので
あろうか。
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2
(5)

Aristotelesの D e Anima， n . では， 魂<þUX�: anima は 能力 ðÚl!αμc�: virtus 原
理で， それは栄養的， 感 覚的，

欲求的， 場所の運動的， 思考的 ðcαl! Or;7:CKÓl!: dis

，intellectivum C ThomasJ能力 ， そ して理性l! OÛ�:
tinguens o r cogitativa C AverroesJ
intellectus (知性) とされる (414 a29- b 1 9) 0 i理性， すなわち理論的B 'èωpr;τc 尚E
: speculativus 能力について一一それは魂の別の類であると忠われ ， この部分だけが，
永遠なものが可滅的なものから分離される様に， 分離可 能で あ るJ
「魂とは， 我らが第一にそれによって生き， 感 覚 し，

(41 3 b24-27) 。

a αC: dis.
! 'èÎB
思考す る ðcαlo

tinguereものであるJ (414 a12-13) 0 i質料は可 能態， 形相は現実態である。一一魂
は身体 σGμα: co rp us の現実態であるJ
σφμ α の原因αfτf α: causaである 。
tmとして， 魂は原因である。

一ー

一一一

(414 a16-1 9) 0 i魂は， 生き て い る物体
oùaE α: sub stan
有魂の物体の本質〔実体 J

なぜなら〔そのも ので〕あ る と の 原 因 は， す

べてのものにとって本質であるが， 生きているものには生きること が(そ の も の
で〕あることで， この生きることの原因ーーーが魂だから で あ るJ

(415b 8-14) と

書かれている。 De Anima， m. では， 感 覚， 表象， 思考ðcál! OC α: distinctio等が説
a αL等がある。
かれるが， 考える， との意の類似語 α πorþαEl! wBαc ，ð OK'èll! ，ðCαl! O'è?B
更に ， 理性 l! OÛ� : intellectus は思惟する l!o'èÎl!: intelligere (知性認識する) とされ，
可 能 的なもの ðUl!ατÓ�: possibilis というのが本性μac� : naturaで， 思惟する 以前
は現実的ではなL、から，r理性が身体に混合されていることは道理に合わなL、J (429
a24- 25) 0 i感覚的 能力は身体な しには存在 し な い が， 理性は離れたχωpCστ6�
:

separatusもので一一 自分の力で思惟することができるJ (429b4- 9) とされる 。

不死で永遠な 不受動的 à1CaBが・non passib ilis 理性や可滅的な受動的 π αBr;7:CK6�:
passib ilis 理性が説かれるが， 説明治:不 足して理解困難である。
(6)
Averroes Commentarium Magnum De Animaでは， これをThomasも読んだと

思われるが， 知性〔理性〕は「魂でも， 魂の部分でもなL、J ( p.17 8) とされ， iAri・
stotelesにとって， 思考的能力とは個別的 individualis判別能力で一一 感覚的事 物の
意味を表象された像によって判別する能力 以外のものではな L、。 一一 従って， 思 考
的 能力は身体の中に脊在する能力の類に属する。一一理性的 rationalis判別能力〔知
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性〕は実に個別的でなく， 普遍的 universalis 意味を判別するJ (p. 415-416) とす
る。 理性的魂が身体の申の能力であれば.

I それは固有の形相をもつことになり，

その形相は理性的魂が何らかの別の形相の受け入れを妨げるJ (p. 3 83 -3 8 4) I 理性
0

的魂には 能動的能力〔 能動知性 intellectus agens)と受動的能力〔質料的知性 intel.
lectus materialis)とのこつの区別が為されねばならぬ。両方ともその部分は 生成も
消滅もし ない， と Aristotelesが諮っているJ (p.3 85 ) I可 能態における普遍的な質
0

料的形相のあらゆる意味 intentio で， 現実態では知性認識する 以前において存在す
るいかなるものでも ない， というのが質料的知性の定義であるJ (p. 3 87) o I 能動知
性は， 可 能態の意味を現実態の知性的意味となし， 従って質料的知性がその意味を
受けいれる。一一質料的知性は， 能動知性により完成されて合体させられ， その時
に我らも 能動知性と合体させられるJ (p. 411) I質料的知性は， あらゆる個別的人
0

間を通じて数において単一で， 生成も消滅もしないが， そこで現実態において帯在
している知的なるもの(それは観照的知性 intellectus speculativusである) は， 個別
的人聞の数により数えられ，個別的人間の生成消滅によって生成消滅するJ(p.4 014 02) と説かれる。 又. AverroesにはDeAnimaeBeatitudineとの作品が あ り，
IAri stotelesによれば， 魂の至福は人間の魂と分離的知性 intellectus ab stractus との
結合である」とされ， 存在するもの entia に3段階があり， 最低は質料， 次に質料
と形相の複合， 最高は形相で， 完全性を与える分離的知性が基体 subiectum なしに
(7】

存在するとされる。

3
Aristotelesは， 理性 〔知性〕が魂の別の類で分離可 能， と述べる。 Averroes も知
性と魂を別として， 知性は身体から分離し， 普遍的意味を判別する， と注解する。
Thomas では， 思考的能力 intellectivumと知性 intellectus が用語からも同類と考え
られ， すべての魂の 能力が自分自身の身体の中ではたらくことを経験でだれもが自
覚している， との自己の現実存在を重んずる実存的心理学説の立場で Averroes説
が非難された。
Aristotelesは， 理性について， 現実態と可 能態， 永遠で 不受動的と可滅的で 受動
的等の区別を適用する。 従って Averroes は， 身体から分離した超心理学的立場 か
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ら， 永遠で現実態の能動知性と， 可能態の受動的な質料的知性の合体で， 個別的人
間に生成される可滅的な観照的知性を語り， 個別性を離れた形而上学的普通性によ
り知性の単一性を説く。 Thomasは心理学的立場で， 知性単一論が人間個人の 存在
の単一性と矛盾する， と非難した。
Pegis は次の様に解説する。 人間の単一性が， 魂と身体の複合といかに両立する
か。 魂と身体の単純な混合は， 質料的ニ実体の混合で， 精神的魂と質料的身体の結
合とはならなL、。 そのためにPlaton では， 人聞は身体を使用する魂と さ れ， 全人
格が魂におかれた。 これでは， 魂と身体と結合した人聞に容在の単一性 が 得 ら れ
ず， 離れた魂ならば， それが人間となる。 Ar istotelesでは， 魂は形相で， 身体は 質
料で， 人聞は統一体であり， 離れた魂があるにしても人閣の本性の一部 に すぎな
い。13世紀 ， Aristotelesの用語の浸透した時代に対処し得た学者 Thomasは，Aris
toteles学説を受けいれ， 人間において魂は実体(本質) 的形栢で， 身体は質料とし
て偶有的基体であり， 魂の本質的完全性を増大させる， とした。 Averroes は 人 間
の外に知性を置き， 知性認識するのが個人ではなく離れた知性とするから， 知識活
動を個人に帰することが 不可能となる。Platon も Averroes も， 魂と身体の結合を
はたらきによるとする。 人間の本性から，Platon は動物的魂を除くが， Averroesも
知性を除き， いずれも人間の統一を説明し得なL、。Platon 的であるが，Aistotelesの
権威の下にあるのが Averroesで， これに対し， 形相と質料の Aristoteles説を発展
(8)

させたのが Thomasであった， とPegisは解説する。
離れた能動知性を説くのはイスラム哲学の特徴であるが， 受動的な質料的知性も
含めて知性〔理性的魂〕は離れていて， 個別的人闘の身体によって限定されない，
とする Averroes特有の知性論を Thomasは非難する。 身体と結合した 感覚や， 質
料的内容を含む表象像から， 事物の形相や， 可知的なるものを， 身体内の魂の能力
である能動知性の抽象のはたらきで知性認識することが， 身体を質料とし， 魂を実
体的形相とする人間にとって本性的な認識の仕方であり， 我らはそれを経験によっ
て知ることができる， と Thomasは主張したのである。我らの 死後において， 離れ
た魂が知性認識することが可能となるにしても Averroesの知性論は Thomasにと
って非難されるべき論説であった。
しかしPegis は， 魂を実体的形相とする Thomasの論説がS
iger de Brab ant 1
( 2
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(9 )

35-1281) の中に見られる， と述べている。 どちらが影響を受けたか解らぬ Aver.
roista ではなく，AverroesのCommenta rium Magnum De Anima でそれを明 らか
にしよう。「魂は身体に対して ， 形相が質料に対するのと同じ関係にある， と Ari.
stoteles によって明らかにされたから ， 実に身体は魂のためにのみ寄在 している こ
とになる。

実際， 魂は実体として， 又， 形相として身体の根拠causaなのであ

一一

(10)

るJ (p 1
. 85)o I探究され， 調べられるべきことは， 魂の本性， すなわち， その実体
(11)

を知ることであるJ ( p.6)

0

I \'、かなる生物仏国有の形相と固有の身体を， すなわ
(12)

. 4ち ， 固有の魂と固有の生物的身体を持っていることを我らは知って い るJ ( p 7
75 )。
人間において本性的な認識についての経験による自覚ー一一これはThomas独自の
立場と思われるが， これに到達するには飛躍が必要である。 それは， 魂と知性の二
重構造の Averroes説 から知性論を切り捨てて， 現世の生の荏続する限りでの 人間
容在の統一性を重視することである。 Averroesの名をThomasiJ;明らか に す る の
は

Averroes が非難されるべき見解を説いている場合にほとんど限られるから，

Thomas が Averroesの Commentariumから何を学んだかは明らかでないが， その
中には Thomasの主要な見解の一部が含まれ て い た の である。Thomasにとって
Averroesが反面教師であったことは言うまでもないが， 正教師でもあり得た ， と言
つては過言であろうか。

4

哲学 思額の歴史的考察から離れた現代の問題として ， Thomas の実容的心理 学説
はともかく ， Averroesの超心理学的知性論を含む認識論説は， 具体的な意味を持た
ぬ空論ではあるまいか。 新約聖書のPaulusの言葉を例に考えてみよう。「生きてい
るのは， もはや， わたしではない， Christusが， わたしのうちに in me 生きてお ら
れる(Ad Galatas n 20)j. この文で ， Chri stus を分離的知性に置き換えて，
.

離的知性が， わたしのうちに生きて，

I分

cそれにより万人とわたしは一つであるJ J

とすれば， Averroesの知性単一論を推測できるであろう。 そして分離的知性の内容
が， 例えば政治的理念であって， その理念が多数の人々に教育により普遍性におい
て記憶的に教えこまれるならば， 教え伝える言葉と文字が 各人の感覚を通すにして
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も， 理念の内容に ついて Thomasの主張する様な各人の 感覚や表象を通 し て の 各
人自身の自覚， というものが無いままに ， その理念が多数の人々のものとなり得る
であろう。 しかも ， これらの人々がその理念に 基づいて諮り 行動する場合は ， 各人
はそれ ぞれ自分の考え で語り行動していると 感じるであろう 。 こ れ は comp uter 的
理解 であり ， 洗脳であって ， 個人の人格の 無視に つながるであろう 。 理念の内容に
問題があると しても， Averroesの 活 躍し たイスラム領域は ， この様な状況にあっ た
のかもしれなL、。 これと異なり ， 1"わたしのうちに in me Cおいてのみ )J認識の
は たらきを考える Thomas は ，個人の人格を重視するものとなるであろう。 しかし
実際に ， 我らは 日常生活 で， 自身の 感 覚と具体的表象を通した理念の理解により ，
少なくとも我ら自身の人生観について実存 的認識を 確立し得ているであろうか 。
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