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トマス ・ アクイナスにbける
人間の知性認識について
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聖トマスによれば， 知性認識 int ellig er e は全て非質料的な仕方でそれ
自体でなされるはたらき op era tio p er s e であり， 認識するものに内在
するはたらきである。 即ちトマスは， はたらきを i) 外なるも の に 対 し
てはたらきかけ， 自分の外に何らかのはたらきの結果を生ぜし め る も の
op eratio t ransiens と ii)はたらくものの内にとどまり， はたらくもの自
身の完成を生ぜしめるもの op erat io imman ens とに区分しているが， 知
性のはたらきは意志や生命同様はたらくものに内在するはたらきである。
ところで， 認識する能力と認識されるべき対象とは互いに対応づけられ
たものである。 従って， 物体的質料からなる身体と結合した， 現世の生の
状態における人間知性は， 物体的なものの内に内在し， かつ知性と対応す
るものを対象とせざるを得ない。 そ こ で ト マ スば， 人間知性の固有対象
uid 
obiectum p r opriu m は， ï物体的質料の内に実在する何 性または本性(q

3

i tS en 5 」であると言う。 しか
ditas s e u natura in mat eria c o 叩orali ほ
し， 非質料的な知性と， 魂の外に実在する質料的なものとは類を異にして
おり， 直接相互に関係し， はだらきあうことはできない。 そこで人間知性
は， まず質料的身体的器官と共働するはたらきである感覚の捉えた可感的
形象の統合である，

表象力の提示する「表象像に向かし、j ï表象像から抽
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( 3)

象することによって質料的なものを知性認識する」のである。 ところで，
感覚は身体的器官との共働によるはたらきであるので， トマスは知性や魂
が知性認識するのではなく， より本来的には， 魂と身体との複合体である
( 4)

「人聞が， 魂によって 知 性的に認識する h omo intell ig it pe r animamJ
と言う。
本稿の意図は， トマスにおける人間の， 固有対象の知性認識の基本的な
(5 )

構造をテキストに即して明らかにしてゆくことにある。 それ故われわれは
まず，

1)認識の成立 する場所としての人聞の「知性的 魂」の存在の構造

を分析し，

ll) 魂の本質と， 本質とは区別される 魂の能力としての感覚と

知性との関係を考察してゆく。 次にill )トマスの「抽象」の理論に注目し
つつ， 人間知性のはたらきの構造を分析する。 そして， N)単純把捉 si m
ple x appre he ns io・判断iu di cium とし、う知性の2つの はたらきとの連関
可知的形象，
において， i) 魂の外の質料的なもの， ii)可感的表象像， iii)
そして iv)内なる言葉・懐念ve r bu m inte rius ， con ec ptus ， これら4者
の 相互の関係を考察しつつ， 人間の知性認識の基本的な構造を全体的に捉
えてゆくことにする。

I

人間の認識の成立 する「場所」はトマスにおいても 魂であるが， 彼は感
覚も知性も 魂の本質 e sse nt ia なのではなく，

魂の本質を 根原としてそこ

から流出血10する魂の能力 p ote nt iae であるとしている。 そして能力や
(6 )

ちからは 「本質とはたらきとの媒介 me dium である」と言っている。 で
は， 魂の本質と， その認識能力としての感覚・知性はどのように区別され，
それらは知性認識という人間である限りでの人間に固有なはたらきに対
してどのような関係にあるのであろうか。
トマスにおいては， 神においてのみその存在e sse と本質e sse nt ia とが
同一であり， 被造物においてはその存在と本質とが区別される。 神にはー
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切の可能態性が排除されており， 神においてははたらきの根原 p ri nci pi um
(7 )

である能力は自らの本質であり， 神は自らの本質によって常にはたらく純
粋現実態 actus pu rus である。 他方，

被造物においては存在と本質とは

現実態 a ctus ・可能態 p ot enti a の如くに関係しあっており， 被造物には，
その本質と 神から分有した存在 ess e parti ci pat u m と の複合があ る よ う
(8)

に， 可能態と 現実態との複合がある。
では， 一般に 被造物において， 本質と存在， そしてはたらきの能力( 可
能態) とはたらき( 現実態〕とはどのような関係にあるのであろうか。
被造的複合実体においては， はたらきは存在 同様「複合体 c omp osi tu mJ
に属している。 はたらきも存在も 形相によるが， 全てはたらくものは， í 現
実態において有るもの」に 即してはたらくのである。 例えば「熱くする」
とし、うはたらきは「熱」によるが， í熱」 が熱くするのではなく， í 現実態
において 熱く有るもの」がはたらきの 基体となり， í熱くする」というは
たらきをなす。 それに関してトマスは，

í複合体は， 実体的形相( 本質〕

によって実体的に存在( ess e) を持ち， そして実体的 形相にともなうちか
(0)

ら(vi rtus) によって はたらく」と定式化している。
さて， 人間も 被造的複合実体として他の生き物 同様， 生命の第1の根原
pri mum pri nci pi um vi tae である魂という形相と質料的な身体とからなる
(11)

複合体であり， 生命のさまざまな様態とはたらきとを持っている。 魂と身
体との合ーの関係， および 魂の本質に関してトマスほ， アリストテレスが
『デ ・アニマ」第2巻・第1章でなしている一般的定義， 即ち「魂とは，
(2)

可能的に生命を有する自然、的物体の第lの 現実態」を継承している。 しか
し彼はアリストテレスの議論を単に質料一形相論の 次元で受容しているの
ではなく，

彼独自の存在 ess e の哲学の内へ深化・発展させているのであ

る。 即ち， トマスによれば人間の 魂は， その本質 essenti a に 即して考察
すると， 身体の 「第1の 現実態=形相」 と し て人聞の存在の形相的根原
(13)

( pri nci pi um ess en d
i f ormale)としての実体的 形 栢(f orma su bstanti ali s)
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である。 魂は質料と結合し， 自らの存在を与え， 伝えることによって質料
を人間の身体(肉体) として現実化する。 複合体としての人聞は， 魂とい
う実体的 形相によってはじめて「この人間J

Iあの人間」として実体的に

存在を持つ。 ところが， 他面この人間の 魂は質料と合一する自然的 形相の
1つでありながら最上位のものであり， より下位の 形相に属することがら
をことごとく自らのちからの内に含む形相である。 即ち同じ1つの知性的
魂が， その本質に即して， 自らのちからの完全性のうちに感覚的魂や栄養
摂取的魂， 更にあらゆる下位の形相を含み， それらの形相に 応ずるさまざ
まな完全性に即した完成を質料に与えているのである。 従って， 人聞がこ
の唯一の知性的魂によって実体的に存在を持つということの意味は， 実体
として一般に存在するということばかりではなく， 現実態における有るも
の(a ct u ens) で有り， 物体で有り， 生きた身体(肉体) を持つ動物であ
る人間で有る， というように階層的に完成された存在を持っていることを
意味しているのである。 更にこの知性的 魂とし寸 形相は， 自然、的 形相の内
で最上位にあり， その 形 相としての完全性のゆえに， もはや物体的質料の
内に沈泊することなく超出し， し、かなる物体的質料の 現実態でももはやな
い，非質料的な仕方でそれ自体でなされる p er s e op erari 知性認識という
はたらきへのちからをも持っている。即ち，人間の 魂は霊的 被造物と物体的
被造物との境界に位置するものであり， 身体の第lの 現実態=形相という
本質に即して質料の内に有り( ess e in mat eria)， 身体的器官と協働して
はたらくちからを持つlまかりではなく， 自らのちからによって物体的質料
を超えるその極点において， もはや物体的質料が一切参与することのない
非質料的な知性認識というはたらきへのちからをも持っているのである。
さて，このような人聞の実体的 形 相としての知性的 魂にともなうちから，
即ち 魂の能力を， トマスは自育的 po t ent ia v eg etat iv a ・感覚的 s ens iti v a
-欲求的 app et it iv a ・場所運動的 mo t iv a s e cun dum lo cum・知性的 in 
t ell e ct iv a に区分しているが， これらの諸能力は知性的魂とL、う形相の完
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全性の階層性に対応して， 全て知性認識 intell ige re という人間であるか
ぎりでの人聞に固有なはたらきへと秩序づけられている。 その際， 人聞の
魂が，

I身体に与える存在に関しては質料の内に有り， ……人聞に固有な
(2日)

ちから， 即ち知性に関しては質料から分離されている」とは言っても， 身
体の内に有る魂の部分と， 身体の外に有り超出した魂の部分とがあるとい
うのではない。 魂は霊的 spirituali s なものとして， その内に霊的なもの
が内在しているところの身体を， 身体に存在を与えることによって「生き
た身体」たらしめつつ包含し， 包含するとし、う仕方で身体を超越している
のである。 即ち， 知性的 魂は自ら自存L， 身体に存在を与えながら， いわ
ば身体を自らに参与せしめているのであり， 身体と共働する魂のはたらぎ
の諸能力が階層的に， もはや身体と共働しない魂のいわば頂点・核となる
知性へと秩序づけられているのである。
このように， 魂と身体とからなる 被造的複合実体としての人聞は， 知性
的 魂とし、う本質に 即して唯一の実体的 形相によって実体的に存在をもち，
その形相を根原として， それにともない流出するちから・能力によってさ
まざまなはたらきをなすのである。
しかし， トマスは人間の実体的 形相としての魂の本質とその能力とを区
別している。

�神学大全J第1部・77問・第1項で 彼は両者の区別を i)

能力の本性， 及び ii) 魂の本質の両面から証明している。 彼の論証の要締
は他の関連テキストを参照しつつ， 以下のようにまとめることができるで
あろう。
i)能力(p ote nt ia) の本性から
能力は， はたらぎがそこから 直接に発する根原として， はたらきに対し
て可能態 p ote nt ia の位置にある。 即ち， 能力ははたらきによってはじめ
て現実態へともたらされる可能態であり，

I能力ーはたらき」の関係は相

互に「可能態一 現実態」の関 係 に あ る。 さて

I可能態と 現実態」とが

いかなる類の有をも区分するもので あ る か ら， その 現実態が実体・本質
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(su bstantia)の類に属さないなら， そこへと秩序づけられた可能態も実体
の類には属さない。 ところで， 存在と本質とが 同ーの 神においてのみ， そ
の能力が自らの本質をなし， はたらきは 神の実体・本質をなす。 しかし，
被造物においては， はたらきは実体( 本質〉 の類には属さないので， 被造
物の能力はそれに対応するはたらき 同様実体の類には属さず， 附帯性であ
る。 従って， 被造的魂の能力は附帯性として， 魂の実体 形相としての本質
とは区別される。
ii)魂の本質 ess entia から
魂は， その本質に即して考察すると， 実体的 形相として人間の身体の第
1の 現実態= 形相である。 それは，

I生成の究極的限界」として人間の完
(23)

結した， 不可分の実体的存在を形成する。 それ故， もし 魂の本質がはたら
きの 直接の根原であるなら， 魂を持つものは， 既に常に全ての生のはたら
きを完全に， 不可分な仕方で 現実におこなっていることになるだろう。 し
かし， 例えば生きている人聞が常に場所的運動をしたり， 知性認識という
はたらきをしたりしているわけではない。 魂をもつものははたらきうるも
のであるが， 魂は身体の第1の 現実態としてある限りでは， 更なる 現実態
( はたらきとしての第2 現実態) ではない。 即ち，人聞は「はたらきうるも
の」として， 実体的 形相としての 魂によって， 完結した， それ白身不可分
の実体的存在をもつのであるが，

Iはたらいているもの 」としての存在は

附帯的存在なのである。 従って，

Iはたらきうるもの」がはたらきに対し

て可能態にあるということは， 身体の第1の 現実態としての 魂の本質に 即
してではなく， 本質からは区別された魂の能力 p ot ent ia に 即して魂に適
合するのである。 いかなるものも 現実態にある限りでの 現実態に 即して可
能態にあるということはないからである。 それ故， 魂の本質はその能力と
は区別される。
さて， 以上のような 魂の本質と能力との区別の論証から， 両者の関係即
ち， 能力は「 魂の本質を根原としてそこから流出するJ

I本質とはたらき
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との媒介」であるというトマスの主張の意味が 更に明らかとなる。
附帯性として理解された 魂の能力は， その基体， 即ち「はたらきうるも
e ns ope rari Jを必要とする。 認識能力に関して言えば， 人聞が認識
のp ot
というはたらきをなすためには， まず第1に身体の第1 現実態である実体
的 形相としての魂によって， はたらきうるものとしての「人間」という複
合体が実体的に存在していることを必要とする。ところで， あるものがそれ
によって第1にはたらくところのものは， そのはたらきの帰せられるもの
の形相である。即ち 人間としづ複合体のはたらきの第lの根原は人間の身
体の第l現実態= 形相としての本質に 即してみられた魂である。 しかし，
これまでの考察から明らかなように， 神 以外の全ての 被造物においては，
自らの本質のみによって存在したり， はたらいたりするこ と は な し、。 即
ち， 魂の本質がはたらきの直接の根原となることはなく， 何 らかの附帯的
(24)

根原を 直接の， 最近接の根原 prin cipium imme diatu m p r o x
im um とし
て， それ を媒介me dium として基体としての 「はたらきうるもの」 がは
たらくのである。 即ち， 認識というはたらきにおいて魂の本質は， はたら
きの基体となる人間に実体的な存在を与える第lに前提さ れ る 根 原 で あ
り，

1直接の・最近接の」根原の位置は， 感覚や知性といった能力が占め

るのである。 感覚や知性は， 魂の附帯性・能力と し て， 基 体 と な る 人 聞
が， それでもって認識する器官mst rume nt u m q
u o としての根原なので
ある。
ところで， 魂が人聞の実体 形相であり， 感覚や知性が能力として附帯性
であると言っても， 人間にとって「白L、」
とか「坐る」とか言う， 実体に外
から付け加わるような附帯性なのではない。 魂と身体とからなる人間の種
(26)

の本質的根原より原因づけられた本性的固有性として， 魂の能力はその基
体の生ずるに 従って基体とともに産出されるものであり， 基体となる人間
に固有のはたらきである知性認識のために必然的に要求される媒介・器官
(27)

として， 基体となる人間の完成のために存しているのである。
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II

では， 魂の能力である知性や感覚はし、かなる能力なのであり， これら2
つの能力はどのようIこ人聞の知性認識という1つのはたらきに関係してゆ
くのであろうか。
さて， トマスによれば， 能力は可能態として固有の 現実態に対応してお
り， 能力の性格は， その能力がそこへと秩序づけられている「現実態」及
(28)

び「対象J より捉えられる。
自然的形相としては最上位にある人聞の知性的魂も知性体 intell ige nt ia
のうちでは最下位にあり， 不完全であり， 知性的実体の類にはただ可能態
として属しているにす ぎず， 自然本性的にこの可能態が充たされているの
ではない。 しかし知性的魂は， 既に述べられたようにその本質 に 即 し て
「認識しうるもの 」として完成している。

I認識しうるもの」とは自然、本

性的に他者の形相を有し， 認識されるものの形象を自らの内に含みうるも
のである。 そこで魂は，
る有J

I感覚と知性とによって可能的に全てのもので有
(31)

I全ての有に合致するように生まれついている有」であると言われ

る。 ところが， 全てはたらくものは「現実態においである限り」そのもの
に 即してはたらくが， 人聞の魂は 魂の外のものから， そのはたらきの根原
となる形相(象〉を受容するまでは「可能態における感覚するもの・知性認
識するもの」である。 即ち， 知性的 魂はさしあたり 魂の外のものを現実態
とし， 自らはそれに対する可能態として関わっている。 従って， 知性も感
覚もはたらきの根原となる形相を 魂の外から受容し (re cipe re =pati)， 自
ら可能態から 現実態へと至る「受動的能力 p ote ntia passivaJ である， と
される。
さて， 知性の「受動的能力」の特性としては， i) 純粋な可能態性と ii)
全き非質料性とがあげられる。
i 純粋な可能態性
)
感覚のはたらきは身体的器官の 現実態であるし， 質料は限定の原理であ
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る。 感覚はそれ故， 可感的なものの1つの類に対してのみ認識しうる可能
態である。 他方， 知性のはたらきは非質料的であるのでそのはたらきは有
(33)

一般に 及び， 可知的本性全体を普遍的に認識しうる。 即ち， 知性は全ての
可知的なものに対する純 粋な可能態 p oten tia pu ra である。
さて， このような知性の純 粋な可能態性はしばしば可感的なものの領域
における第1質料 ma teri a pri ma と比 較され， 知性は 「可能知性 i n tel
le ct
us p oss ibi il s J と呼ばれる。
①第1質料は， 実体的 形相を受容し何らかの個的実体として 現実的な有と
なるまではいかなる限定された本性も持たす， 可感的なものでもなく， い
かなるはたらきも持たないが， 全ての 形相に対して可能態においてあり，
全ての形相の基体となり， 形相を受容しうる受動的能力である。
②知性も 同じように， 何らかの可知的 形相 (象〉 を受容するまでは， それ
自体において全ての可知的なもの， 形相に対して純粋な可能態においてあ
り，

Iし、かなる限定された本性も持たず， 全てのものに対して可能態にお
(35)

いであるとし、う本性しか持っていなし、」又， 自ら可知的でもなく， はたら
(36)

くこともなし、。 しかし可能知性は， 全ての形相に対して可能態においてあ
り， 全ての可感的物体的なものの本性を認識しうる受動的能力 な の で あ
る。
i i)完全な非質料性
しかし， 知性と第1質料とがその形相に対する純 粋な可能態性のゆえに
同じ「受動的能力」であるとして比 較されはしでも， 両者の「受動 pa tiJ
の意味は異なる。

I何かに対して可能態にあるところのものが， それに対

して可能態においてあったところのものを受容する」 のであるが，

I全て

(38)

受容されるものは受容するものの様態に 即して受容される 」からである。
①第l質料は， 例えば石の形相を受容し形相化されるが， その 形相を実体
an tiale， real e に 即して質料的に受容するので
的・実在的存在 ess e su bs t
ある。 そして質料と形相とから， 複合体としての可感的 ・ 質料的で個的な
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「この石J

rあの石 」が 現実に存在することになる。

②他方知性は， 確かに 魂の外のものの形相を受容し形相化されるが， 知性
的 魂が実在的に質料的な石になったり， 魂で有ることをやめて非質料的な
石になったりするわけで、はない。 知性的魂は人聞の身体の形相として現実
態においてあり， 自らは質料のもつ「 形相への可能態性 」はもたない単純
形相である。 しかしその 形相( 本質〉 は存在との複合をもち， 存在への可
能態性を含みもつ。 さて， 認識は質料性に反比
例する。 知性的 魂は受動的
能力として魂の外のものの 形相を受容し 形相化されるが， その形相を自ら
自身純粋な形相であるとし、う特性に 即して， 即ち知性的魂のもつ霊的・志
(42)

向的存在 ess e spiritual e ， int ent i onal e に 即して受容する。 例えば魂の外
に， 質料においてある石の個的形相を， その形相とし、う特性に 即して， 非
質料的に， 普遍的可知的形象として受容する。 確かに知性は形相化され，
「知性認識された石」と1つになるが， 実在的・個的な質料的石になるので
はなく，実在的・個的な， 現実態において石を認識しているもの ess e a ctu
int ell ig ens になるのである。
さて， 以上のような「受動的能力」としての人間知 性 の 本 性 の 考 察 か
ら， 知性と感覚との関係， 及び知性的 魂と身体との合ーのトマスにおける
意味がより明らかとなる。
既に考察されたように，

i) 知性認識は 物体的身体の， 又身体的ちから

の 現実態ではないので， 知性認識をその固有のはたらきとする知性体であ
る限りでの知性的 魂の特性に， 可能態としての身体との合ーは属していな
い。 知性的 魂はそれ自体で 自存する存在 p er s e ess e とはた らき p er s e
op erari とを持っている。 しかし，

ii) 人聞の知性的 魂は不完全で、この知

性的実体の類に可能態として属しているにす ぎないし， 又はたらきの根原
(43)

となる 形相( 象〉 は生得のものではない。 人間知性は， 魂の外のものの形
相を受容する受動的能力として継 次的に可能態から 現実態へと至り， はた
らく能力なのである。 ところで， 質料において共通しないものは類におい
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ても共通しない。 従って 魂の外の質料的・可感的なものと非質料的な 知性
とは全く異なる類に属し， 直接相互に関係しはたらきあうことはできない。
ところで， iii)あるものは極から極へただ媒介を通してのみ達することが
できる。 人間の 知性的魂はそのちからの完全性のうちに， そのはたらきの
根原としての形相が質料的様態と可知的様態との中間的・媒介
的様態にあ
る感覚的能力を含んでいる。 この感覚は身体的器官との協働によってのみ
はたらく能力であり， 直接に魂の外の可感的質料的なものと関わり， 知性
に対しはたらきの根原となる形象を準備する。 即ち， 人間 知性は， 魂の外
のものから身体的器官との協働による感覚能力を媒介
として， はたらきの
根原となる 形相を受容してゆくのである。 従って人聞の 知性的魂にとって
は身体を通じて可 知的完成に到達することが適合するのである。 人間の魂
は， 形相と質料とよりなる複合体としての人聞の種の完成のために本性的
に身体と合ーするが

:

両者の合ーは 知性的魂に固有な， そして主要根原的

な 知性認識というはたらきのためなのである。 しかしこのことは， 先の 知
性の自存性と何ら矛盾することはなし、。 というのも， 両者の合ーは形相で
ある 知性的魂に固有の存在を身体に 伝えることによって身体が魂の存在に
参与するという合ーであり， 合ーが 知性的魂の存在のために必要とされる
わけで・はなし、からである。 又， 身体が 知性のはたらきのために必要とされ
るとは言っても， それは「それによってはたらきのお こ な わ れ るべ き 器
官」としてでは な く，

íはたらきの対象 obie ctu mJ のためであり， 知性

の 知性としてのはたらきのためでは
、 なL 、からである。 従って， 知性認識は
たしかに魂のみを基体とする 知性に固有 な は た ら き で あ る が， その「対
象」のゆえに複合体( 人間〕に固有なはたらきなのである。 そこで， 部分
のはたらきは部分を通してのはたらきとして全体に帰属せしめられるので
あるから， 本来的には「人聞が 魂によって 知性認識する」と言われるので
ある。
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では， 感覚はどのように魂の外のものと関わり， 知性認識というはたら
きの根原としての形相を準備するのであろうか。
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ことを本性と
する受動的能力」であり， トマス は5つの外部感覚と4 つの内部感覚を区
別している。 ところで人聞は， 知性的 魂という唯一の実体的形相をもち， そ
のちからの完全性のうちに階層的に知性認識というはたらきへと秩序づけ
られた感覚的魂を含み持っているので， 人聞の感覚は 既に動物の場合とは
異なり，知性的魂を根原としてそこから流出し， 知性認識を目的としてそこ
へと秩序づけられ戻ってゆく能力であり， いわば最初から「知性的な感覚
能力」なのである。 しかし感覚認識 se nti re は知性認識とは異なり， 身体
的器官の現実態であるはたらきであり， 知性的魂を根原としつつも魂と身
体とからなる複合体を基体とする， 身体的器官との協働によってはたらく
能力である。 それ故感覚のはたらきのためには， 例えば視覚は瞳によって
可感的物体の色を見るように，

r対象」としても「器官」としても質料的

物体を必要とする。 しかし， 感覚が「外部の可感的なものによって変化を
与えられることを本性とする受動的能力」であるとは言っても， 感覚認識
というはたらきは， 魂の外の可感的・質料的なものを能動因として， 単な
i のみによって原因づけられる変化で
る質料的・物体的印象づけi mpre sso
はない。 即ち， 感覚が他のものから変化を与えられる受動であると言われ
るのは，

r他のものから 形相を受容するか ぎりにおいて」のことであり，

感覚は知性的 魂の能力として， その霊的存在に即して 形相を受容し， その
形相をはたらきの 形相 国としてはたらく内在的はたらきである。
では， 感覚の蒙る受動・変化とはし、かなるものであろうか。
いては，

トマスにお

r変化」は2つに区分されている。

i)自然的変化 immut atio n atur ali s
例えば熱いものの形相である「熱」が熱くされるものに受容され， その
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ものが 現実態における「熱いもの」となる場合のように， 変化を与えるも
のの形相がその自然的存在 ess e naturale に 即して受容 (動〉するものの
内に受容される自然的変化，
i i)霊的変化 i mmu ta ti o s p ir i tual si
例えば視覚は瞳とL 、う身体的器官によって可感的な色の形相(象〉を受容
するが， 瞳や視覚自体が色づけられることはなし、。 即ち， 変化を与えるも
のの形相が， 変化を与えられるものの超物理的・霊的存在 ess e s p ir ituale
に即して， 即ち非質料的に受容され， 認識される霊的変化， とがある。
例えば， I手」を火にかざせば質料的物体としての「手」は自然的変化を
蒙り， 自身 「熱いもの」となる。 しかし，

I感覚認識」とし、うはたらきは，

質料的側面を示す「感覚器官」と， 器官の形相的側面を示す「感覚能力」
との協働によるはたらきである。 触覚能力の根原の 魂自体はし、かなる質料
的物体との複合も含まない単純形相であり， それ自体が「熱し、もの」にな
るのではなL 、。 魂は， 触覚により「熱L 、」と感覚されうる「可感的形相」
とし、う 形相の特性 rat i o に 即して自らの霊的・志向的存在に 即して 形相
i の霊的
(象〉を受容するのである。 即ち， 感覚の 「変化・受動」は必ず i )
変化を伴う受動であり， 魂の外の物体的質料の内に有る i n mat er ia ess e，
感覚の固有対象である可感的形象が， 身体的感覚器官を通して 魂の感覚的
部分とL 、う場所において 魂のもつ霊的・志向的存在に即して受容され， 可
感的形相の志向的印象が， 感覚認識の質料的側面をなす感覚器官に生ずる
ような受動なのである。
さて， 既に考察したように， 人間の 魂は知性的 魂として， 知性をいわば
頂点・核として身体と結合し， さ まざま な 能 力 の 階層をもつものであっ
た。 それ故人間の感覚のはたらきは知性認識へと秩序づけられている。 し
かし限定の原理である質料的身体の 現実態である各々の外部感覚は自らの
固有対象のみに関わり， 可感的なものの1つの類に対してのみ認識しうる
という位置にあり，可感的なものの本質ではなく，外的附帯性のみを把捉す
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〕
る。 ところで， 5つの外部感覚により受容された可感的形象は更に統合さ
れて内部感覚 s ensus i n teri or にもたらされ， そこにおいて内部感覚にお
ける 形象となる。 人間は更に， 可感的 形象によって印象づけられるだけで
はなく， 受容した 形象を保持し・保存する「形相の倉庫 th esaurus jとも
呼ばれる表象力ないし想像力を持っている。この表象力が，5つの外部感覚
によってばらばらに把捉された可感的印象を1つの「表象像 sp eci es i ma 
gi na itv a=p h antasmajに統合し，

魂の外のものの「可感的な類似像」 を

形成する。 人間知性は外部感覚のように直接魂の外の可感的・質料的なも
のと関わるのではなく， この魂の内の「表象像 」に 向かうのである。 では，
魂の外のものと類似した像としての表象像が， 知性認識のはたらきの根原
となる形相なのであろうか。
外部感覚の関わる可感的・質料的なものにおいては 形相が，

r質料の内

に有るi n ma teri a ess jとし、う
e
質料的様態にあるから， 知性認識の根原
とはなり得ない。 他方， 表象力の形成する表象像は， 既に霊的変化をとも
なう可感的形象や志念の結合されたものであるから， たしかにもはや「質
料の内に有る」とし、う様態にはない。 しかしこの表象像は， 内部感覚の1
つであり， 身体的器官との協働による表象力によって形成されたものであ
る限り， 感覚の示す質料性はまぬがれず， いま・ここの個体の類似像とし
i ti o ma teri ali s にある。
て， 質料的境位 c on d

従って， 表象像も， 類を異

p r op orti o を持たない知性に対して自らのちからによっ
にし， 相互に対比
て印刻づけたり， 知性を 形相化したりすることはできない。 では， 知性と
表象像とはいかに関係し， どのようにして人聞の知性的魂は知性認識とい
うはたらきをなすのであろうか。
両者の関係についてトマスは， アリストテレスに 従い，

r表象像は可能

知性に対しては視覚に対する色の如くあり， 能動知性に対しては光に対す
(64)

る色の如くある」 と言い， 新たに能動知性i nt ell e ctus ag ens を措定し，
「能動知性が表象像を照らし， 表象像から可知的 形象を抽象する」と言う。
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即ち人間知性は魂の外のものから 形相を受容する「受動的能力」であるが，
人聞は「能動知性なしには何も知性認識することはできなし、」と言われる。
では， 知性認識における能動知性のはたらきはどのようなもの で あ ろ う
か。
i 能動知性による表象像の「照明Ji1 l u m
)
i nati o
能動知性による「照明」のたとえば， 感覚のうちで最上のものであり，
専ら霊的変化のみによって可感的形象を受容する視覚との類比
で考えられ
ている。 視覚はその固有対象である色を見るためには，

1""対象」ばかりで

はなく「光」をも必要とするからである。 しかしここで、光にたとえられて
いる能動知性の「照明Jは勿論可感的可視性ではなく， 非質料的な可知性
のレベルで、考えられている。 表象像は可感的形象として確かに 魂の外のも
のを表現しているが， 可感的形象としていわば可知的に陪く， 能動知性と
いう「可知性の光」の照明によって可知性の明るみに置かれることによっ
て可知的に「明るく」なる。

1""光 」としての能動知性とは， 実体に即して

現実態にある可知性の存在の 現実態 actu e sse intelli gi bi le 充満を意味し
(68)

ている。 そして，

1""全て作用するものは， 作用するものである限り自分に

似たものを生ぜしめる」ので あ る か ら， 可感的な表象像を知性と同一類
ho m
oge nus である可知的なものとし， 1 形象の場所 lo cus spe ic e rumJとし
ての知性の内に 「可知的形象 spe ci e s i nte lli gi bi li s J を成立せしめるので
ある。 しかし， 能動知性の光の「照明」によって可感的 形象を「 現実態に
おける可知的なものにする 」と言われでも， それはあたかも1つの物体が
可感的場所から可知的な場所へと移されるように， 表象像においてあった
(70)

のと数的に同一な形象が知性の場所に置き移されるとか， 表象像が可知的
なものへと自然的変化を蒙るとか言うことを意味しているのではない。
i)
i 能動知性による可知的形象の抽象 a bst ra ctio
即ち， 能動知性は外部から何も受けとることはなく， 能動知性のはたら
きが知性の外の可感的なものに変化を生ぜしめる外在的はたらきなのでは
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ない。

「照明」は「表象像が能動 知性のちからによって可知性志念 ni ten 

t on
i es ni tell gi bil ies がそこから抽象されるのに 適した 状態にまでもたら
される」ことを意味し， 可 知的 形象はあくまでも可能 知性の内に生ずるの
である。 感覚や表象力における可感的形象は， 1つの個物の類似として，
この形象によってはただlつの個物が認識されるだけであるが， 能動 知性
のちからによっては， 表象像の表 現しているものの， 可 知的なそして無限
ura sp e c ei iに関するか ぎりの
の個物によって分有されうる種の本性 na t
類似が， 可能知性の内に， 表象像のもつ個的境位から切り離され， 抽象さ
(73)

れて生ずるのである。 こうして可能知性は可知的 形象によって形相づけら
れ， 現実態に至り， ちょうど視覚が光の下で物体の色を見るように可 知
性の光の下で表象像の表 現している 魂の外のものの， 可 知的 形象の表 現し
ているか ぎりでの種の本性を洞察するのである。
このように，

r能力 p oten tai J としての 知性のはたら き の た め に は，

①感覚によって受容された 魂の外のものの表象像と， ② 知性の側からの能
動 知性という2つの「能動因」を必要とする。 それは， 魂の能力としての
(74)

知性が2重の意味で可能態にあるからである。
i )行使 e xer ci tium に関して
まず， 知性は可 知的なはたらきをなすかなさないかに関して可能態にあ
る。 能力をその行使に関して可能態から 現実態に移 す 根 原 は 魂 の 内 に あ
り，

r可 知的なものそのものの 現実態」である能動 知性がそれである。 即

ち， 可 知性のレベルでは， 能動 知性は 現実態として「可能的に可 知的な」
可能知性及び表象像に関わる。
i i) 対象の規定 de term na
i t o，
i sp e c ifìca t oi に関して
次に， 能力はその対象によって種の限定を受けるが， その限定の根原は
対象のうちにあり， 能力はそれに対して可能態においである。 即ち， 魂の
外 の も の に お い て そのものを限定している形相は， 可能 知性においては
「可能態」においてのみあるのである。
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さて， 能動知性の「照明J r抽象」によって可能知性は可知的形象を受
容し知性認識というはたらきをなすが， その知性認識の根原としての 「可
知的形象」の成立に関して， 魂の外のものから得られる可感的表象像は因
の質料的側面として知性認識に対象の限定の役割をはたす能動因である。
しかし， 可知的形象による知性認識のためには能動知性が主要第1 次的な
能動因であり， 表象像は「第2次的器官的」な能動因の役割をはたすので
ある。
しかしながら， 可知的なものを抽象することは能動知性の， 可知的なも
のを受容するのが可能知性のはたらきであるとは言っても， 人間において
2通りの知性認識というはたらきがある訳ではない。 認識は全て類 同化に
よるが， 認識は認識されたものの類似 (形象〕が認識するものの内にある
限りある内在的はたらきであり， はたらきの現実化のためには対象がはた
らくものとlつになることを必要とする。 知性は， 魂の能力，

r可能的に

知性認識するもの」として可知的形象によって 形相化され 現実態に至る時
はたらくが， そのはたらきにおいては 同時に対象としての「知性認識され
るもの」も可能態から 現実態に至り， 現実態における「可知的なもの」と
なる。 即ち， 共に可能態においである知性， 知性認識されるものが可知的
形象によって統合されlつとなる時， 知性認識 i n telli g er e という1つの
はたらきが生ずるのである。 受動知性， 能動知性というのは， この「可知
的形象」の抽象と受容に関しての知性の側面を言っているのであり， 知性
認識というはたらきは， 能動知性を主要第1 次的能動因， 表象像を第2 次
的器官的能動因として， それに附随する結果としての1つの 現実態なので
ある。

IV

さて， 知性認識とは， たしかに 魂の外の質料的なものにはたらきかける
外在的はたらきではないが， はたらくもの自身の完成としてはたらくもの
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の内 にその終極 t erminus をもっ内在的はたらき op er at io immanens で
(79)

ある。 即ち， 人間知性は， 能動知性 による「照明・抽象」 によって可知的
形象を受容する受動的能力であるが， 形象の受容 によって知性認識のはた
らきが終わる訳ではなし、。 受容された可知的形象は知性の内でその霊的・
志向的存在を得るし， 形 相 化 さ れ た 知 性は その 形象をはたらきの根原・
形相因としてそれ に続くはたらき において自らの内 に「定義」とか「複合
・分割」
を 形成 f ormare する。 このような知性のはたらき op er at iones を
(81)

トマスはアリストテレス に 従って2つ に区分している。

i) 1つは不可分なものの知解int ell eg ent i a in div is i bil ium とか単純把捉
s impl ex appreh ens i o とか呼ばれ， し、かなるもの res にせよ， その何で有
るかqu i d est を認識し， ものの何 性・定義を 形成するものである。
ii) もう1つは肯定的・否定的命題を 形成しつつ， 複合・分割 c omp os it io，
div is i o(=判断iu dic ium)ずるはたらきである。
さて， 魂の外の可感的・質料的なものは複合実体として， 形相と質料と
(82)

よりなる本質・本性と存在との複合実体である。 知性の2つのはたらきは，
このようなもの における2つの複合 に対応し ており， i)第1のはたらきは
ものの本性 n atur a・何 性 に関係し， ii) 第2のはたらきはものの存在自体
(83)

に関係する。 そしてこのような知性のはたらきは， トマ ス においては考察
c ons ider at io とか「内奥 的 に語ること」 とされ， 身体的な語りが外的言葉
を果として持つよう に，

1内なる言葉 v erbum int erius J をその終極 に持

っている。 これは知性が可知的形象 によって 形相づけられ 現実態 に至ると
とも に，知性が可知的形象の表 現しているもの について自ら懐念c onc ip ere
(85)

するものを表出し， 形成した「知性認識されたものの志念」なのである。
即ち， 知性認識のはたらきの終極として知性の内 に， 知性 によって産出さ
れた形相， 知性の懐念 c on c ept io であり， 身体的外的言葉はこれを表示す
(86)

る。
さて， 可知的形象は表象像の表 現している可感的・質料的なものから個
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的・質料的条件を抽象した， 種的本性に関するか ぎりでものを表 現してい
る類似像であるが， この質料的なものの 形相
( 像〉の本性には， 個 別において
有る in pa 巾山 ib回目町民という特性が帰属している

:

即ち， 可知

的形象はたしかに表象像から個的質料的条件を抽象しつつ知性に受容され
る「普遍」であるが， その 「内で in J種の本性即ち普遍の洞察される表象像
と常に関連づけられている。 トマスにおいて人間知性の固有対象とは， 1物
体的質料の内に実在する何性や本性」なのであり， 質料から分離されそれ
自体で自存する可知的 形相なのではない。 即ち， 人間知性はその固有対象
を現実に知性認識するためには， 可知的形象を表象像の表現する個 別から
( 例えばソクラテスやプラトンと言った個 別の人聞から〉 抽象し， 知性の
第1のはたらきによって何性・本性( 人間〕 を 形成した後も， 表象像に立
ち帰り c on versio，

形象や懐念がそれの類似像であるもの， 即ち個別にお

いて実在する本性であるものに適合する限り用い， 自らの固有対象を知性
的光の下で， 表象像において認識するのである。 このようにして人間知性
は感覚の捉える個物をある反省， 即ち自己還帰によって非質料的・知性的
に， 普遍の 次元で， 例えばソグラ テ スを人間として、洞察するので、ある

:

しかし， 人間知性は， 可能態から 現実態へと継 次的に su c c es lve 完成され
てゆくものであり， 第lの把捉においてものの完全な認識に即座に至る訳
ではない。 即ち人間知性はその第1のはたらきである単純把捉によって捉
えたものの何性によってそこに潜在的に ivrtut e 含まれている全てのこと
(94)

がらをただちに透察 inspic er e することはできず， まずものの何性に関し
て普遍的で混雑した認識に至るのである。 そこから 更に知性は 「表象像へ
の立ち帰り」によってものの諸々の固有性や附帯性， 更にものの何性・本
質をめぐる諸々の関連 habitu din es を捉えるのである。 即ち人間知性は，
把握された1つのものを他のものと複合するとか， 他のものと分割すると
いう仕方で， 対象形成の観点ration es に 従って少しづっ判明で明瞭な諸懐
念を形成しつつものの存在に関わり， ものを知性認識してゆくのである。
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結

このように， 人間の知性認識は，

語

I知性的魂」の能力としての人間知性

の有限性に基づき， 感覚に端諸をもち， 能動知性の抽象というはたらきを
通じて， 即ち可知的形象によってq
u o 魂の外のものの諸懐念を 形成しつつ
なされる自己自身の完成という内在的はたらきなのである。 そしてその懐
念， 即ち 「内なる言葉」は， 知性の光， 感覚的表象像， そして可知的形象
の協働による， 即ち 魂と身体とからなる全体としての人聞の， 魂の外のも
のについての全体的・具体的認識内容なのである。
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