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トマス ・アクイナスの判断論一一
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知性的存在 としての人聞がその複雑に構造化された感 覚的かつ知性的な認識活動に
よって目指す善， 完全性は「真理」である1)

そして人間が本当の意味で 「真理」を

実現し認識の完成に達するのは， 知性の行なう「判断」の は たらきにおいてである2)
「真理」との関りが判断の本質をなすものであるとすれば， 人間知性はこの判断の本
質を人間に固有な様式によって遂行する.

1.

I・一円である」

『神学大全」第 1 部第16問第 2項主文においてトマスは， I本来的に言えば， 真理は
複合し分割する知性においである」と述べている

真理は 「複合・分割J する知性の

はたらき， つまり トマスの言う「知性の第二のはたらきJにおいてのみ本当の意味で
実現され得るのである. 知性は， 可知的内容の単なる把握， つまり「知性の第一の働
き」においては「真理の獲得」という固有の完全性という点から言って未だ中途の段
階に留まっているに過ぎないお.

トマスは い くつかのテキスト ( De Verit.， q. 1，

3.; ibid.， a. 9.; In J Perih.， 1. 3，

n.

31.; S. T. 1， q. 16，

の理由を述べている. それは次のようなものである.
いて知性は事物の可知的内容を捉えており，

a.

2. e
c
t)

a.

においてそ

I知性の第ーのはたらさJにお

この捉えの事実によって知性は真理つま

り「知性と事物の一致」を実現しているが， この段階における「真理の実現」はいわ
ば真理が実現しているという事実のみに過ぎず， 知性が自身の活動によって真理を実
現しているという認識， 自覚を含んではいない

だが，

この認識， 自覚 こそが本当の

意味で知性的な「真理の獲得」にとって本質的なものであり，

この自覚が達成される

のは知性が 「複合・分割」することによってなのである.
ただし，

í複合・分割」することそのものは， それが文字通り二つの概念を結び付
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け， 切り離すこととしてのみ理解されるならば， そのことと「真理の自覚」との閲に
どのような関係があるのか， という疑問が生ずるのは当然であると恩われる.

この疑

問を解決するためには， 複合し分割するという知性のはたらさにおいて本質的には何
が遂行されているのかという ことを明らかにする必要がある.
「実在における結合を示す限りにおいて肯定は複合と言われるが， 事物の分離を示
す限りにおいて否定は分割と言われるJ (ln 1 Perih.， 1. 3，

ll.

26 ) . つまり「知性の

第二のはたらき」において， 知性は「複合・分割」を行う ことによって客観的， 実在
的にものごとがいかに在るかを問題にする， つまり存在を主題化するのである，

これ

に対し「知性の第一のはたらき」は知性が事物の本質を認識するはたらきであり， 認
識するものとしての知性が認識される事物へと一致するはたらさであるが， 知性はこ
のときこの一致にいわば没頭しており，

この一致関係そのものを， つまり真理をふり

泊ミえ ることはなし、4)
客観的事態はどのように在り， 在らぬかを述べるということ， つまり
「……である」
と述べるという ことのなかには， 知性の行なっている認識が客観的事態の在りさまを
捉えているというととの， つまり知性が事物に一致し真理を達成していることの自覚
と主張が存している. rf人間が白く在る」と言うひとは， とのととが真であると言お
うとしているのであるJ (In IX Met.， 1. 11，

ll.

1 914) . 知性が「複合・分割」にお

いて「…である」ないし「…でない」と述べる言表行為のなかには， 自分の行なって
いる認識が客観的事態を認識しているという自覚， つまり真理の自覚が必ず含まれて
いるのである. 知性が一致関係lζ没頭することを離れ， 一致関係を遂行しつつも， 3玄関係を遂行しつつある当の自己自身を自覚する ことによって自己を一致の向かう允
である事物から区別するとき，

この一致関係は初めてそれとして認識される.

て主客は区別され， それぞれとして確立されつつ， 相互に関係付けられる5)

こうし
しかし

この区別ゆえに知性は「知性の第一のはたらき」に おける自明的な 主客一致6)を離れ，
認識には真理の自覚的獲得への展望が聞かれると共に， 誤謬の危険にさらされる こと
になる7)
真理の自覚的な実現という人間知性の判断の本質は， 特lこ述部によって担われてい
るー 述語概念は主語概念における理解を現実化さぜ， 発展させるだけではない. ト マ
スが一個の判断， 言表において述部の果たす役割がより本質的であるという ことを主
張するのは， 判断において真理の自覚が表現されるのが述部においてであるという理
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白からであるー
のである8)

トマスによれば， 述部こそが判断を判断たらしめる役割lを担っている

実際「ある e
( e
ss )J という動詞はもちろん， それ以外のあらゆる動詞も

またその内に「……であるJと い う要素を含んでいる9)

それゆえすべての判断は述

部において この「…ーである」という要素を含んでいる の で あ る10)

判断は， 特に

「…ーである」において， 主語概念と述語概念の複合・分割のとおりに客観的事態が
在る ことの表明を， そしてこの表明に合まれている真理の自覚という，

1"知性の第一

のはたらきJ によって捉えられる何 性的な可知的内容を趨える次元のものを表現して
いるのであり，

このような次元の表現が判断を判断たらしめているものなのである

実際あらゆる判断には共通的なものとして「…ーである」という述部が必然的， 構造
的lこ含まれるのに対して， 主部， 述部におけるそれ以外の何 性的な内容はすべて偶然
的である.
たしかに判断において主語概念の述語概念への「複合・分割」が行なわれるのは，
我々の認識の様式が実体と偶性， 形相と質料， 本質と存在の複合によって存在する質
料的事物の複合的存在様式に即したものであることと11)， 我々の認識が認滋対象につ
いて暖昧で一般的な， つまりより可能態的な把握から， より明確に確定された特殊的
な把握へと現実化されていくという過程的な性格をもったものであること12)のためで
もある

つまり主述の複合によってたとえば基体への偶性の内属性が実現され， また

主語概念における対象理解が述語概念においてより大きな限定， 明確化をうけるわけ
である. しかし， このような事情は神の行なう認識には見出されないので， 神の知性
の判断は「複合・分割」によるのではない13)

1"複合・分割」は人間の知性に固有な

事情に由来するものであり， 真理の実現， 獲得という判断の本質そのものとは区別さ
れ， かっ， この本質が人間知性によって遂行されるときの人間に特有な附帯的様式に
過ぎないのである14)

ll. 第一原理と人間の本性
しかし，

1"我々においては， 判断は一般的にはもろもろの原理への還元を遇して行

なわれるJ . (De Verit.， q. 14， a . 1， a d 4) . 実際人聞は 多くの場合推論的過程を経
た結論というかたちで判断を下す. つまり， その真理が前提となる複数の原理的認識
の真理に還元されるような判断を下しているのである

そのような判断は他のもろも

ろの判断によって媒介されて初めて下され得るもので， 主語概念と述語概念が与えら
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れただけではそれらの複合ないし分割の真偽は決し得ないわけである. それゆえ， そ
のような場合の判断は主語概念と述語概念の複合ないし分割を根拠付ける ことのでき
る原理的命題に立ち戻ること， 言い換えれば， 主語概念と述語概念の関係を明確化し
てくれるような中概念を明らかにすることを通して行なわれる15)

それゆえ多くの判

断において真理の自覚は媒介的に得られる. つまり， 原理的命題へとさかのぼってこ
れらの原理的命題の判断における真理の非媒介的自覚によって根拠付けられる， とい
うしかたで得られる. 一方原理的命題の判断そのものはそれ自体において根拠付けら
れるはずで， 推論的媒介を必要とはしない

推論的過程を媒介として成立する判断と

いうのは， 人間的な知性�C固有かつ典型的な様式であるが， 人間知性の行なう判断す
べての様式ではないのである16)
こうして判断における「真理の自覚」という問題は， 以上の議論からいって原理的
な命題のドIj断における「真理の自覚Jの問題へと還元されてくると考えられる. 感 覚
的明証に基づく個別的事態についての判断17)や普遍的本質の知性的把握に 基づく 判
断18)が， 真の意味で原理的な判断， つまりいかなる推論にもよらず自体においてその
真理が自覚される判断といえるものである. しかしさらに遡るならば このような原理
的判断における直接的な真理の自覚の核心には常にある根源的な判断が主題化されな
いまま， 暗黙の内に共に遂行され， 生きられているのである
は最終的には この「根源的判断」の問題に帰着する
いどのようなものなのであろうか

「真理の自覚」の問題

との「根源的判断」とはいった

それを明らかにするためには， 人間の本性がどの

ようなものであるのかを振り返る必要がある
人間の本性というものを人間の中に備わった固有の固定的な「性質」というように
理解してはならない

知性的存在者としての人間の本性は特に人間の知性能力の本性

事物において表わされるはずであるが， �真理論』第1 問第9項で トマスは人間の知性
bus co nfor me tur) J であるとしている. つまり，
の本性を「事物に一致すること (u t re
への一致という現実態へと秩序付けられた能動的な可能態であるということである.
トマス はこのことを[" (魂は) ある仕方においてすべてであるJ (De Verit.， q. 1， 1 ) ，
「可能知性は， 知解する前には現実態においては無であるJ (c. G. II，

c.

78 ) ，

["人

間の知性が可能態において認識しないものはない. なぜなら能動知性はそのちからに
よってすべてをつくると言われるものであり， 可能知性はそのちからですべてになる，
と言われるものであるからであるJ (S. T. 1， q. 79， a. 7) 等の， アリストテレス的
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な言葉を用いて言い表わす. 全面的な開放性は， 知性が閲かれているのは「存在」と
いう無制約なものに対してであることを示し， 一方知性が自己自身だけによっては無
であるということは， 知性がまさにこの無制約的なものに対する関係においてはじめ
て構成されているということ， つまり知性の存在への所属性を示す.
知性の本性が存在への開放性という力動的な方向性であるとすれば， 存在者の存在
への知性の一致は感 覚のはたらきに助けられながら具体的な諸存在者に関わる知性の
実際の知解のはたらきにおいて実現されていく19)

しかし多様で特殊的な対象に関わ

るそのつどの知解のはたらきが人間知性の本性を現実化するというとき， これらのは
たらきすべてがまさに人間知性の現実化でありうるためには， これらすべてのうちに
これらに共通する何 らかの (本性に直接根差す) 根源的な現実化のはたらさが含まれ
ていなければならない. 本性がはたらきにおいて自らを現実化するその根源的次元で
あるこの根源的なはたらきは本性そのものに直接根差しており， 必然的なものである.
つまり， いわば本性自体がはたらさの直接的根源、としてのハピ トゥスの役割を果たし
ているわけである. トマスの言う「自然本性的なハピ トゥス(h abitus natur alis ) Jは
このような事態を表現していると考えられる20)

トマスは知性における自然本性的な

ハピ トゥスを「諸原理の知解(i nte
l le
ctus pri ncipioru m) J と呼ぶ21)

つまり人聞の

知性の本性の
「根源的なはたらき， 根源的な現実化」とは， トマスの言う pri m a pri n
cipia， つまり第一原理を認識するはたらきのことなのである. そして第一原理の認識
のうちの第ーのものは，

1知性の第一のはたらき」のうちの第一のもの， つまりens

の知解に他ならない22)
ens の知解は， 知性が感覚を通して具体的対象に出会い， その把握によって現実化
されるときの第一の根源的な知解23) である. それゆえ， この知解によって知性は個々
の対象の特殊的な本性の知解の場合のように対象の特殊性によって特殊的に限定され
るというかたちで現実化されるのではなく， その根源的次元において現実化される
特殊的本性の知解はe ns の知解の限定で あるがt ens の知解そのものは 限定の結果
ではない

この第一の知解のためには 感 覚的経験を通して 具体的なens に出会うこ

t as m at a を可知的
と， つまりそのph a nt as m a胞を得ることと， 能動知性がこのph a n
にする歩みの根源的な第一歩の突破を遂行することの両方が必要である. この知解は
可能知性が ph a nt as m ata に基づくさらなる限定を受けて特殊的な本質を理解するた
めの基本的前提である24) ph a nt as mat a のもたらし得るものが限定であるとすれば，
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en s の知解ばむしろ能動知性の光が， あらゆる限定11:先立ちあらゆる限定を受けると
t sm a a
t にいわば照らし込む ことによって成
とができる「非限定的なもの」を phan a
立するのである. しかしen sの知解がこうして成立し得るということは，p ha n a
t sm a a
t
自体が可能的にen sという根源的可知性をはらんだもので あるから なのである. 知
性の関係するものがすべてen sであるということと， 知性はすべてのものをen sと
して捉えるという ことは， 同一の事態を二つの相即的な側面から述べているに過ぎな
いのである.

こうして知性が対象をまず根源的にen sとして 捉えるとき， 知性は 対

象との根源的一致を， つまり根源的な真理を実現する.

IV. 根源的判断の真理
とのような 「知性の第ーのはたらき」における根源的知解が， その根源的な真理の
自覚に基づいて「知性の第二のはたらき」へと展開されるとき， そればあらゆる判断
の究極的な前提をなす根源的判断となる. 知性は， 自身の本性の直接の実 現 で あ る
en sの知解を遂行しつつ反省し，自身の本性である存在への開きがこのen sへの一致
となって現実化して いる ととを自覚する

こうしてen s知解の根源的真理が自覚さ

れ， 具体的認識のさなかで根源的判断が成立するのである

ただし， との根源的判断

は具体的認識過程において主題化， 明文化されるとは限らない en sの知解，およびそ
の展開である根源的判断等の第一原理ば， 主題的l乙意識される具体的認識過程を根拠
t men ta ) J
付け， 推進する役割を担うものとして， いわば認識の根本的な「道具(in sru
として機能するのである25)

との非主題的だが木質的な認識の根底の次元を主題化す

ることは哲学的反省の仕事である. 反省を通してとの根源的判断は， {7JJえばen e
s st.
とも， あるいはまたen e
s sten s. とも定式化できょう
同一律 ) も可能な定式化のひとつである

しかし，

いわゆる矛盾律26) (あるいは

r知性の第二のはたらきJ !L属す

る第一原理をとれらのうちのどれかひとつに， 最も根源的な定式として還元するとと
はできない. 定式化は， 根源的判断の持つ意味内容を限定してしまうからである.
しかしながら ， 具体的な個々の判断において意図される特殊的な真理を達成するた
めには このような根源的真理だけでは当然不充分であり， との根源的真理が限定され，
特殊化されてくることが必要である

それゆえ， 根源的判断は個別的事態についての

感 覚的明証に立脚する判断27)や， また特殊的本質の知性的な把握の展開によるいわゆ
る自明的命題の判断のなかで特殊化されたかたちで， その核心， 根拠をなしつつ遂行
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される. 知性の行なうあらゆるやj断において述語付けによって「……である」と述べ
られるとき， この言明行為の核心には目下の認識においてこの根源的真理が現実化し
ていることの自覚が存しているのである. もちろんこの自覚は， 通常それ自体として
主題化されることはなく， 今のべたような明確な理解へともたらされることはない.
このような理解は， 知性が判断を行なうという行為の事実の中に暗黙のうちに， しか
し現実に含まれており， 含まれざるを得ないことの反省的明確化なのである

そして，

具体的特殊真理は ， この根源的真理が正しい手続きを通して一一つまり知性が固有の
対象つまり事物の本性をただしく把握し， ま た 第一の第一原理である ensの知解に
それ自体が由来するものであるところの論理法則28)に従うということを通して一一特
殊化されているという自覚に基づいて獲得されるといえるだろう. 我々の主題的意識
は， 真理へ至る認識活動において特殊的な諸々の真理のレベルで動くの で あ る が，
このような主題的意識は， その裏でそれを支える根源的真理の非主題的な自覚によっ
て可能とされているのである.

r塊が万物について判断するのは任意の真理に従って

ではなく， 第一の可知的なものというしかたでいわば鏡のなかにのように魂のうちに
写しだされたかぎりにおける第一の真理に 従って なのであるJ

(S. T. I. q. 16， a

6， ad 1 ).
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をなすものとして遂行され， 言語的に何等かのしかたで表現されると考えられる.
t
E. Va nbenis
eの 論 考r<<be))動詞と((have))動詞の言語機能J (f一般言語学の諸
問題」岸本通夫監訳， みすず書房， 1983年) 174-181頁参照.
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