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『デ・ アニマ』第3巻4章において， 可能知性が論じられている. そしてそれにつ
いて三つの性格づけがなされている. すなわち， í分離しうるj， í非受動的であるj，
「混わらないJがそれである. これらは，

トマスによれば， 知性認識のはたらきが身

体器官によるものではないということの三つの仕方による表現として解されている1)
さらに， 同巻第 5章の能動知性の記述においては， それら三つの性格づけに加えて新
たに一つが付加されている. すなわち「本質にお い て現実態 で あるj 7:fl oùuÎq伽
i�iprεca が そ れ で ある. そして， 能動者が受動者よりも高貴であるといわれる根拠
が， この第四の性格づけによるものとしてトマスにより理解されて い る2)

そこでわ

れわれは， í本質において現実態である」といわれる性格が何に由来して い る のかを
問題としなければならない. というのは， トマスは能動知性を個々の人間のうちに内
在させており， なおかっそれを魂の本質から出てくる(procedere) 能力と し て 考え
ているが3)

その能力が能力であるにもかかわらず， ど う して「本質において現実態

である」ということができるのか， 当然問われるところであるからである.
ところで， 人々により能動知性が論じられるとき， それはもっぱら認識論からのア
プローチによって論じられることが多い. そのことはトマス自身がそうであるから，
或る意味では当然、のことである. それによれば次のごとき説明と な る4)

能動知性は

可感的表象にはたらきかけそこから可知的スベチェスを抽象する力として， スベチェ
スに対して現実態にある. それに対し， 可能知性はそのスベチェスに対しては何も書
かれていない石板のように可能態においてある. だから， スベチェスによって知性認
識する可能知性を究極的なところで現実態にするのは， 可能知性の形相因であるスベ
チェスを現実に可知的なものにする作用因としての能動知性であり， したがってこの
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ことから， 能動知性は「知識を原因させる根源J51といわれるのである.

つ ま り， 能

動知性はスベチェス対してつねに「現実態においであるものJ ens in actu.'である
から， í本質において現実態である」と説明されるのである.
ト マス自身， この能動知性の抽象作用のはたらきは経験によって明らかであるとい
っていることから分かるようにへその能動知性の現実態性は， い わ ば， その具体的
なはたらきの考察を通してその根源である能力へ， さらに能力からそれが依拠する本
質へと遡及していく仕方でつきとめられていったものであるが， しかしそのような説
明は， なぜそれがそもそも本質において現実態でなければならないのかという， その
存在論的根拠を解明するものにはなっていない. ひいては， それがなぜ「分有された
ものJ81であるとトマスによっていわれるのかも明確には理解で き な い ま ま問題を残
しているといえる. トマスはわれわれに， 能動知性の現実態性を， しばしば抽象とい
うはたらきにおいて認識論の側面から説明してはくれるが， かれ独自の存在論からの
アプローチによる能動知性についての説明は， あたかもかれにとっては自明であるか
のごとし それほど明確には論じられていないように忠われるのである.

E

本稿においてわれわれは， トマスの存在論の要となっているエッセとエッセンチア
の側面から， 能動知性について「木質において現実態である」といわれていることが，
いかなる意味のもとに理解されてくるのかを吟味しようと思う. そしてその手がかり
をわれわれは『スンマ』第1部54問1項において探ることができると思われる. なぜ、
ならば， その箇所において， 能動知性の現実態性の性格が， 人間と種を異にする天伎
の知性認識とのコントラストな対比によって語られており， その性格を一層明確なも
tのにさせているからである. そこでトマスの解答を吟味する前に， 問題点を明確にさ
せるためにも， まずそれに対する異論をここにかかげておくことにする.

「天使は魂の能動知性よりも高貴で単純なものである. しかるに(. . ・H・)能動知
性の実体はそのはたらきである. それゆえ， ましてやなおさら天伎の実体は知性
認識というはたらきそのものである. J
それに対してトマスは次のように答えている.
「能動知性がそのはたらきであるといわるとき， その述語は本質によるものでは
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なくて， 付随(concomitantia) によるものである. というのは， その実体が現実

態主主ど主主空土豆主主主L互主主且生旦主止主主主するかぎりただちに圭盟主
主こらきが付随し伴うからである. このことは可能知性には属さない. なぜなら，
現実態にされた後でなければはたらきを有しないからであるJ91 (傍線は筆者によ
るものである).

右に引用された解答から明らかなように， 能動知性が本質においてはたらきである
ということは， 神が本質においてはたらきそのものであるという意味で理解されるべ
きものではなくて， 人間の実体ないし本質が現実に存在するとき， すなわち， トマス
のことばで言い換えれば， エッセンチアがエッセを受けるやいなや， ただちに実体の
現実存在に付随して出てくるはたらきであると理解されている. このように， 能動知
性のはたらきが実体の存在に付随するはたらきであるといわれていることによって，
まさにここにおいて， それが一つの付帯的能力として措定されることを可能にする存
在論的根拠が見いだされると思われる.
ところで， この力は， 可能知性には属さないといわれている. これはどう考えるべ
きか. というのは， 可能知性が， (1)人間の実体的形相である魂の本質として理解され
るならば， そのとき能動知性の力は魂の本質には属さないということになるであろう.
しかしまた可能知性が， (2)知性的能力として理解されるならば ， 前者とは別の局面に
おいて別様に考えられうるであろうからである. したがって， われわれはこれら二つ
の場合分けの各々について考察しなければならない.

1.

実体的形相としての可能知性と能動知性との関係

可能知性を人聞の本質である実体的形相としてとらえるならば， トマスによれば，
本質はそれ自体可能態においであるから 1へ上で可能知性が「現実態にされた後でな
ければはたらきを有しない」といわれていることは， 可能知性に対して現実態である
エッセが結合するのでなければ， 現実的な実体として存在しないということが意味さ
れる. また， 能動知性のはたらきは可能知性には属さないといわれていることから，
実体としての可能知性に能動知性の能動的な力は起因しないということが論理的に導
き出されてくる. その結果， その実体に対して現実態の位置にあるエッセに能動知性
のカは由来していると考えざるをえないことになる. そしてこの局面での能動知性の
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力は， したがって， 実体が現実に存在しはじめた時点での第一現実態の在り方におい
て理解されるべきものとしてとらえられなければな ら な い. íその実体が現実におい
て存在するときに， それ自体において存在するかぎり， ただちに能動知性のはたらき
が付随する」といわれていることは， じっさい， エッセンチアがエッセを受容した時
点で、ただちに能動知性がはたらく， ということの言い換えとして理解されうるからで
ある. それはつまり， 人聞が存在し始めたと同時に， かつ存在するかぎりにおいて，
魂を現実化しているエッセに密着した恒常的な力であるということであり， そしてこ
の意味において「本質において現実態である」と能動知性についていわれることが妥
当すると思われる.
以上のように理解することが可能であるならば， アリストテレスにより能動知性が
「ヘクシスとしてあり， 光のようなものであるJI1) といわれ て い る こ と は， í本質に
おいて現実態である」といわれていることとなんら矛盾することなく， むしろ同じ事
態， すなわち， 実体の第一現実態における能動知性の根源的な状態を説明することば
として理解されることを容易にするだろう. というのは， この場合にいわれるヘグシ
スとは， 認識の結果として得られる所有態， すなわち感覚を通じて能動知性により抽
象され可能知性において認識される「第一原理J prima principia としてのヘクシス
を意味しない. なぜならば， 第 一原理は能動知性のはたらきの結果として得られる知
であって， 能動知性それ自身がヘグシスであるといわれることの根拠にも， 説明にも
ならないからである12)

むしろ， 能動知性がヘクシスであるとは， 認識論レベルでい

えば， 根源的なところにおいて人聞に共通普遍的な認識を可能にしている根拠が個々
の人間のうちに内在しているということであって， だからそれがエッセに由来する力
であるといわれることが積極的な意味合いをもって見直されるのである. なぜ、ならば，
能動知性がヘグシスであるとは， エッセそのものであり， 光そのものである第一根源
としての神から， そのエッセの分有ないし光の分有の結果として， それに根拠を有す
る根源的なはたらきであるということであり， だからそのはたらきが， 人聞が人間で
あるかぎりにおいて共通な第一原理についての認識に対して， その客観性と普遍的性
格とを保証するものとなることができるからである13)
したがって， このような能動知性に対応する可能知性のはたらきとば， 同様に第一
現実態においてある状態でなければならない. それはあたかも母親の胎内に存在して
いる胎児の認識に比せられるように， 能動知性のヘクシス的光により照明され， 抽象
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される存在者一般が漠とした仕方でとらえられ， そこにおいてぼんやりと映っている
段階として， 認識対象が具体的に分岐されてくる以前の， そしてその分岐がそこにお
いて可能となるようなヘクシス的在り方をしているということができるであろう.
以上， われわれは， 可能知性を実体的形相としてとらえた場合の， それと能動知性
との関係を考察した. そしてそれは， 存在の第一現実態におけるエッセとエッセンチ
アとの次元で理解されるべき知性のヘグシス的存在様態ないし認識様態であることが
その結論として導きだされた.

2.

能力としての可能知性と能動知性との関係

次にわれわれは， 可能知性を本質から出てきた能力としてとらえる場合， それと能
動知性との関係はどのようなものか考察しなければならない. この場合， 可能知性が
「現実態にされた後で、なければはたらかない」とは， 個々の具体的なスベチェスによ
りその都度現実化されなければ知性認識しないという意味となる. そして， 可能知性
が「或る時は思惟し， 或る時は思惟しないJ14)といわれることが起こる原因はま さに
ここにある. したがって， ここでは， すで・に述べられたエッセとエッセンチアによる
実体の存在に伴う第一現実態としての根源的かつ原初的な認識を前提としながら， 第
二現実態におけるはたらきへと秩序づけられた能力として， 能動知性ならびに可能知
性が問題とされてくる局面として理解されるのである.
ところで， 第二現実態へと秩序づけられた能力のはたらきとは， すなわち， 第一現
実態において漠然ととらえられている事物のうちから具体的事物を能動知性の光がそ
の都度照らし抽象することによって， 可能知性もその都度現実化され， そのスベチェ
スによって個々の事物の本性を認識する， といわれる周知のはたらきである. そして，
アリス トテレスによって可能知性が「個々のものになるJ15)といわれているの は， こ
の第二現実態へ秩序づけられた可能知性のことをいう. しかしこの場合， 能動知性は
「本質において現実態である」ものとしてつねに抽象作用を行っているということは
できない. なぜならば， 第二現実態における知性認識のはたらきは， 能動知性のみな
らず可能知性をも同時に携わっており， 両者によって知性認識のはたらきが実現する
のであるから， 能動知性が「本質において現実態である」ならば， 可能知性について
も同じことがいわれなければならなくなるからである. しかしこのことは事実に反し
ている.
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以上， われわれは， アリス トテレスが能動知性について「本質において現実態であ
る」といわれていることが，
ために，

トマスによってどのように理解されているかを探求する

トマスの天使論において手がかりを与えてくれそうな箇所に着目し， それに

ついて考察してきた. その結果， 能動知性のはたらきの二重構造を知ることができた.
すなわち， 第一現実態におけるヘクシスとしてのはたらきと， 第三現実態におけるは
たらきである. そしてこのように知性の構造を重層的， かつ複合的にとらえることを
可能にしているのは， 知性的魂の本質と能力とを峻別することによってであり， さら
にそれを峻別する原理としてはたらいているものが，

トマスの存在論のキー範鴎であ

るエッセとエッセンチアからとらえられた存在の視座であったということができる.
それはつまり， 知性をエッセとエッセンチアからなる複合体としてとらえることによ
って， エッセンチア(実体的形相) の可能態性は能力(付帯的形相) によって完成さ
れるべきものとして， 知性が本質と能力というこ重構造からなるものとして措定され
てくるからである16)
このことから， したがって， í本質において現実態である」といわれて い るこ とに
関して， 他の哲学者たちはそれを文字通りに受けとったため， その結果， 能動知性が
人聞に内属することなど思いもよらず， それを人間とは別のより上位の分離実体とし
て措定せざるをえなかったので、あるが，

トマスにおいてはそれが可能となったので、あ

る.
以上のように， 能動知性について「本質において現実態である」といわれることが
トマスにより解釈されることによって， wデ・ アニマ』のテキス トのその直後に述べ
られている「現実態における知は事物と同一であるJ， í或る時は思惟し， 或る時は思
惟しないというものではない」という二つの命題は， 知性の第二現実態におけるはた
らきの性格の叙述として トマスにより段階的に理解されることになる. ところで， 第
二現実態における知性のはたらきとは， ただ単に能動知性のみならず， 可能知性をも
当然、含んでいなければならない. なぜなら， 能動知性は「認識を原因させる根源」で
あるにしても， 1それ」によって現実に知性認識する当の「そ れ」と は 可能知性であ
るからである. すなわち， 知性的魂は実体においてーであるが， 知性能力はその二つ
の能力によらずしては知性認識のはたらきは完成されないのである. したがって， 人
聞が知性認識しているとき， それがたとえ一瞬のはたらきであるにしても， 事物の有
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するスベチェスによって現実化された可能知性が事物の本性を認識しているかぎり，
知性は事物と一つになっており， かつ現実態において思惟しているということがいえ
るのである.
したがって， それに続くテキストの「それのみが分離されているJ. í不死であるJ.
「永遠である」等の列挙は， 第二現実態における知性のはたらきにたずさわる能動知
性および可能知性についての叙述としてトマスにより理解される. そして， そのはた
らきが身体とは混らないという意味で「分離された」エッセとエッセンチアによるは
たらきであることによって， そこにおいて個々の人間の魂の不死が読み取られてゆく
のである.
以上， われわれは， トマスにおいて能動知性が個々の人間のうちに内在し， それが
一つの能力として理解されている根拠を， かれの存在論の基礎をなしているエッセと
エッセンチアとの関連のもとに考察してきた.

N

ところで， このように能動知性が知性的魂のエッセに由来する能力として知性的魂
の本質から峻別され， かつ本質である可能知性がそれ自体では何も書かれていない石
板のごとくであるならば， それは， 人間の知性にとって知性の本質認識が生得的でな
いことを意味するゆえに， 能動知性はそれ自身のうちにスベチェスをその認識内容と
して含んでいるということもありえないことになる. それゆえ， 能動知性が「本質に
おいて現実態である」といわれる意味は， すでに述べられたように， 形相のエッセか
ら流れ出てきた能動的力が， 人聞が存在して い るかぎ りつねに現実に存在する(ens
in actu)ということにほかならず， したがってそれは第一現実態にお け る ヘ クシス
として， 可能態ないしは欠如態に対立する意味で 理解 さ れ ね ば な ら な い も の と な
る17)
ところで， 能動知性の力は， トマスによれば， はたらきの根源としての魂の本質に
由来するといっても何ら差し支えがないといわれている18)

われわれは今までその力

がエッセに由来するものであることを明らかにしようと試みてきたのであるが， にも
かかわらず， それが本質に由来しても構わないといわれることはどういうわけか， あ
らためてここに説明を加えなければならないかと思われる. 能動知性のはたらきの根
源が魂の本質に由来するとは， いわゆる， はたらきの根源が能力であり， その能力の
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基体に魂の本質があるという仕方で， そのはたらきの根源を第二現実態のはたらきか
らさかのぼって， 行き着く先が起源(radix)としての本質であると考え ら れ る べき
ではない. そうではなくて， 能動知性のはたらきはその存在の始源からとらえなけれ
ば説明できない. なぜならば， エッセンチアがエッセを分有すると同時に， 能動知性
のはたらきはエッセに由来する力としてただちに付随して出てくるものであったから
である. 少なくとも論理的には， 以上のように能動知性の力の起源を分析することが
できるのである. しかしながらじっさいのところは， エッセンチアが存在するときに
は必ずエッセとは不即不離の関係において現実存在しているはずである. すなわち，
エッセンチアのあるところエッセがある. ちょうど「丸さ」のあるところ「丸いもの」
があるように山. したがって， 第二現実態のはたらき(operatio)が能力(potentia)
に対して， 現実態が可能態に対する関係としてあるゆえに， そのはたらきの根源が能
力として考えられるように， エッセがエッセンチアに対する関係も同様に， 現実態が
可能態に対する関係にあるゆえに， エッセに由来するはたらきの根源はエッセンチア
であるということがいえてくるのである. それゆえに， 能動知性がエッセそのものと
はいわれずに， エッセに起因する能力としてトマスにより解釈されていることが， こ
のことからより一層の必然性をもって理解されてくると思われる. 以上， 能動知性の
光が魂の本質のエッセを通じて， その根源においてエッセそのものである神からその
力を分有しているといわれることの意味が多少なりとも明らかにされたのではないか
と思う.
ところで， アリストテレスは， 能動知性についてそれが個々の人間のうちに「分有
された光」であるとはどこにもいっていない. むしろ分有という概念はプラトン的な
イデアの分有を想起させ， アリストテレスが批判した考え方であるように思われる.
したがって， それを分有という概念をここに復活させて解釈し直したのは， たしかに
トマスの独自性であるといって間違いはないが， 今まで考察してきたことから鑑みて
も， だからといってアリストテレスの真意を損なうものとなっているとはいいがたい.
むしろ， かれの真意を十分に汲んでそれを忠実に発展させ， 徹底させていこうとする
ときに， 逆説的ではあるが， プラトンの分有思想、は， そのための不可欠な要因として
機能し， 能動知性のアリストテレスに即した解釈をトマスを媒介として可能にしてい
るといえるのではなかろうか.
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最後に， 以上論じられてきたトマスの能動知性の解釈から引き出されてくるであろ
う人聞の知性認識の性格が， 具体的にどのような意味を有しているのかを振り返り，
反省したく思う.
能動知性と可能知性とを人間の二つの知性能力として措定することは， 人間本性を
完成するために必要不可欠であるとトマスはいう20)

しかしながらその完成は， 神の

本質認識のように， 一つの形相である本質においてすべてのものを認識するという自
己完結的なものではなくて， また天伎の本質認識のように， アプリオリにスベチェス
が自己の本質において流入されているものでもなくて， 知性においてもエッセとエッ
センチアからなる複合体として可能態性を有しており， その可能態性は身体の形相と
いう仕方で限定性を有するものとして特徴づけられている. したがって， その本質を
完成させるために自らが基体となって付帯的な二つの知性能力がそこから出てきた.
すなわち， 存在者をエッセとエッセンチアからなる結合としてとらえることが， 人間
知性における本質と能力とを厳密に区分させる根拠となっているのである.
そこで， 能動知性は， われわれの認識に固有な存在領域(質料的事物)を照らし出
し， 可能知性が認識するための素材の提供に励む. すなわち， それはスベチェスが可
能知性を現実化する原動力になっている. ところで， スベチェスが可能知性を現実化
するとは， 可能知性が基体となってそこにスベチェスが認識内容として流入してくる
ことを意味しない. なぜ、ならば， トマスにおいて， 魂が「可能知性によって知性認識
する」ことは， rスベチェスによって知性認識する」ということと同ーの こ と がらで
あるため， したがって， スベチェスは第一義的には知性の認識対象とはなりえないか
らである21)

さらにまた， 能力は本質を基体として， そこにおいである付帯性である

から， スベチェスが能力を基体としてそこにおいて存在するということは， あくまで
魂の本質がスベチェスを受容する際の媒介としての役割を担うかぎりのことであり，
本来的にいうことはできない22)
したがって， スベチェスが可能知性を現実化するとは， スベチェスが能力に対する
はたらきの根源として， 可能知能の能力の質そのものを高めるということにほかなら
ない. 可能知性の質を高めるということは， その可能知性を現実化するスベチェスの
質がより普遍性の高いものであるか苔かということに深く関係しているであろう. と
ころで， 感覚表象のうちに潜在的に隠れているスベチェスを普遍的な層のもとに引き
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出してくるのは能動知性であった. したがって， 可能知性の力の増大とは， つまると
ころ， 能動知性の力の増強に因っていることがわかる.
それでは， その能動知性のカの質を高めるということはどういうことか. 能動知性
は一般に感覚表象を照明し， 抽象する力であるといわれている. その意味するところ
は， 事物の有する本質にできるかぎり深く入っていく(penetrare)こ と で あ り， そ
してそこに存在する普遍的な層をより普遍的な仕方で引き抜いてく る(abstrahere)
ということである. それを主体の側から言い換えるならば， 分有している能動知性の
光の光度をより強めていくということになる. そしてそのためには， その力の因って
来たるところの人間本性に自体的なエッセに何らかの仕方で触れ， それを自覚してい
くことが， 人間本性のエヅセを充実させていく， つまり， 能動知性の光を増していく
ことと深く関係しているように思われる. しかしわれわれは， このことがいかなる
事態であるのか論じることは本稿のテーマではないから， 問題として残しておかなけ
ればならない.
他方， 魂の本質と能力とを峻別しない場合， 結局は， 認識のあり方は， 魂の本質が
基体となってスベチェスをその認識内容として受容するという仕方で理解されざるを
えず， 神の本質認識をモデルとして， それが人間の知性認識にあてはめられることに
なる. このことから， 人間の認識様態は可能， 現実という重層的構造を有するものと
してではなくて， 魂の本質認識として一元化されることになる. しかし知性認識を
魂の本質としてみる見方においては， 本質， つまり実体そのものは， アリストテレス
のいうように， より大きいとかより小さいとかいうことはないから， 魂の本質を完成
させるとは， 本質そのものをより大きくしていくというのではなくて， その限定され
た本質のなかで， どれだけの知識を認識対象として満たしていくかという方向へとそ
の視点が必然的に向けられて行くことになるであろう.
それに対して， 知性が魂の本質から出てくる固有な付帯性として理解されるとき，
その場合においてはじめて， より大きい， より小さいということが諮ることができる
から， 何をどれだけ知っているかという認識内容が直接の問題ではなく， 何をどのよ
うな仕方で認識しているかという認識様態の質が問題として間われてくることになる.
そして， 認識様態の質とは， つまるところ， 能動知性の光の度合ということになるで
あろう.
このように， 知性の質を問うものとして知性の完成が問題とされるとき， 最終的に，
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神の光の分有がわれわれの自然本性的な能動知性にさらに増し加わるとされる恩寵の
光について考察していくことを促すものとして， われわれに新たなる問題を投け‘かけ
てくることをわれわれは知るのである.
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