概念の二義性
一一 トマスにおける con ce pt ioと rat io
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トマスの著作の中にしばしば現われる重要なことばの一つに「ラチオ」が
ある. それはさまざまな意味で用いられるが， 二つの類に分かたれる. 一つ
は「 理性」という意味である. 一つは理解される「内容」とし、う意味である.
理性という意味でのラチオは知性と感覚との中聞に位する認識能力である.
これに対し 理性によって把えられる「内容jとしてのラチオは，

トマスにお

いては用法が非常に発達していて， さまざまな局面にさまざまなニュアンス
を 以て現われる. 今ここで問題とするのは「 理性」としてのラチオではなく
て， それによって 理解される「内容」としてのラチオである.
この意味でのラチオが「概念jとも「意味」とも「定義」とも訳されうる
ことは， 次の例から明らかである.

トマスばしばしば de rat ion e est という

表現を用いる. 例えば， an imal est de rat ion e homin is. 直訳すれば， í動 物
は人聞の 《概念》 に属するJ. それは， í人間の 《定義》 のうちには動物が含
まれる」ということである. それはまた， í人間という こ と ばの 《意味》 の
うちには， 動物という 《意味》 が含まれるJ ということである. ここでは実
在する「もの」としての人間や動物ではなくて， これらの名のもとに 理解さ
れる「内容J が問題とされているのである. このような意味でのラチオを一
括してここでは「概念」と呼ぶことにする.
ところで トマスの著作の中には， もう一つ「概念jと訳されるラテン語が
ある. これもラチオほどではないが相当にしばしば 彼の著作の中に現われる.
それは「コンケプチオJ con ce pt io である. これは動調con c ipe re に由来する.
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この動詞の原意は， 自分のうちに何かを受け容れることである. そこから女
性が胎内に子を宿すことを意味するようになる. また心が何かを受け容れて
そのものの認識を形成することをも意味するようになる.
それゆえこの動調に由来する名詞「コンケプチオ」は二つの意味で用いら
れる. 一つは「受胎」 である. 一つは， 心における認識像の形成， 或いは形
成された認識像そのものを意味する. この最後の意味での「コγヶプチオj
は トマスの著作の中にしばしば現われ， 西欧近代語ではその ま ま con cep t ion
と訳され， 日本語ではこれも「概念」と訳される.
そこでトマスにおいては， r概念」を意味するこ と ば が「ラチオ」と「コ
ンケプチオJと二つあることになるが， この二つは全く同義語であるのか，
それとも異なるか， 異なるとすればどのように異なるかが問題となる.
歴史的事実として 次のことがし、える.

トマス 以後 に お い て は， ラチオは

「概念Jという意味では余り用いられなくなり， その代りに「コンケプチオj
の方が用いられるようになる. そして西欧近代語において「概念J としての
ラチオは con cept io と同義になり，

トマスの著作に現われる「ラチオ」 はし

ばしば con cep tion と訳される. このようにラチオとコンケプチオを同義とす
る見解は， 実は トマスの著作そのものの中に見出される. じっさい或る箇所
において 彼は， ラチオは「知性のコンケプチオJ con cep tio in lle
te ct usにほか
ならないといっているのである1)
しかし 他方において 彼はラチオとコンケプチオとを明確に区別している2)
そしてこの区別は 彼の哲学において重要な意味を有している.
しかし両者は区別されながら密接な関係に在るとされている. そしてラチ
オが知性のコンケプチオにほかならないといわれることも， 無条件に両者の
同義性を意味すると解されるべきではなく， 両者の密接な関係においてはじ
めてその真の意味が 理解されうると思われる. そこで 以下に， 次の]1国序で考
察してゆくことにしよう.
1. トマスにおいて， 概念としてのコンケプチオとはいかなるものか.
2. トマスにおいて， 概念としてのラチオとはいかなるものか.
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3.両者はどのように区別され， どのように関係するか.

2

トマスにおけるラチオとコシケプチオとの関係について考察する前に， こ
の問題について トマスに到る歴史的なことがらについて触れておきたい. じ
っさいこの問題は 彼が初めて取り上げたものではなく， 既に長い歴史を有し
ている. しかしここでは特にアリス トテレスについて考察しよう. それは ト
マスの概念についての問題に直接に関わりをもつからである.
アリス トテレスは， w命題論』 第1章の始めに 次のようにいっている.
I{ 音声において在るもの》 は， {心において感受されたもの》 のシュンボ
ロンである. {心において感受されたもの》 は実在 する 《もの》 の 類似 であ
るJ. 3)
すなわち， 実在する「ものJは自然の世界にお い て在 る. I感受されたも
の」は心において在る.

I 音声において在るもの」は 音の世界において在る.

このように三者はそれぞれ「 おいて在る」場所を異にするが， しかし単に並
存しているのではなくて， 密接な関係を有している.
第1に， I心において感受されたものJ rà élJ rij <þυがπα()�ματα は，外界
に実在する「もの」なしには在りえない. 心は「ものJ に触れてそこから何
かを受け取り， 自分のうちに何らかの状態を 生ぜしめる. その状態が「パテ
マ」πd向μα といわれる. それゆえ心において在るパテマは， 心の外に実在
する「もの」 πpârμα そのものではないが， Iもの」なしに は起りえず， そ
の意味で心の外に在るものに依存している. その関係は「類似J ópoéωμαと
いわれる.
このように心の外に在る「もの」によって心の中に 生じたパテマは， 今度
は自分自身を外の世界に表現しようとする. そのために 音声が用いられる.
パテマは 音声の衣をまとって 音の聞える世界， すなわち自然の世界に再び現
われる. しかしそれはもとの白然界に逆戻りすることではなく， いったん心
の世界をへてきたものとして， 単なる自然界とは区別された独自の世界に白
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己を現わす. それが「 音声において在るもの」吋 éll -rfJ cpω掃すなわち「こ
とばJの世界である.
ではこのようにして外の世界に 表現 さ れ た「こ とば」は， 心 の 中に在る
「パテマ」に対してどのような関係にあるか. パテマが心の外に実在するも
のの類似であるといわれたように， パテマの外なる表現としての「ことば」
はパテマの「類似Jであろうか.
ところがテキス トによれば， この場合に類似とは い わ れず， Iシュンボロ
γ」

σ0μßOÀOν で あるとい わ れる. それゆえ パテマ が「もの」に依存する

ように， Iことば」はパテマの表現としてパテマに依存する か ら， 両者は依
存の関係に在る点では共通するが， 前者は類似として依存し後者はシュシボ
ロンとして依存するから， 依存の仕方においては異なるといわなければなら
ない.
ではこのごつの関係は， 何故このように在り方を異にするのであろうか.
そもそも「類似Jとは， また「シュンボロン」とは伺であるか.

3

まず， 心の中に成立するパテマが， 外界に実在する「もの」の類似である
といわれるとき， それは単純な模写の意味に解されてはならない. すなわち
犬を見れば犬の形が心に写り， ネコを見ればネコの形が心に写る. その心に
写ったものがパテマであるというように解されてはならない.
このようなことはアリス トテレスにおいては原 理的に不可能である. 唯物
論によれば心も「もの」も同じ物質であるから， Iもの」に お い て在るもの
と「心Jにおいて在るものとの聞に物質的意味での模写の関係が成り立っと
考えられるであろう. しかしアリス トテレスにおいては， 心は物質とは 本性
的に異なるものであるから， 心において在るものが， 実在するものの物質的
意味での模写ではありえない.
それにもかかわらず， バテマは心がものに触れることによってのみ心のう
ちに 生ずる何らかの状態であるから， それは心の外のものなしには起りえず，
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またその在り方は外の「もの」の在り方によって自然 本性的に規定される.
その意味で心の中に在るパテマとそれを 生ぜしめた「ものj との聞には， 何
らかの自然 本性的対応の存在することを認めざるをえない. その対応関係が
「類似」ということばによって示されている.
もしそうだとすれば， 同じ対応関係は心の中なるパテマと， それの外なる
世界における表現である「ことば」との聞にも成立するのではなかろうか.
たしかに「ことば」とパテマとの聞にも対応関係が存在する. しかしこの場
合は「類似」といわれず「シュンボロン」といわれるのは何故であろうか.
これに対しては 次のように答えられる. たしかに外界の「もの」と心の中
に成立するパテマとの聞に対応関係が存在するように， パテマとその表現と
しての「ことば」との聞にも対応関係が存在する. しかしその対応の仕方は
異なる.
すなわち， 外界の「もの」と心の中なるパテマとの対応は自然 必然的であ
る. 或る条件のもとに在る何らかの「もの」 に心がふれるならば， 必らず心
のうちには或る状態としてのパテマが 生ずるのであって， 別のパテマが 生ず
ることはありえない. その意味で外界の「ものJとパテマとの聞には自然 本
性的な関係が存在し， それは 唯物論におけると同じ意味ではないにしても，
やはり或る意味で模写論的である.
これに対し， パテマと 音声の世界に成立する「ことば」との聞には， たし
かに何らかの対応が見出されるが， そ の 関係 は「も の」と パテマ の場合の
ように自然 本性的ではなくて， 或る意味で人為的である. というのは， この
世界には自然的な「ことば」 一般なるものは実在せず， 実在するのはすべて
歴史的社会的民族的伝統のうちに形成されてきた或る特定の言語体系だけで
あるから， パテマが外の世界に「ことば」として表現されるためには， その
パテマはいずれかの言語において 音声化されな け れ ば な ら な い. すなわち
「ものJから心に受け取られたパテマは同じであっても， それが「ことば」
として 音声の世界に表現される場合には， 必らず或る特定の言語において表
現されなければならない.
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このようにしてことばの世界に表現されたパテマは， いずれの言語におけ
る「ことば」にも対応する. しかしその対応は1対1ではなくて1対多であ
る. たとえば「馬」という「もの」によって心に 生じ た パテマ は， ヒ
r
ッポ
スJということばにも， rホース」ということばにも， rウマ」ということば
にも対応する. しかし「ヒ ッポス」も「ホース」も「ウマ」も馬という「も
の」の類似であるとはいわない. これらのことばのパテマに対する対応の仕
方を「シュンボロン」というのである.
「シュンボロン」は普通「象徴」と訳 さ れ る. しかしそ の意味は た だ狭
い意味での「象徴」に限られない. もっと広く「しるし」の意味に解されな
ければならない. 事実， 同じテキス トの中で「シュンボロン」は直ちに「セ
ーメイオンJ σ守μfÎoνといいかえられるのである41
では「しるし」とは何であるか. それは何か直接には見られず知られない
ものを相手に知らしめるために用いられる何らかの可感的具体的な「もの」
である. それゆえ「しるしj は 必らず何かのしるしであり， その「何か」の
「しるしとなるJ ign
s 白car
i
e ということを 本来の役割りとしている.
それゆえ， 心の中に 生じてその心の 持主 以外には誰にも知られなかったパ
テマは， 音戸をまとってことばの世界に出ることにより， 他人にも知られう
る「もの」となる. しかしそれは単に 音として知られうる「もの」ではなく
て， パテマの「しるしJとしての「もの」である. そのことばを 理解する人
々は， この「しるしJとしての 音声を通じて， それが示している心のパテマ
を知る. その意味でことばは「シュンボロン」 である.

4

以上において， いちおうテキス トの説明を終えた. 今述べられたことは，
常識的で分り切ったことのように思われる. しかし少し深く考えると問題が
生じてくる. いったい心にいだかれるパテマとは何であろうか.
われわれはそれを「心において感受された も のJと訳した. パ
r テマ」は
もともと「パスケイン」π白χEωに由来する. す な わ ち一般に， r蒙られた
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もの」を意味する. 心について用いられる場合には， 外のものとの接触によ
って心のうちに 生ぜしめられた心の状態をいう. そのパテマに 音声を与えて
外の世界に現わすと「ことば」になる. これは常識的に明らかなことである
と思われる.
しかしよく考えると問題が出てくる. そもそも心が外の世界からはたらき
を受けるためには， 心は何らかの仕方で外の世界と接触しなければならない.
外の世界に在るものは物体である. しかし"�.i\は物体ではないから， 直接に物
体に触れることはできない. そこで心は心的であるとともに物体的でもある
身体の感覚， 直接には感覚器官を通して外のものに触れるのである. それゆ
え心において感受されるパテマは， さしあたり身体の感覚が外のものに接触
して 生じる心の状態であるといわなければならない.
ところで感覚が触れる外の世界に在るものは， 決して同 一にとどまらない.
7こえず、変化している. したがって変化しているものに接触している感覚が外
部のものから感受するパテマも， 決して同ーのノミテマにとどまらない. 外の
ものの変化に応じて変化する筈である. し た がってパテマ は決し て 単数の
「パテマ」にとどまれず， 複数の「パテマタ」πα0手μαTα となる筈である.
ところで， 既にみられたように， 音声におけることばは心のパテマの「し
るしjとしてこれに対応してつけられるから， それぞれのパテマに対応して
つけられることばはそれぞれ別でなければならない. かくてたえず変化して
ゆくパテマに対応して， ことばもまたたえず変化してゆかなければならない.
それゆえ実在するものの世界の変化に応じて心の中には無数のパテマタがた
えまなく連続して起こり， それに対応して外界に発せられることばも， たえ
まなく変化してゆく筈である.
これは同ーの人間の一つの心に 生じるパテマについて述べたのであるが，
同じ「ものJについて多くの人 々がそれぞれ自分の感覚によって接触しそれ
ぞれ別のパテマを 生じ， それに応じてことばがたえず変化してゆくとすれば，
同じものについて無数のことばが 生じ， しかもそれらのことばがたえまなく
変化してゆくことになるであろう. しかしその場合「ことば」は果して用を
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なすであろうか.
或ることばがことばとしての用をなすためには， ものの世界の変化にもか
かわらず変化しない「もの」が在り， 人 々は別 々の心を 持ちながらその同じ
ものについて同じ「パテマ」をいだき， その同じパテマが同じ「 音声」をま
とって同じことばとして表現されるのでなければならない. さもなければ多
くの人 々が同じことばを同じ「もの」のしるしとして受け取り， そのしるし
によって表示されている同じ「ものJを共通に 理解し合うことはできないで
あろう.
そのためには， 外の世界に在るものはたえず変化しながらも一貫して一つ
の「ものJであり， パテマはものの変化に応じてたえず変化しながらもすべ
ての人の心において 一つの「パテマ」でなければならない. しかしパテマは
まさにパテマである限りその名の示すように受動的性格のものであり， 外界
の変化に応じて当然変化する. とすれば， 同じパテマのうちにものの変化に
応じて変化する側面と， 変化にもかかわらず同ーのノミテマにとどまる側面と
がなければならないが， このようなことはいかにして可能であるか. ここに
いわれる「心のパテマ」とは何であるかという問いが新たによみがえってく
るのである.

5

この問題について， アリス トテレス自身はどのように語っているであろう
r とば」の関係
か. w命題論』 の上記の箇所においては， rものJ rパテマJ こ
は簡単に述べられるだけで， それ 以上のことは何も語られていない. ただ上
記のテキス トの後で， アリス トテレスは 次のようにいう.
「これらのことがらについては， w心について』の書に お い て 既に述べら
れた. これは別の仕事に属するJ5)
ここに『心についての書� dx 7rEp? CÞUXれといわれるのは， wデ・アニマ』
のことである. つまりアリス トテレスはここで， これらの4ことがらについて
は 既に別の著作において述べられたから， ここ では
、 新た に繰り返さ な い と
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いうのである. 更にその 理由を補って. 1そのことは. 今
( われわれが論じよ
うとすることがらとは)
. 別の仕事だ」飢え守宮 πpαrμα"eéar;; という. そこで
われわれは先に提起した「心のパテマ」 とは何かという問題の答を求めて，
『デ・アニマ』 に赴かなければならない. 更にそれが「別の仕事だ」といわ
れるのはいかなることかを問わなければならない.
第1の問題について『デ・アニマ』 を み る と， わ れ わ れ は第1巻1章の
( こ で は「パ トスj 複数で「パテーJ "à πd向'4ijr;;
始めに. 1心のパテマJ そ
cþvxれといわれている)について， 探究されるべき問題があげられているの
を見出す(
「心のパテマ」はすべて身体と共通のものか. それとも何か心に固有なパ
..
テマがあるか・H・
「心のパテマ」の大 部分が身体なしに起りえないことは明らかである. こ
れらはすべて感覚のはたらきである. しかし知性のはたらきたる「ノエイン」
νoεωは心に固有のはたらきであるように思われるH・H・この「ノエイγ」も何らかの表象vωTασfα であるか. それとも表象なし
には起りえないものであるか. もしそうだとすると「ノエイン 」も身体なし
には起りえないことになるH・H・(以上， 403a3 -12).
ここには. Iíデ・アニマ』 第 2. 3巻において探究されるべきことがらが，
問題提起の形であげられている.
すなわち第2巻においては， 身体の五つの感覚を通して， いかにして外界
のものが知られるかが考察される. すべての感覚に共通するのは， 外界に存
在するものの「形相Jεlðr;
o ;を受け容れる能力だということである. それゆ
え「心のパテマ」をこの 次元に限るならば， それは身体と結合した心が， そ
の感覚において外のものの形相を受け取り， それによって何らかの変化を蒙
っている状態であるわ.
しかし「心のパテマJの意味はただそれだけにとどまらない. 更に第3巻
において， 五感を通して受け取られた外 部のものの形相は， 共通感覚におい
て結合され， 更に表象力によって表象像vωτdσμαTαの層を形成することが
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述べられるB)
ここまでの所では， I心の パテマjとは， 外界 のものとの 接触によって心
の感覚的 部分に 生じる受動の状態であるが， ここから先， それまでとは異な
る層におけるパテマが 生じる. それは心の知性的 部分におけるパテマである.
この段階において， これまで感覚的 部分に受け取られ可感的形相として心の
状態を変容させてきたものは可知的形相に転化する. そしてその転化は感覚
の層から知性の層へと連続的になされるのではなくて， 表象像を照らしそこ
から可知的形相を引き出す能動知性のはたらきのもとに可能知性が可知的形
相によって現実的に形成されるという仕方でなされる9)
それゆえ「心のパテマjということは， これを感覚的 部分のパテマとして
みる限り， 文字通り外からの作用によって心のうちに 生ぜしめられる受動的
状態であるが， 知性のパテマの段階においては， 形相が外から受け取られた
ものである限りにおいては受動的性格を有するとしても， その形成に能動知
性のはたらきがあずかっている限りにいては， 単純にこれを受動的なパテマ
ということができない. それはむしろ感覚を通して受けたものを素材とする
知性の能動的な「所産J ëprlJ
o であるといわなければならない. これらのこ
とが『デ・アニマ』 第3巻において論じられる.

6

以上においてわれわれは， �命題論』 にお ける「心 の パテマ」とは何であ
るかという問題について， アリス トテレス自身が参照を指示している『デ・
アユマ』 によって一般的 理解をえたから， 次に同じ問題についての トマスの
解釈をみることにしよう. 彼は『命題論註解』 において， この 心
「 のパテマ」
そ
( れは passiones animae とラテン訳されている)について論じている10)
「心のパテマjとは， 普通は心の感覚的欲求の状態， すなわち「情念Jを
意味する. たしかに喜怒哀楽の情念も 音声を通して外界に表現される. たと
えば病人のうめき声. しかし今ここで問題とされる「心のパテマ」はそれと
は別のものである. ここでいわれる「心のパテマ」とは「知性のコンケプチ
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オJ conce ptio intel1e ct us にほかならない11)
しかしアリス トテレスは通常「知性のコンケプチオjをパテマとはいわな
いから， これを根拠としてアンドロニコス は， w命題論』がアリス トテレス
の真正の著作であることを否定した. しかし『デ・アニマ』第1巻をみると，
心のすべてのはたらきが「心のパテマJ といわれている. その意味で知性の
コンケプチオも「心のパテマ」といわれうるのである.
更に， アリス トテレスがここで「コンケプチオ」を「パテマJという 理由
として二つのことがあげられる. 第1に， われわれの知性のはたらきは表象
像なしには起りえず， 表象像は身体の受動なしにはありえないから， その意
味で知性のコンケプチオはパテマといわれる.
更にまた， 次の 理由も考えられる. IパテマJ (受動)の意味を拡大すると，
一般に「受け取るJ re ic pe r e ことはすべてパテマであるといわれうる. 知性
もコシケプチオ形成のために可知的形相を受け取るのであるから， 知性のコ
ンケプチオは拡大された意味でパテマといわれうるのである12)
要するに トマスは， w命題論』にいわ れる「心のパテマ」と は， 通常用い
られる「情念」の意味ではなく， 知性のコンケプチオのことであり， それが
パテマといわれるのは， 知性がコンケプチオを形成するために外界からもの
の形相を「受け取る」 必要があり， その意味で受動的性格を有するからであ
るというのである.
『命題論』にいわれる「心のパテマ」は「知性のコンケプチオ」であると
解することによって， 先に提起された問題はし、ちおう解決されると思われる.
先の疑問は「心のパテマ」ということを 一義的に解することによって 生じ
たの で、ある. これに対し今， 次のように答えることができる.
心は二重の層を成している. 一つは身体と結合した感覚の層 で、あり， 一つ
は身体から分離されうる知性の層である. 感覚の層は直接に外界に接触して
いる. 外界のものはたえず変化しているから， それとの接触によって 生ずる
感覚の層のパテマも， それに応じてたえず変化している. それゆえもしもこ
の層におけるパテマに対応してことばがつけられるとすれば， ことばはたえ

12
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ず変り， ことばの用をなさないであろう.
しかし今ここで「ことば」によって示されるパテマというのは， そのよう
な感覚の層におけるパテマではなくて， 知性の層において形成されるパテマ，
すなわち「知性のコンケプチオ」である. それはたえず変
‘ 化しているものの
流れの中で 一貫して変らないもの， すなわちものの形相を受け取ることによ
って知性のうちに形成されるパテマであって， Iことば」によって表示され，
ことばがそれの「しるし」となる「心のパテマjとは， まさにこの知性のう
ちに形成されるコンケプチオにほかならない.

7

「心のパテマ」とは「知性のコγヶプチオ」にほかならないという トマス
の解釈に従って， ことばが心のパテマの「しるし」であるといわれる意味に
ついて考えてみよう.
もしも「心のパテマ」が知性のコンケプチオであると す れ ば， Iことば」
は知性のコンケプチオの「しるし」であることになる. すなわち「ことばJ
は知性のコンケプチオを意味することになる. しかし果して単純にそういわ
れるであろうか.
そもそも知性のコンケプチオということは二重の意味を有している. 第1
にそれは， concipe reする「はたらき」を意味する. それは知性が何かの形相
を受け取って， それによって自分を形成するはたらきである. そのために知
性は表象からの抽象によって可知的形相を受けなければならないが， 表象に
おける形相は共通感覚から受け取られ， 共通感覚における形相は個々の感覚
から受け取られ， 個々の感覚における形相は外界から受け取られる. その意
味でコンケプチオというはたらきは， 直接には知性のはたらきであるとして
も， その実現のために身体の感覚と， 感覚が接触する外の世界の存在を前提
する. それゆえ知性のコンケプチオとは， 知性が感覚を通して外の世界から
形相を吸い上げてゆく一連の心のはたらぎの総称であるともいえる.
しかし「知性のコンケプチオ」は， もう 一つの意味を有する. その意味を
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理解するためには， 知性のコγヶプチオとはそもそも何を目的とするはたら
きであるかを考えてみなければならない.
これに対してはさしあたり， 可能知性が上記のプロセスを経てえられた可
知的形相によって形相づけられることであると答えられるであろう. そのと
きコンキペレのはたらきは完成するからである.
たしかにそれにはちがいないが， 形相によって完成されるべきものが単な
る自然物ではなくて知性である場合には， 更に問わなければならない. 知性
が可知的形相によって完成されるとはし、かなることか.
知性が単なる「もの」として考えられる限りにおいては， 知性が形相によ
って完成されるとは， 他の自然物と同様にその形相によって形成されること
であるという答で十分である. しかし知性は単なる「ものJ

res ではなくて

l
ige nsである. このものにとって完成するとは，
「知性認識するものJ resi ntel
単に「もの」として完成するだけで はなく， r認識において」も完成するこ
とでなければならない. いや， 知性においては， この両者の完成は別のこと
ではなく同ーのことである. すなわち知性にとっては， 認識において完成す
ることが， rもの」として完成することである.
では知性にとって認識における完成はいかにして達せられるか. それは知
性が対象の認識に到達することによって得られる. 知性の対象は形相である.
それゆえ知性が形相によって「形成される」ことは形相を「認識する」こと
と同時でなければならない. しかしこれは異なる二つのはたらきではなく，
知性は一つのはたらぎにおいて形相によって「形成される」とともに形相を
「認識するJのである. そのとき知性のはたらきは完成に達し， それととも
に対象たる形相は知性によって 把えられた形相fo rma conce pta となってし、
る.
それゆえ知性のコンケプチオのはたらきはこのforma conce pta を目指す
のであり， そこに達することによって完成する. それは知性のはたらぎの終
極であるから， 本来知性のはたらきを意味したこの「コンケプチオ」という
ことばは， このはたらきの終極である「把えられた形相」そのものを示す名

14
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となる. そしてこの意味での「コンケプチオ」が「概念」と呼ばれるのであ
る.
以上のように「知性のコγヶプチオ」の意味を区別した上で， ことばがそ
れの「しるしJであるといわれる「心のパテマ」とは， このいずれの意味で
のコンケプチオであるかを考えてみよう.
たとえば「ネコJということばはいずれのコγケプチオを示すしるしであ
るか. それが「ネコ」なる「もの」を感覚によって把え， そこから「ネコJ
の可知的形相を抽象し， それによって知性が「ネコJを認識するに到る一連
の心のはたらき， すなわち「ネコJについての概念形成作用を示すことばで
ないことは明らかである. ["ネコ」ということばは， この よ う な一連の心の
はたらきを経て到達された「ネコJの概念そのものを端的に示し， またその
概念を通して実在する「ネコ」なる「もの」を示すのである.
この意味で， 音声において在るもの， すなわち「ことばJは， 心のパテマ，
すなわち知性のコンケプチオの「しるし」であるといえる. この場合のコン
ケプチオとはすなわち「もの」の概念であり， 知性によって把えられ知性に
おいて在るものの形相， すなわちfo
r ma conce pt aである.

8
以上によって， 概念としての「コンケプチオ」とはいかなるものであるか
をみたから， 次に概念としての「ラチオ」とはいかなるものであるかについ
て考察しよう.
トマスの著作の中には到る所にさまざまな意味のニュアンスを含んで「ラ
チオ」なることばが用いられ， それを一括して論じることは困難であるが，
さいわい「ことばJ との 関係において「ラチオJの 意味 が， w命題集註解』
第1巻第2 区分1問3項主文において論じられている. それを手掛りにして
「ラチオ」の意味について考えよう.
トマスはいう. ラチオとは， ["何らかの名の意味に つ い て知性が把えるも
e l ctus de signific atione ali c uius nomini s にほカ通
のJ id quod appre he ndi t intle
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ならない.
ここに「名J nome nといわれるのは， 必らずしも名詞に限らない. 何らか
の意味を表示する 音声はすべて「名」のもとに包含される. つまり「ことば」
であり， さきの『命題論』 における「 音声において在るもの」にあたる. こ
の意味での「名Jすなわち「ことば」はすべて「意味J signifi catioをもって
いる. その意味について知性が把えるもの， すなわちその名のもとに知性の
理解する内容が「ラチオ」である.
このようにみてくると， Iラチオ」とは先にみ ら れ た「知性のコンケプチ
オ」と同じものではないかと思われる. じっさい「 音声において在るもの」
としてのことばは， 知性によって把えられたもののコンケプチオの「しるしj
であるのだから， この関係を反対の方向からみれば， Iコンケプチオ」とは，
ことばによって表示される意味として知性によって把えられる 理解内容とな
る. それはまさしく今定義された「ラチオjにほかならない.
のみならず トマスは， テキス トのそれより少し進んだ所で， 上記の定義を
いいかえて， I名の意味について《コンキペレ》されるものJ id quod concipitur
de signifi catione nominis がラチオであるといっている. Iコンキベレされる
もの」とは， 既にみられたように， 概念としての「コンケプチオ」にほかな
らない. それゆえ「ことば」と「概念」との関係をみる観点の相違はあるに
しても， 意味の上からいえば「コンケプチオ」と「ラチオ」とは同じであり，
この二つは同義語であると思われる.
それにもかかわらず トマスは引き続いて， Iしかし 《ラチオ》 と い う 名は
《コンケプチオ》を意味するのではなし、J ne c tame n hoc nome n r atio significat
ipsam conce ptione m. という. では両者のちがいはどこに在るのだろうか.

9

概念としての「ラチオJも概念としての「コンケプチオ」も， 知性によっ
て把えられ知性において在るものである限りにおいては共通性を有する. 両
者がともに「概念」という名で呼ばれ， しばしば同義語とされるのもその限

16
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りにおいては間違いではない.
両者の相違はむしろ， これらの概念の内容をなす形相がどこから知伎のう
ちに入ってくるか， すなわち知性によってコンキベレされる形相のルーツの
ちがし、に求められる.
「コンケプチオ」といわれる概念の形相は， 既にみられたように， 感覚を
通して自然の世界から入ってくる. それは知性において在る概念となるため
に， 感覚像から表象像へ， 表象像から可知的形相へと， 一連の心的過程をへ
て知性におけるforma conc
e
p taと な る ことによって終点に達するが， もと
をただせばそれは自然の世界に実在する「もの」の形相であり， その出身地
は自然界である. それゆえ「コンケプチオjは， 本来は自然界に実在するも
のの概念であり， 実在有ensea
r eについての実在概念である.
l
これに対して「ラチオ」として 知性 に 入って く る 概念， す な わ ち

rat
io

conc
e
p taのルーツは， もとをただせば自然界に属する実在有である場合もあ
るが， ただそれだけにとどまらない. 実在界にそのルーツを探しでもみつか
らないものもあり， そもそも在るか無いか疑わしいものもある.
ただそれらに共通するのは， その素性はし、ずれに在るにせよ， とにかく自
分の「名」を有しているということで ある. I名Jが あ る以上「意味」があ
る. その意味が 理解される限りその 理解内容としてのラチオは知性において
「概念」として在る. それゆえラチオの出身地はさしあたり「ことば」であ
るということができる.
したがって 本来， 実在有の概念である「コンケプチオ」がことばとして表
現される場合には， そのことばの「意味」が知性によって把えられる内容と
なる限りにおいては， Iラチオ」といわれても何ら差し支え な い. たとえば
本来， 自然界から取られた「ネコ」の コンケプチオ が， Iネコ」という名に
よって表現されるとき， このことばの意味内容は， それが知性によって 理解
されうるものである限りにおいて， Iネコ」のラチオといわれるのである.
しかしそのように実在有に還元される概念だけではなしそれに還元され
ないものであっても， その名があるならばその「ラチオ」は 必らずある. た
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とえば存在しないことを意味する「無」も， 実在するか否か疑わしい「幽霊」
も， その名がある限りその「ラチオ」はある. その意味で概念としての「ラ
チオ」は「コンケプチオ」としての概念よりもより広範囲のものを含むとい
えよう.

10

われわれは， 概念としてのラチオの出身地はさしあたり「ことば」である
といった. その意味は， 概念として知性のうち に 在 る ラチオは， そ の 前に
「名」の意味として「ことば」のうちに在るということである. ではそれら
のラチオはことばにおいて在る前にどこに在ったのであろうか. すなわち名
の「意味」としてのラチオのルーツはどこであろうか.
そのように問われるならば， われわれは， すべてのラチオは知性において
生まれたと答えなければならない. ただしその知性とは， 自然の世界から自
然物の形相を感覚を通して受け取り， それを可知的形相に転化するはたらき
をなすものとしての知性ではない. この知性によっては， 既にみられたよう
に， 実在有についての実在概念としてのコシケプチオがえ ら れ る だ け で あ
る.
これに対し， ラチオがそこにおいて生み出される知性は， この知性の第1
のはたらきを前提し， それによって得られたもろもろのコンケプチオを結合
したり分離したりする知性， すなわち判断する知性である. この知性のはた
らきは命題という形でことばの世界に表現される. そして命題は主語と述語
とから成り， 必らず真であるか偽であるかである.
そこで， それについて真の命題が形成されるならば， その命題のテルミヌ
スとなることばは， たとえそれの表示する「ものJが実在しでもしなくても，
知性において在るものとして存在し， かかるものとして知性によって把えら
れ， ことばによって表現される13)
たとえば， r無は有に対立する」とし、う 命題 は 真の命題として成立するか
ら 「無」ということばにあたる「ものjは実在の世界 に は無いにしても，

18
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判断する知性においては真の命題のテルミヌスとして存在する. それゆえそ
れは知性において在るものとして知性によって把 え ら れ， 無
r 」という名を
持ち， またこの名によって示される「ラチオ」を有することになる.
このようにして判断する知性のはたらきにおいて， 知性のうちに受け取ら
れた形相はさまざまな仕方で結合分離され， そのはたらきによって知性のう
ちに無数のラチオが 生み出され， またそのラチオを表示する無数のことばが，
それによって示される「もの」が実在すると否とに かか わ り な く， こ と ば
の世界に 生み出されてゆく. この意味で， rコンケプチオ」とし て の 概念の
ルーツが実在する自然界であるのに対し， rラチオ」とし て の 概念のルーツ
は判断する知性であるということができる.

11

以上われわれは， 概念としての「コンケプチオJと概念としての「ラチオj
との相違を， 両者それぞれのルーツの相違に即してみたのであるが， これに
関連して第2 の相違が見出される.
概念としての「コンケプチオ」は， 既にみられたように， 知性のコンキペ
レするはたらきの終極であり所産である. それは常に何かの概念として， す
なわちfo rma conc ep ta として知性において在る. この「知性において在る」
ess e in i n tel l ec tuということは， 概念としてのコンケプチオの 本質に属する.
これに対して「ラチオJはどうであるか. それは， 既にみられたように，
「ことばjの意味について知性が把えるもの で あ る. ここに「把えるものJ
quod appr eh endi tということは， 二つの意味に取られる.

一つは， r把えた

もの」という意味である. 一つは， r把えうるもの」という意味である.
ことばの意味を知性が「把えた」ならば， 把えられたもの， すなわちラチ
t として知性のうちに在る. 知性の
オば， r把えられたラチオJ ra tio conc ep a
うちに在るものとし てのラチオは， r把えられた形相J fo r rna conc ep ta とし
て知性のうちに在るコンケプチオと， 知
r 性において在るJ

ess e in in tel l ec tu

という点で共通するから「概念」としての資格を獲得し， こ の限りにおいて
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c eptio ratio nisということがいわれうるであろう.
「ラチオの概念J co n
しかし「ラチオ」は， コ
r γヶプチオJ のように「知性に お い て在るJ こ
とをその 本質のうちに含まない. 知性によって「把えうるものJ であるから，
「把えられる」こともありうるし， 把 えられたなら ば ラチオ は上記のように
コンケプチオとなる.
しかしながら， たとえ知性によって把えられなくてもラチオはラチオであ
る. ラチオは「ことばjによって表示される意味内容として， 知性によって
把えられると把えられないとに関わりなくラチオである. それは「ことば」
が在る限り「ことばJ の意味内容として在り続ける.
で、は， それを表示すべき「ことば」がまだなく， ただ表示されるべき「意
味」だけが存在する場合はどうであるか. その場合でもその「意味J が少く
とも 理解されうるものであり， ことばによって表示されうるものである限り，
ラチオとして存在する. その場合そのラチオにわれわれの知性を超えた高次
の知性のうちに存在すると考えることもできょう. そのようなラチオを見出
し， ことばによって表現してゆくことは， われわれの探究の歴史的いとなみ
に属する.
その意味で「ヲチオ」は， 個々の知性によって把えられ， 知性という場に
おいて成立する「コンケプチオ」としての概念を超越する. ただしそのラチ
オがいずれかの知性によって把えられ概念化されることは何ら差支えない.
しかしコンケプチオになるかならないかは， ラチオそのものにとってはどう
でもよいことである. その意味でラチオは通常の意味での概念を超越する.
もしそれをも概念というとすれば， それは個々の知性において成立するコン
ケプチオとしての概念を超越する概念である.

12

以上， コンケプチオとラチオというこつの概念の区別についてみてきたが，
この区別に応じて概念についてのこつの学が成立する.
まず， コンケプチオとしての概念がわれわれのうちにいかにして形成され
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るかについて考えようとするならば， われわれはまず外界の諸事物との接触，
すなわち感覚経験の考察から始めなければならない. またこの経験を通して
えられた外界の情報がどのような経路をへて知性に達し知性において概念化
されるかを考察しなければならない. その考察にはいろいろな方法がありう
るであろうが， いずれにしてもそれは人間の心というそれ自体ー箇の自然に
おける存在者の自然 本性的なはたらきについての考察であることにかわりな
い. その意味でコンケプチオとしての概念の形成過程についての研究は広義
の自然学に属し， 更に 一般的にいえば， 実在についての学 s
cie
川
i a r eais
l に
属する.
これに対しラチオは， 既にみられたように， 個々の知性によって把えられ
その知性において概念化されることはありうるが， このことはラチオの 本質
に属しない. ラチオの 本質は個々の知性を超越し， その意味で普遍的な在り
方をしていることに在る. しかしそれは人聞の知性を超越しながら知性のは
たらきを規制するものとしてわれわれの知性に臨む. そのような仕方でそれ
は通常の意味での自然界をも超越するから， 自然学に適用される方法はラチ
オの研究には役立たない.
ただラチオは， そこにラチオが宿る場所として「ことば」の世界に自己を
現わす. またラチオの法則は「ことば」の法則として「ことば」のうちに現
われる. それゆえラチオの研究は「ことば」に即して行われる. それゆえラ
チオの研究は自然学に属さず， それとは類を異 に す る「ことばJ ロ
( ゴス)
の学， すなわち「ロギカJ に属することになる.
r とば」という「もの」
しかし同じく「ことば」を研究するといっても， こ
(レス)を研究対象とする言語学とロギカとは区別されなけれ ば な らない.
ロギカにおいては「ことば」はラチオ探究の手掛りであって対象はあくまで
cie nia
t r ati on
isと い わ れ る. こ れ に 対し
も「ラチオ」であり， その学は s
「ことば」という「もの」を対象とする言語学は s
cie nt
ia r eais
l に属するの
である.
アリス トテレスは， Ií命題論』 の始めにおいて， 既にみられたように， rこ

概念の二義性
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とばJ， 概
[" 念J， も
[" の」の関係を簡単に述べたが， 概念形成についての言及
に深入りすることを避けて， そ
[" れは別の仕事だ」仰).'1)<> ràp πpαrμαrdα宮
といっている. 彼はこの一言の中で， これからしようとするロゴスの法則に
ついての探究が， コンケプチオとしての概念の形成を論じる学とは， 類を異
にするものであることを述べているのであると思われる14)
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