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としての感覚と知性について
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トマスの「留まる働きJactio ma n e n s- r移り行く働きJactio t ra n si e n sの区別は，

アリストテレスの『形而上学』θ巻 8章( 10 50 a23- b2) にお け る， 能力の使用 によ

って結果(所産) が生じない働きと， それが生じる働きの区別 に 起源を持つ . この二

つの働きの区別はトマスの神学 において縦横 に機能しており， 一 例を挙げるなら， 前

者は内なる発出 (三位一体 論) に， 後者は外なる発出 (創造 論) にそれぞれ対応して

いるり . しかし， この二つの働きが『形而上学』θ巻 6章( 1048 b 18-3 5) のエネルゲ

イア (actus) とキーネーシス (motus) の区別 に重ね合わせられているかどうか に

ついては， 当該箇所の註解が書かれていないため に断定的なことは言えず2り また，

そこから生じる解釈上の問題点は数知れないが， 本稿では， 論点を 感覚と知性の働き

を acito ma n e n s の 観点から照射するという一点 に絞り， その限りで， この働きの区

別の意義を検討したい. �神学大全� (5. T .， 1， 18， 3， a d  1) における主要テクスト

は 次の通りである.

rw形市上学』第9巻で言われるよう に， 働き actio に二通りあり， 一つは， 熱する，

切るのごとく， 外的質料へ移り行く働きであり， 今一つは， 知性認識する， 感覚する，

意志するのごとく， 働くものの内 に留まる働きである. これらの違いは 次の点 にある.

前者のactioは， 動かすところの働くものa g e n sの完成ではなくて， 動かされるもの

自身の完成であり， これ に対して， 後者のact ioは， 働くものの現実態actusage n ti s  

である限りで， 働くものの動 mot us と呼ばれる. こ の こ と は， こうした 類似 に，

すなわち， ちょうど動が動かされるものの現実態 actus mobi li sであるよう に， 後者

も， 働くものの現実態である， ということ に基づ い て い る . ただし， �デ・アニマ』

第3巻 (43 1 a 6-7) で述べられているよう に， 動は『不完全なものの現実態�actus 

i m p e rfecti， すなわち『可能態 にあるものの現実態�actus e xi st e n ti s  i n  pot e n tia で
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あり， 後者は『完全なものの現実態�ac tus p er fecti， すなわち『現実態にあるもの

の現実態�ac tus e xisten tis in actuである .J

以上のテクストにおいて， 次の二つのことが重要である. すなわち， 観点①:actio 

が「留まる」か「移り行く」かの区別であること， 及び， 観点②:actio manens も

類似に基づいて動と言われること， である . 以下， このことを念頭において， 二つの

働きを個別的に検討することから始めよう .

I. 移り行く働き

「留まるi動き」 が生命あるものに固有な働きであるのに対し て， r移り行く働き」

は， 生命あるものとなきものに共通な働きである(De Pot .， 10， 1， c.). この働 き は

動とも呼ばれるが， 動は「可能態にあるものの， 可能態にあるものである限りの， 現

実態Jactus e xisten tis in poten tia in quan tum huiusmodi と定義される. 純粋な可

能態にあるものは未だ動いておらず， 既に完全な現実態に到達したものは， もはや動

いていないことから， 動はそれらの中間にあるもの， すなわち， 或る面においては可

能態にあり，或る面においては現実態にあるものである(In 3 Phys.， n. 28 5 ). r不完

全なものの現実態Jactus im p er fec ti という語は， 動が存在している間は未だ形相が

完成されないで可能態にあること， そして可能態にあるものはその限りで不完全であ

ることからそう呼ばれる(In 3 De Anima， Leo .， p. 230， 26-28). また， r留まる働

き」が働きが始まると瞬時に完成されるのに対して， 動の方は時間においてあり， 継

起的に successive 完成されると言われるのも， このような動の不完全性に基づいて

いるのである訂.

更に「動は動かされるものにおいであるJ motus est in moto. これを以下， M方式

と呼ぼう .M方式は， トマスがアリストテレスから継承した鉄則であり， 動は動かす

もの movensには付帯するだけであり， それは「動かすもの」が「動かされるもの」

に接触する tanger e ことによって， r動かされるもの」において生じる(In 3 Phys.， 

n .  301-2) . そしてこのM方式に基づいて， r移り行く働き」は「動かされるものの完

成」であるとされ， 例えば「建築の働き」は「大工の完成」ではなく「家の完成」を

目指し， そこからそれは， 目的としての( 5. C. G .， n. 831) 外的な結果に移り行く

transeun t in e xter ior em e 妊ectum( 5. T .， 1， 14， 2， c.) と言われる.

ところで，actio transi ensとは， 動かすもの movensの方のアクチオなのか， そ
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れとも， 動かされるもの m ot um の方のアグチオなのかということを， ここで明確に

しておかなければならない . 今仮に， 前者をK1， 後者をK2 としてみよう . そこで

もし， ac tio t ran siensのアクチオがK2 だとすると， 建築家 (K1) と木材等 (K2)

の 例において， I建築する」というアクチオが， I家のアクチオ」になってしまうであ

ろう . 確かにM方式に従うなら， 建築するという働きは木材等において， 従って家の

側で現実化するが， しかしこのアグチオを「家のアクチオ」と理解してしまうと， 移

り行く tran sit という動詞の意味が損なわれてしま う . 何故なら， I家の アクチオ」

とは建築家から移り行かれたものであり， 移り行くのはむしろ建築する方だからであ

る. 従って， このアクチオは K1 の方であり， また， í移り行く働き」の 例として挙

げられるものがすべて能動的能力に基づくものであることからへ それは外的質料へ

「働きかける」という意味で‘のアグチオになる. そして， 能動的能力の発現は第2 現

実態であり， 受動的能力のそれは第 1 現実態であるから(De Pot.， 1， 1， c)， 先の 例

で言えば，K 1は建築家の持つ建築能力の発現としての第2 現実態，K2 は木材等にお

いて家の形相が完成されるという第 l 現実態を 目指す「不完全なものの現実態」にな

る .

先に引用した主要テダストで，K 1の方は ac t io，K2の方は ac t usと表示されてお

り， 当然、， 前者には “ ac t io.pass io" の ac t io が基にあり， 後者では“ ac t us. pot ent ia "  

の actus が考えられている . この ac t io と ac t us は， 可能態においては別物であっ

ても， すなわち， actio の根源にあるのは能動的能力であり， ac t us の根源にあるの

は受動的能力であるとはいえ， 丙者は現実態においてはM方式に従って「動かされる

ものにおいて」継起的に現実化する . しかし， 我々は，K1を ac t io，K2 を ac t usと

いうふうに， 現実態においても， ラチオ(説明方式) の次元での区別を立てておかな

ければならない.

n. actio manensと受動

ac t io  m an ens の場合も， 観点①において ac t io t rans iensと並べられていること，

及び観点②における両者の 類似性を考えるとき， これも「働きかけ」という意味で，

すなわち， í働きかけ」が留まると理解するのが自然 で あ る. しかし， 直ちに問われ

るであろう .ac t io m anensの 例として挙げられているもののうち， í知性認識する」

と「感覚する」は受動的能力に属するものであり， それらは「働きかけ」という意味
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での ac tioとは相容れないのではなし、かと. 実際 . ロナーガンは， この 観点から以下

の主張を提出している5) すなわち， ロナーガンによると， 感覚とか知性の受動が適

合するのは， 現実態においである( bein g in ac t) という意味で・の ac tio であって，

そのような受動としての働きの概念はトマスにとって馴染みの ある( familiar ) もの

であった. そして， このact io， o per atioを， 作用因の実行， すなわち， 強い意味で能

動的に解するのは誤りであると説き， そこから 更に， 人間の意志もまた根源的には神

によって動かされるという理由によって， 意志をも受動のメンバーに組み入れている

のである6) このロナーガン説(受動的能力を重視) と 観点①②(能動的能力を重視)

は真っ向から対立するように思われるが， 我々としてはまず， 認識における受動とは，

如何なる事態を意味するのかを確認することから始めよう.

まず， 感覚が受動であると言われるときに， それに対応する能動者として考えられ

ているのは， さしあたり 可感的対象である. 例えば， 次のように言われる.

í�自然学』第 3巻で、言われたように， 能動 ac tioと受動 passioは基体においては

一つの ac tus であるが， ラチオにおいては異なる. す な わち， 能動が能動者 agens

に由来すると表示され， 受動が受動者 pati ensに由来すると表示されることに従って

異なるのである . そのようにして， 上の箇所では『感覚されるものの aé tus�と『感

覚するものの ac tus�は， 基体においては同一であるが， ラチオにおいて異なるとア

リストテレスは言ったのであるJ (In 3 De A nima， L eo目， p.  180，163-168). 

以上のテクストにおいて， í感覚されるものの ac tus(現実態)Jとは， 能動者とし

ての 可感的対象を， í感覚するものの ac tusJとは受動者 とし ての 感覚の 働きを意味

している. 注意を要するのは， ここではM方式が ac tio tr an si ens の場合とは逆に使

われて， 能動者としての 可感的対象からの働きかけが， 受動的能力としての諸感覚に

おいて現実化されると考えられていることである. そしてこれが感覚についてのごく

一般的な説明であり， これによると感覚とは単なる受動に過ぎないが， しかしトマス

によれば， 感覚の働きは， 志向的判断が伴う活動であるから， それは単なる受動以上

のものである. すなわち， 感覚もまた或る仕方で「判断する iudicareJ能力であり7り

そのことは「見ること自身は， ものの真理に従えば物体的受動ではなく， むしろ， 見

ることの根源的原因は魂の能力であるJ (In De Sensu.， n. 50)という言明のうちにも

看取される. 感覚には単なる受動とは別の側面があること， このことがトマスの感覚

論の特徴であり， それ故ここで 我々が問うべきことは， 感覚とか知性がact iomanens 
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として語られるときに， 受動とは別の( 何か能動的な) 側面が合意されているかどう

かなのである .

ßI. 能動的能力

ところで， 先のロナーガンも，actio manens の根源にある能力が能動的能力であ

ることは或る意味で認めている. しかし， その場合， 能動的能力の内容ないし位置づ

けが問題になる. すなわち， ロナーガンによると， トマスには二つの能動的能力の定

義がある(Verbum， p. 112). 一つは， 後期著作において優勢である定義 ①「他の

ものである限りの他のものへの転化の原理J pr ini cpium transmutationi s i n  aliud 

i nquantum ali ud というアリストテレス的定義(Met . J 10 19 a1 5-16;θ 1046 a 10ー1 1)

で あり， 他 は， 前期著作 に お い て 優勢 で あ る 定義②「働 き の 根源J pr inci pi um 

acti onis， pri ncipium operati oni sというアヴィセンナ的定義である. 定義①の 例とし

ては， 建築や医術といった技術が考えられており acti o transiens はこの定義①の

中で理解される. 他方， r働きの根源」としての能動的能力とは広い 意味 で の 能力で

あり， これによれば， アリストテレス的な受動的能力も能動的能力になる場合がある .

そしてロナーガンは， この定義②と， アリストテレスのもうひとつの能動的能力の定

義③「他のもののうちにではなく， そのもの自らとしてのそのもの自らのうちにある

ことろの原理(ピュシスと呼ばれる広い意味での能動的能力)J(Met .θ 1049 b 9-10)， 

の二つ が， acti o  manens の根源に ある 能動的能力 の 意味 で あ る と 解し て お り

(Verbum， p. 112- 1 19)， それは言い換えると， 能動的能力の意味を拡張することに

よって，actio manens の根源にある能力が受動的能力でもあることと抵触しないよ

うに意図していることに他ならず， 従って， そこでは能動的能力は消極的意味しか持

ち得ないであろう . 実際，ロナーガンの議 論には，“ …I e st t her e b e  an y mi sappr e. 

hension ab out Aquinas' ideas on t he a ct io manens in a gente， 1 pr oceed to ob ser ve 

t hat not only senti r e and i nteII i ger e b ut aI so veII e can b e  aρat i." (Verh um， p.132) 

という言葉からもわかるように，actio manens を受動という 観点か ら捉えようとす

る意図が根 強く働いているのである . しかし， そのように actio manens の受動的側

面を 強調する解釈が成り立ち得るかどうかは，トマスがそこから主要テクストのact io

の区別を汲み取っている 次の『形而上学』θ巻 8章の註解から判断されなければなら

ないであろう.
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「……或る能動的能力の究極目的は能力の使用のみであって，その能力の act io によっ

て生み出された或るものではない. ちょうど， í見る能力」の究板目的が「見ること」

であって， それの他に， í見る能力」から生み出 さ れた或る所産が生じることはない

ように. しかし， 或る能動的能力においては，act io の他に或る所産が生じる. ちょ

うど， 建築術によって， 建築の働きそのものの他に，家が生じるようにJ(/n 9 Met.， 

n. 1862). 

ここでは， 魂の自然的能力である「見る能力」の発現が能動的と明確に語られてお

り， そしてこのことがロナーガンの言う定義②ないし③意図するところでもあろう .

しかし， 今のコンテダストでは「見る能力」が受動的能力として語られることはなく，

むしろ少し 前の箇所では， それは受動的能力から反別されているのである(In 9 Met.， 

n. 1858). それ故，actio manensの連関では， 我々は， í見る能力」を第一義的には

広い意味での能動的能力と解した上で， 観点①②より act io transiensと 類似してい

ることから， それを「働きかけ」と 強く解し， その 後に， もしそこに受動的側面も見

受けられるならば， その点にも言 及するというのが順序であろう . 従って， 感覚や知

性は受動であるから「働きかけ」という 強い意味での actioは馴染まないという 前提

から出発するロナーガン説を， 我々は支持することはで き な い . í弱まる働き」の受

動的側面をあまり 強調しすぎると， í留まる働きJ一「移り行く働き」の区別が， í受

動的能力」一「能動的能力」の区別に解消されてしまう危険が生じるように思われる

からである8)

で、は， 観点②の 類似を重視した場合に， 決定的に問題になること， すなわち， その

類似を徹底させると，actio manens にも 何か結果が伴うことになるが一一建築の働

きに家という結果が伴うように一一一， しかるに， 何かを「見る」ことによって， その

対象が変化を蒙ることはないではないか， とL、う疑問に対しては 我々はどう対処すべ

きであろうか .

N. 結果(所産)の問題

まず，act io manens の場合にも， 観点②の 類似に 基 づ い て， í働きかける側」と

「働きかけられる側」をラチオの上で区別して， 前者をE1， 後者をE2 と呼んでおこ

う. すなわち，E 1 とE2 は現実態においては同一であっても， í魂の働きかけJE 1が，

外的質料へ移り行かないで， 働くものに留まり， í働くものの actusJE2 になるとい
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うふうに， ラチオの 次元での区別を立てておこう.

さて， r留ま る働きかけ」は生命あるものに間有な働きかけであり， 生命の第一根

源は魂であるから(5. T .， 1， 7 5， 1， c .)， a c tio ma n en sは魂に根ざす能動的な働きか

けであり， それが「結果を持たない」ということは， 認識 論的文脈では「魂の志向的

働きは自然的結果を生ぜしめなし、」ということと内容的にパ ラレルに考えることがで

きる. そして， 認識は認識対象の完成を目的としてなされるので は な い と すると，

「魂の志向的な働きかけ JE1 が完成しようと目指すものはいったい 何なのか1 トマ

スの解答は「働くもの自身の完成」である. すなわち， 可能態にある認識能力は「現

実態における認識」をめざして外界へと向かい， 知性の場合だと 直接的には表象像に

向うが， 類似的に用いられたM方式に従って， いわば光が対象に反射して瞬時に帰っ

てくるように， その働きかけは最終的には自己へと帰還し， 自己の働きの完成に向か

う9) 魂に発した志向する力が， 対象から形相を引きつれて自らへと帰還することを

めざすという点で， 留まる働きかけは， 働きかけるもの自身の(働きの) 完成を目的

としているわけである. また， 留まる働きかけは「結果を持たない」ということは，

自己の外部に自然的な結果を持たないという意味に， 逆に言えば， 自己の内部に自然

的ではない結果を持つと解されるであろう. この「自己の内部における自然的ではな

い結果」とは， 知性の場合， 現実態にある知性 int el l ecl us in a c tu であり， 実際ト

マスは『真理 論11(8，6， c.)において， r現実態にある知性」を結果 effec tus と呼ん

でいる( c f. 5. T. 1， 54，l，ad 3). そして， 知性の場合，E 1 の根源にあるのは能動知

性，E2 の根源にあるのは 可能知性で、あることを示唆し， この二つ の 知性の区別は或

る意味では付帯的なものであって， 現実態においてはそれらは知性認識されるものと

「一つ」になっているのだと言う. この「現実態にある知性」とは， 形相によって瞬

時に「認識されるもの」になっているところの結果としての知性に他ならない.

しかし感覚の場合には問題が残ると言われるであろう10) すなわち， 感覚は 可感的

対象があれば 直ちに発動するが故に， その場合には， 魂の「働きかけ」の位置づけが

問題になると.

だが， 可感的対象があっても， 魂の int en tio を欠いた感覚能力は本来的な意味で

は発動できない. 例えば， 我々が 何かに集中しているときには， その他の事物に対し

ては魂の i nt entioを欠いており，その結果，外界の物音が気にならないことがあるよう

にである11) 魂の「働きかけ」の 強弱が認識内容に影響を 及ぼすわけである. それ故，
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この点を考え合わせると， 感覚が act io man ens の文脈で語られる場合には， 我々は

まず(可感的対象ではなく) 魂の志向的な在り方に日を向けなければならないであろ

う. そこでは， 可感的対象からの一方的な働きかけによって受動し刻印される裸の感

覚ではなく， むしろ魂の in ten tioの在り方に伴う感覚認識をも聞い得る地平が拓かれ

ているのである. このことと， í認識は認識さ れ る ものではなく認識するものの在り

方 modu s に従う」というトマスの認識 論における基本命題との関係の詳細な検討は

別の機会に譲らなければならないが12)， 感覚の場合， この命題は「或るものが他のも

のの内に霊的に受け取られるのは， 或るintentioの在り方によるJal iquid rec ipi tu r  

in al te ro sp i ritual ite r  p e r  modum inten t ion is  cu iusdam (I n 4 5ent .， 44，3， I c，c.) 

と言い換えられるのである.

あるいは， 次のようにも言えよう. すなわち， 感覚の働きは一方で「完全なものの

現実態Jac tu s  þ erfectiとしての「留まる働きかけ」に分類されながらも， 他方でそ

の働きが身体的器官の現実態であることから「不完全な現実態Jactu s  imþ erfectus 

と言われるように， 独特の位置づけを与えられている向. そして， 各々の感覚には，

質料的対象ないし身体との連関で語られる自然的存在 esse natu raleと， 魂との連関

で語られる志向的存在 esse in tent ional e の両方がそれぞれの度合いで見出されるが

( 5. T . ，  1，78，3， c .)， 感覚が act io manens の文脈で 論じられる際には， 我々はそれ

ら二側面のうちの「完全なものの現実態」とか「志向的存在」の方に着目しなければ

ならないのである.

最後に， 総括しておこう. í留まる働きかけは， 完全 なものの現実態で あるJactio 

manens est actu s  p erfect i と言われる場合の， actio と actu sは， 現実態において

は一つであっても， ラチオの 次元では区別される . すなわち， 能力としてみるなら，

act io の根源にあるのは魂の志向的な働きかけを有するものとしての感覚や知性であ

り，actu sの根源にあるのは， いわゆる受動的能力としての感覚や知性であるが， こ

の二つは現実態においては「一つ」であり， 更に言うなら， 形相によって対象と「一

つ」になっている( 5 目 T .，1，87， 1， a rg. .ad3). そして，actu s ではなく，act io の区

別として語られる時には，E 2 ではなく，E 1 の方が前面に出ていること， すなわち，

位界に対して自己の能力を開き， 何も邪魔するものがなければ諸事物へと志向的に働

きかけ， そして瞬時にその働きは完成されるという， そのような生命あるものに固有

な「働きかけ」の存在が記述され 強調されていると言えるであろう14)
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註

1) この区別は人間の場合， 知性， 意志， 感覚， 快楽， 幸福， 愛の文脈で登場する .

2) �形而上学』θ巻 6章 後半はメルベケのラテン訳が存在しないが， トマスは複数

のラテン訳を参照したと思われることから， その箇所が全く知られていなかったか

どうかは確定できない . ただそのことを離れても， ラテン語の a ctus -mo tus は，

トマスの a ctio . ope ratio 概念を分析する際に重要である. なお， アリストテレス

研究において 6章 後半と 8章 当該筒所の関連を認めるものは， 山口義 久:アリスト

テレスにおける ENEPrEIAとKINH.nrの区別(古代哲学研究 Me tho dos XI 

1979) p. 30， Penne r， T.， Ve rbs an d t he Identity of Actions，-A Philosop hi cal 

Exe rcise in t he Inte rp retation o f  .Aristot ie (Ryle， e d. G. Pit che r an d O. P. 

Woo d， Ma cm il lan 1970) p.439-40， n. 37， í速断できない」とするのが藤沢令夫:

現実活動態(�イデアと世界』所収・岩波書岩1980) p. 294- 5 である. その他， 桑

子敏雄: ェネルゲイア の 文脈(ー) (アカデミア 人文社会科学編(47) 第一分冊・

1988)， 牛田徳子:現実態と可能態の概念(�アリストテレス哲学の研究』第2章・

創文社・1991) も参照 .

3) S .  T .， 1-2，31，2，a d  1 .  í不完全なものの現実態Ja ctus im pe rfe cti の“im pe r

fe cti"という11'性名詞の属格は， 動の定義a ct us existentis in potentia in quantum 

huiusumo di の“e xistentis" という属格に合わせたものである. í完全なものの現

実態 Ja ctus pe rfe cti の属格“pe rfe cti" も同じ理由によるが， これは働きが始ま

ると瞬時に形相が充たされ， 可能態を含んでいないことから「完全なもの」と言わ

れる. しかし， a ctio manens の内部に若干の動ないし可能態が認められる 例外的

な a ctus があって， この場合には， a ct us imper f ectiと区別するために， 形容詞

im pe rfe ctusないし in completusを付して「不完全な現実態Ja ctus imper f ectusと

言われる(S . T.，1-2，3 1， 5， c.;i bi d.，I， 8 5， 3， c.). 筆者の見るところ， この原則は S 目 T.

では自覚的に守られている . しかし， �註解』で は， アリス トテレスが動が不完全

(未完了) であることを訂êÀ�'i! と形容詞で表現し， これが(a ctus) imρerfectus 

とラテン訳されるため， トマスも， 本来の動の場合でも a ctus imρerfectus と形

容詞を付すことがある( cf. In 11 Met.， n. 230 5). なお， a ctus per f ectiには，

De Anima (43 1a7) のt凶P7εta 'rOÛ U;U;).εσμtνoυの訳語としての一面もある. ま

た， a ctus agentis は， 対象を現実化するのではなく， í働きかける 側の」現実態で

ある， というほどの意味である .

4) 例として， 熱する， 切るの他に， 動かす， 創造する， 機を織る等が挙げられる .

5) B .  J. Rone rgan， Verbum Word and Idea in Aquinas， e dite d by D .  B .  

B u rre ll， C. S. C.， Unive rs it y  o f  No tre Dame Pre ss :  1967， p. 107-124 . 特に p.

109. 

6) 確かに人聞の場合， .吉、志は「動かされて動かすものJ movens motumであり，
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その限りでは受動的能力に属する(5. T .， 1， 80， 2， c.). しかし多面， 意志は「動

かされて動かすもの J movens m otum でもあり， その場合には能動的な性格が意

志に付与される(5. T.， 1，82，4， c. ). 従って， 問題は， actio m an en sの文脈で語

られる意志が， この二側面のうちのどちらを意味しているか， ということである.

7) 5. T， 1，78，4， a d  2; i bid.， 1，17，2， c.; In 2 De Anima， L eo .， p. 118，34， etc. 

8) この批判の根拠は， もとを正せば， 先に K1 と K 2 を区別したことにある.

戸ナーガンは. この区別を唆味にして， どちらかといえばK2 の方で( 従って， 受

動の文脈で)議論を展開している . しかし， actio transi ens という場合の actio

はK1 の方であり(本稿第I節 )，actio m an ens もこれ準ずる.

9) int en tio と光の相違 及び関係については， In 2 5ent.， 13，1，3，c.; 5. T.， 1，67， 

3， c. etc.を参照. また， 能動知性が光に喰えられることにも 注意.

10 ) 以下， 中世哲学会(於: 東北大学1991，11，18)に お け る， 宮内嘩・ 加藤信朗阿

先生の御質問との関連で生じ得る問題について， 若干の整理を試みた.

11) in tent io という多義的な概念の分析は別の機会に譲るとして， 今挙げ た 例 に関

して言えば， それは「魂の集中力としての in ten tio Jである. す な わ ち， r魂のす

べての能力は魂のーなる本質に根ざしているから， 一つの能力が現実態において志

向されているときには， 他の諸能力は現実態において縮小されているか， 全面的に

妨害されているJ(5. T.， 1-2，77，1，c.) と言われる場合のそれである .

12) 件の基本命題と actiom an en s の関係はDe U nitate.， L eo .， p. 312，20 6-22 5 を

参照 . ただし， この基本命題をプロタゴラス的な相対主義的命題と同一視してはな

らない.

13) 5. T .， 1，78， 3 .  c. 感覚の位置づけは， 神学的文脈では， 感覚は actio ma nens 

であるけれども， その働きは身体的器官の現実態であるという理白から， 神の内な

る発出は三つにならない， すなわち， 知性と意志に基づく 二つだけであるとされる

(5. T.， 1，27， 5，c.). なおトマスの用語法については註3)を参照 .

14) 以上は，actio の区別として語られる場合のー解釈である. 我々の 次の課題は，

この認識論的な意味での「働きかけ」の内実と， 真・ 偽の問題との関係の探求であ

る.


