理性的魂の準備は能動知性からの
作用を必然化するのか
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はじめに
本論の主張は，

イプン ・シーナー (Ibn Sinã，

ca. 980-1037)

における理性的魂

(nafs nãtiqa) の準備 (istiCdãd )1)は， 知性認識を必然的に生ぜしめる， ということ
である. イブン ・シーナーにおける理性的魂の準備は知性認識を必然的に生ぜしめる
の か否か， という問題は， 研究史上刊未だ議論されていないように思われる. が こ
の問題は， イブン ・シーナーの知性認識論に対する理解を深めてゆく上で， 必ず議論
の対象となると思われるので， あえて本論の主題として選んだ次第である.

問題提起
まずなぜこの問題が生じるのかを確認しておきたい. イプン ・シーナーによると，
人間的魂は次のような過程をへて現実に知性認識するに至ると思われる的.
まず理性的魂の中の知性的能力が， 表象力の中の諸表象像を吟味する (ittalaC) ') .
次いで離在知性である能動知性 (Caql faCCãl ) の光が， その諸表象像を照明する. す
るとそれによって， 理性的魂の内に， 非質料的形相の流入への準備が生じる. その準
備により， その形相が能動知性から理性的魂に流入し， 理性的魂が現実に知性認識す
るものとなる. (以上要約終り.)
さて， この要約によると理性的魂が現実に知性認識するに至るのは理性的魂の中に
生じる準備によってであるとされている. しかし準備というものは， その準備によっ
て意図されている物事を必然的に生ぜしめるものであるとは言いえないのではないだ
ろうか. ここから， イプン ・シーナーにおける理性的魂の準備は必然的には知性認識
を生ぜ、しめないのではないか， という疑問が生じ てくる の で ある.

(ただし本論が扱

うのは， あくまで準備が必然的に知性認識を生ぜしめるのか否か， であって， 何がこ
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の準備を作り出すのか， に関しては， 基本的に問題としない.)

本愉の構成
先の疑問に対して， 本論は， イプン ・シーナーにおける理性的魂の準備は， 知性認
識を必然的に生ぜ、しめる， と主張する. その理由は以下の論証によって示される.
前堤(1)

何 ら か の「つながり (nisba)Jが， 作用因と受容因の聞の作用 ・受動を
必然的に生ぜしめる.

前堤(2) 受容因の側の準備は， このつながりである.
結論(1) 受容因の側の準備は， 作用因と受容因 の 聞 の 作用 ・受動を必然、的に生ぜ、
しめる.
主張(1)

知性認識における作用因は， 能動知性である.

主張(2) 知性認識における受容因は， 理性的魂である.

結論(1). 主張(1). (2)より，
理性的魂の側の準備は， 能動知性と理性的魂の間の作用 ・受動を必然的に
生ぜしめる.

(ちなみに以上の命題は全て， 論者がイプγ ・シーナーの主張として抽出した も の で
ある. イプン ・シーナー自身の言葉ではない.)
以下各節では， 上の前堤 ， 主張を一つ一つ， イプン ・シーナー自身の主張として妥
当かどうか検証し， 最終的な結論が イプン ・シーナー自身の主張としても妥当である
ことを立証してゆきたい.

前堤(1)

r何らかのつながりが， 作用因と受容因の聞の作用， 受動を必然的に生ぜし

める」の検笹.
この前堤 の検証は， 比較的容易であると恩われる. ほぼ同じ主張を イプン ・シーナ
ー自身が述べているからである.

作用因と受容因が存在しており， 両者の聞に作用 ・受動が存在しない場合， 作用
・受動を必然的に生ぜ、しめる何らかのつながりが生じる必要がある町.
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この主張を具体例によって説明すると以下のようになるだ ろう. 現実に燃えている
火とまだ火を灯されていないラン プがあるとする. このランプに火が灯されるために
は， その火とラン プとの接触という両者間の作用 ・受動を必然的に生ぜ、しめるつなが
りが必要である. 以上で前堤(1)は検証されたものと考える.

前堤(2) í受容因の側の準備は， このつながりである」の検匪
先の引用部直後でイプン ・シーナーは， そのつながりたりうるものを列挙している.
その一つに， 受容因の側の準備が含まれている. よって， í受容因の仮ijの準備は，

こ

のつながりである」との主張に問題はないだ ろう. イプン ・シーナーの発言は次のよ
うになっている. (

) 内の文は論者の補いである.

(その何らかのつながりたりえるものは) 作用因の側からは， 作用を必然的に生
ぜしめる意志 ("irãda)， ないしは作用を必然化する本性 (ta bica)， ないしは道
具， ないしは時間といったものである.
受容因の仰jからは， 存在してはいなかった準備といったものである.
双方の側からは， 一方の他方への到着 (wu詞1) といったものである引.

ただし， こ こでイプン ・シーナーが語っているのは一般論であって， 知性認識の場
合のみについて語っているのではない. またイプン ・シーナーは， これら三つの側す
べてのつながりが生じなければ， 作用 ・受動が生じないと言ってはおらず， そのうち
の一つでも十分作用 ・受動を生ぜしめうると言っているのである. 以上で前堤(2)は
検証されたものとする.

主張(1) í知性認織における作用因は， 能動知性である」の検征
まずイブン ・ シーナーによる作用因の定義を確認したい. 次いで知性認識における
能動知性の役割を確認し， そこから主張 (1)の妥当性を検証したい
イブン ・シーナーは作用因を「自分自身からは離れている存在を与える原因J7)と定
義している. ここで 「離れている」と表現されている作用因とその結果の関係は， 正
確には， 次のような関係にある. まず結果の存在は， 本質的な形で作用因の内に存在
する可能性をもたない. 観点をかえて言うと， 作用因は第一義的にはその結果の存在
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の基体ではない. これは， 結果の存在は付帯的な形でなら作用因の内に存在する可能
性をもっ， 作用因は第二義的にでならその結果の基体たりえる， という ことである.
イプン ・シーナーが このような複雑な条件を付けた理由は， 次のような場合が念頭
に置かれていたからだと思われる. その場合とは， 木の本性という作用因が同じ木の
質料の内に運動を生み出すような場合である (成長など) .

この場合， 生み出された

運動は木の質料の内にある. しかし木の質料は， 木の本性によって存在させられてい
るので， 生み出された運動は， 付帯的には木の本性のうちにあると言えるのである.
以上で作用因の定義の内容の確認をおえる.
次いで， 知性認識における能動知性の役割を確認したい. この点は 「問題提起」の
箇所ですでに簡単に言及された. こ こではより正確な記述を こ こ ろみたい.
能動知性の認識における役割のみを簡潔に述べている所は発見できなかった. そ こ
でまず， 知性認識における能動知性の必要性が説かれる論証を示す. そしてそ こから，
間接的に必要な情報を引き出すことにしたい. その議論は次のとおりであ る町.

(以

下要約)
事物は， その事物に作用を与えるものによるのでなければ， 可能態から理実態へ引
き出されない. 理性的魂も事物である. 従って理性的魂も， 理性的魂へ作用を与える
ものによってのみ， 可能態から現実態へ引き出される. さて， 知性認識する こととは，
理性的魂が知性的形相という作用を受ける ことである. 理性的魂へ知性的形相を与え
るものは， 知性的形相を与 え る も の な の で あるから当然， 知性自身である ことにな
る. この知性自身であるものが， 能動知性である. (要約おわり)
従って理性的魂は， 理性的魂へ知性的形相を与える能動知性によってのみ， 現実態
において知性認識するものになるのである.
再度確認すると， 以上の論証の結論から， 知性認識における能動知性の役割は， 理
性的魂へ知性的形相を与える ことであると言ってよいだ ろう.
主張(1)の検証にうつりたい. 作用因は，

自身から離れている存在を与えるもので

ある. 理性的魂の中の知性的形相は， 能動知性からは離れているものである. 従って，
知性認識における作用因は能動知性である. 以上で主張(1)は検証されたものとする.

主張(2) r知性認識におよる受容因は理性的魂である」の検征
イプン ・ シーナーによる受容因の定義はr(結果である) ものの部分 で は ない， す
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なわち (結果の) 部分である要素とは別のものである， 受けとる基体j91である. 説
明すると次のようになる. 受容因は， 質料因であるその結果の部分である要素ではな
く， その結果を受けとる基体である. 先の火とラン プの例では， ランプが受容因に，
ラン プに移された火の質料が， 質料因にあたる.
すると問題は， 知性認識において知性的形相を受けとるものは何か， を明らかにす
る ことになる. 実は この問題の答えはすでに明らかにされている.
先に理性的魂は， 理性的魂に知性的形相を与える能動知性によってのみ， 現実態に
おいて知性認識するものとなる ことが明らかにされた. そ こでは， 知性的形相を受け
とるものが， 理性的魂であるとされているのである. 従って， 知性認識における受容
因は理性的魂であると言って問題ないだろう.
また， 理性的魂が知性的形相を受けとるものである ことは， 次の言葉からも察せら
れる.

従って， 知性的能力が表象力の中の個別的なものどもを吟味し， 先に言及され
た我々の内の能動知性の光が， それら個別的なものどもを照明すると， それらが
質料と質料的なものどもから切り離されたものに変化し， 理性的魂の内に刻み こ
まれるのである山.

「刻み こまれる こと」と 「受けとる こと」は異なるではないか， と反論されるかも
しれない. だが刻み こまれてはいるが， 受けとられてはいないものは存在しないだろ
う.
また主張(2)に対して，

次のように反論されるかもしれない.

知性認識における受

容因は， 理性的魂ではない. その内の能力である理論的知性 (eaql na?:arl) である.
理論的知性は， r 質料から切り離された普遍的形相を刻み こまれる本性をもつものJl"
なのだから.
この反論には次のように答えたい. 受容因は， その定義により， 結果の基体である.
従って， もし理論的知性が知性的形相の受容困であるならば， 理論的知性は知性的形
相の基体である ことになる. と ころで基体とは， r 自分自身， すなわちその種 (nawei
ya) によって存在するもの」山である. 一方， 理論的知性は， 自分自身では存在しえ
ない偶有である. ゆえに， 理論的知性は基体ではない. 従って受容因ではない. ただ
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し ， 知性的形相が理論的知性の内にあることは否定されない. これは偶有の中に偶有
が存在するという形においてである.
以上で， 主張(2)は検証されたものとする. そして本論の主張 「理性的魂の準備は，
能動知性と理性的魂の聞の作用 ・受動 (知性認識) を必然的に生ぜ、しめる」も立証さ
れたものと考える.

おわりに
本論の主張をまとめると次のようになる. 受容因の側の準備は， 作用因と受容因の
聞の作用・受動を必然的に生ぜ、しめる. 知性認識における作用閤は， 能動知性である.
知性認識における受容因は， 理性的魂である. 従って， 理性的魂の側の準備は， 能動
知性と理性的魂の聞の作用・受動を必然的に生ぜ、しめる.
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f転写J (IPA <<国際音声字母》とは異なるもの) (t)歯茎無声閉鎖軟口蓋化音， (事)
歯茎無声摩擦軟口蓋化青， (事) 歯茎有声摩擦軟口葦化音， (")咽頭有声摩擦音， ( )
c

声門閉鎖音.

