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トマス・ アクイナスの哲学， 特にその魂論・認識論の分野においては， アリストテ

レスの影響が指摘されることが多い. しかしその場合， アリストテレスをそのまま踏

襲していると片付けられて， アリストテレスの考え方との微妙な違いが見落とされ，

その違いがトマスの哲学の中でどのような重要な意味を持ってくるかが考察されてい

ないという問題点もあると思われる.

結論の一部を先取りすると， このような観点の下， まず， わたくしは， アリストテ

レス『デ・ アニマ』第三巻第五章における「能動知性」は「非質料化」という意味で

の「抽象」を行わなかったのではないか， という解釈を採った. それに対してトマス

は「能動知性」を「非質料化」とし、う意味での「抽象」を行うものと解釈しているが，

しかしトマスはその時， これはアリストテレスの意図に沿う解釈だと考えている. と

すると， この違いはどこから出てきており， トマスはその解釈によって何を目指して

いたのか. さらに一体， そもそも現代哲学においては死語に な っ て い る と思われる

「能動知性」をわざわざ措定する意味はどこにあるのかが関われよう.

トマスにおいては， 能動知性が， 感覚で捉えら れ た「感覚的表象 ( pha ntasma)J 

からの「抽象J， つまり「非質料化」をすることによってはじめ て， 知性認識できる

形のものが作り出される， とされる. このことは， (1 ) 感覚で受け取ったデータを浮

かび上がらせる， という客観的・ 三人称的説明なのか， それとも(2 )知性の有してい

る可知性を付加する， という主観的・一人称的意味あいの強い事態であるのかり. さ

らに(3) 両者 (客観+主観)の性質を兼ね備えているのか， という聞いを引き起こす.

このことを巡って， 知的な habi tus 形成に お け る能動知性の役割の考察を試みるこ

とにしたい.
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I 能動知性のはたらき一一アリストテレスとトマスとの比較

1 アリストテレスの能動知性 ーーー『デ・ アニマ』第三巻第五章

『デ・ アニマ』第三巻第五章の要旨の一部2)を以下にあげる.

(i )自然全体において(α) íそれぞれの類にとっての質料」と(ß ) íす べ て の も

のを作るという点における能動的原理 (.占al，cωmJm勾UKÓν)J が あ るか

ら， 魂においても (éν•t; tþuxt;) この区別がなければならない.

(ii )そして(a)にあたる知性 (ωûç-) は， íすべてのものになるJと い う 点で質

料のようなもの， (ß)にあたる知性は， íすべてのものを作る」という点で作出

因のようなものである.

(iii ) (ii )の(ß )は， í例えば光のように， 或る種の状態として (φç- f[�1宮U宮， 010ν 

.ò併向 ) あるJíというのは， 何らかの仕方で， 光もまた可能態に おける色を

現実的に色を持つものとするからであるJ.

きて， (i )， (ii )から， ア リ ス ト テ レ ス も， 因習的に は「受動知性 (6 πα向UKÒÇ-

1J0ûç- ) Jと「能動知性 (6 7101守UKÒÇ- IJOÛç- )Jの区別として知ら れ る区別を導入してい

ることがわかる. (ii )の「すべてのものを作る」という点で作出因のよ うな ものであ

る， といわれる知性が， この能動知性にあたると思われるが， この「すべてのものを

作る (π&�，I'ra '1wce'i'ν)Jという語がどういう事態を意味しているかは問題である.

アリストテレスは， If形而上学』第七巻第八章 (1033a28-bl )引において， この連関

における π01εルの正確な意味を説明している. その要旨は以下のようなものである.

すなわち， 或る事物 (=或る円でも， その他なにものであって も よ い. ) が生成する

場合， 例えば， 我々が‘青銅の球'を作る場合， 基体である ‘青銅'をつくるわけでも

なければ， ‘球そのもの (=球という形相)， をつくるわけでもない. 実際に作ら れ た

‘(この) 青銅の球'もまた球であるから， という付帯的な意味で， 球を作ると も いえ

るだけのことだ， ということである. つまり， 或る素材から或るかたちをもったもの

を作る場合， はじめに素材から離れてかたちだけが実在しているわけではなくて， 素

材のうちにかたちを実現するということが起こるのだ， とアリストテレスは言いたい

のではないか. これが， アリストテレスが同じ箇所で述べていること， すなわち「全

き意味での基体企皇(tK .OÛ ðJ.ω官。710K�If.lt凶υ)J作るということ， の意味だと思わ

れる.
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とすると， 能動知性の場合， この， 素材のうちにかたちを実現する， ということは，

どういう事態として理解されるであろうか. ( iii)で述べられた「光の比喰」が手がが

りとなるであろう. ここは， アリストテレスにおいては， 外界に存在しているものの

主主巴「可感的なるもの(åeaOr;rólJ)J や「可知的 な る も の(凶r;róν)J が 予 め あ る

(認識塾塾としてくコ認識できるかたちで〉壬生主主)叫が， そ の ν 0叩róνは， í光」

(能動知性) がなければ可能態から現実態へともたらされず， 現実的に見えるものと

はならない， とよめる.

なぜなら， アリストテレスにおいては， í色」は自体的には可視的なものなのだが，

光が「色」と瞳の間にある「透明体(d iapha num )J を照らすことによって， 'd iaph" 

a num 'が現実的に透明なものとなり， 色によって動かされうる も の と なってはじめ

て， 色が見られる， という図式がなりたっており町， それを例にとってい る からであ

る.

また， ( i )から， 知性認識の能動因 ・始動因としての能動知性と い う こ と が読み取

れる. なぜなら， 或るものが現実態にもたらされて「働きが起こる」ためには「現実

態にあって働きかけるものJ と「可能態にあって働きをうけるもの」が魂のうちにも

なければならないからである. 能動知性によって現実化された受動知性が， ものの中

でνOr;rólJ をみてとる ・受容する， という形で知性認識が行われるのだと思われる.

とすると， アリストテレスにおける能動知性は，

①もののうちに予め， 自体的に認識できるかたちであるνor;róνを， 光のように

照らすことによって， 現実的に見えるようにする.

②そのνOr;rólJ を受動知性が受容するというかたちで知性認識が成立するので，

知性認識という観点からみると， 能動知性は始動因という間接的なかたちで，

lJ Or;róνを受動知性のうちに実現するにすぎない.

。結論 アリストテレスの能動知性は， í可知的なるもの(ν 句róν)J を 直接

的に作り出すわけではない. (í抽象」は行わない )町

2 トマスの能動知性

他方， トマスにおいては， 知性認識の立象(ここで私のいう「対象」はあくまでも

「それでもって(q uo)J 人間の知性認識の成立がはじめて可能になる， という意味で

の対象であり， 人間の知性の固有対象たる「質料的事物の本性」をさしているのでは

ない. ) は能動知性に よ っ て直接的に作り出きれなければならない， と考えられてい
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るようである. すなわち能動知性が， 感覚で捉えたもの「感覚的表象(phantasma)J 

からの「抽象 (abstrac tio)J. つまり「非質料化Jをすることによってはじ め て， 知

性認識の対象となるものがく=認識できる形のものが〉作り出される， というわけで

ある71 そして， そうして作り出された「可知的形象 (spe c ies intelli g ibilis) Jが能

動知性によって「可能知性(intelle c t us possibilis) J81 に賦課され て可能知性を形相

づけ， 認識が成立する.

また. í抽象」が行われる前に， やはり能動知性の ち か らに よ って. í感覚的表象

(phantasma) Jが， 知性的概念(intentiones intelJi g ibiles)がそこから坦室主主主企

に適した状態にもたらされる， ともトマスは言っている叫. これを「照明(ilI umina.

tio) Jのはたらきというが， トマスがこれ を. í感覚的部分が知性的部分 と の 結合に

よって一層強化されるJという仕方でと考えているのは注目に価する.

アリストテレスの能動知性は， トマスのそれと異なり. í抽象」を主主主主:f. また，

「照明」に対応するはたらきもトマスのそれとは異なっていることを考えれば(しか

もトマス自身は自分の解釈がアリストテレスの意図に沿うものと考えて い る の で あ

る. ). 両者の違いはその世界観の違いに由来しているのではないか， という疑問が起

こる. つまり， アリストテレスと異なりキリスト教的世界観をもっトマスが， 神 ・ 天

使 ・人間のヒエラルキアの中で人間をみており， 人間の知性認識のはたらきでさえも，

「人間の神への運動Jの一端として， つまり， 神による救いに応えるものへとよりよ

く自らを変容させていく営みの一端として， 捉えているのではないか， という疑問で

ある.

しかし， これはまだ， 見通しの続を出ない.

トマスはこういう能動知性解釈によって何を目指したのか. こういう能動知性を措

定することによって「何が」よく説明できるのか. そ れを考察する前に， ト マ ス の

「抽象」はどういう事態を指すのかを， もう少し押さえておきたい.

3 トマスにおける能動知性の「抽象 (abstractio)Jの意味ーーその概観

アリストテレスは『分析論後書.!I B巻19主主101において個別からの普遍の成立を説明

しているが， その要旨は以下のようなものである. 多くのものをみて， それぞれのも

のに含まれる同じーっのものが， 魂のうちにおいて多から離れーとして静止する時，

技術と知識の端緒がある， というわけである. ま た . Ii'形而上学.!I A巻 1章111におい

ては. í技術の生じるのは， 経験の与える多くのもの(=心象)から， いくつ か の同
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様なことどもについての一つの普遍的な判断(pia四OóÀoυ Ú1rÓ初Øl� ) が作られたと

きにである. Jとある. つまり， 多くの赤いものをみて (そ れ が， 濃いか薄いか， 朱

色がかかっているか紫色がかかっているか， 等々は別にして)， そ れ らに共通する一

つのこと， すなわち「赤さ」のみをうけとる， といった， いわば心のはたらきにおけ

る多からーへの操作を説明しているのだと思われる.

つまり， アリストテレスは， それぞれの諸学や技術の成立のときにしか， 抽象を語

っていないわけである山.

それではトマスにおける能動知性の「抽象」もそのような意味なのであろうか. ト

マスも， 上述のような「抽象」を語っている箇所があるが山， トマスにおける能動知

性の， 非質料化という意味で「抽象」はあくまでも存在論的な説明， つまり， そのも

のが何であるかという本質的なところで抽象を問題にしているようである. ここで，

先にあげた「感覚的部分が知性的部分との結合によって一層強化 さ れJ í感覚的表象

から知性的概念が抽象されるに適した状態にもたらされる」という， 能動知性の「照

明」についての記述を考えると， 能動知性は事物のうちの他のものではなく， 本質に

関わるものだけを抽象すべく秩序づけられていることがわかるのである.

そうすると， トマスにおける能動知性の「抽象」は， 単なる機械的な質料的諸条件

からの切離しを意味するのではなく， 感覚的認識から知性的認識へと可知性のレベル

を高めていくということを意味しているのではないだろうか.

E 認識の客観性と主体性ーートマスの能動知性の解釈可能性を巡って

さて， 感覚的認識から知性的認識へと可知性のレベルを高めていく， とは(1)感覚

で受け取ったデータを浮かび上がらせる， という客観的・三人称的説明なのか， それ

とも(2)知性の有している可知性を付加する， という主観的・一人称的意味あいの強

い事態であるのか. (3)それとも両者(客観+主観) を兼ね備えているのか.

(1)の立場をとれば， あくまでも認識は対象たる存在(ens) の側に依存し， 知性認

識の意味は存在(ens) の持っているデータを出来るだけ多く獲得してい く こ とだ，

という面が強調されるであろう. この解釈を採ると， 人間の知性認識が感覚的認識に

内察において依存していること， たとえ非物体的なるものを認識する場合であっても

物体の感覚的表象へと向かいそれとの比較， または否定によって認識するしかないと

いうこと川がよく説明できる. つまり， í人間の」知性認識の構造， す な わち感覚を
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通して実在に確かに届いており， 外部感覚から内部感覚 1引を経て認識内容が知性のう

ちに入ってくるということがよく説明できるわけである. しかし， こ の場合， í能動

知性」の「抽象」は認識の単なる準備段階であり， 機械的操作の説明に過ぎない， と

解釈される恐れがある.

それに， この解釈においては， 知性認識の質の問題によき解答を与えられるであろ

うか. 我々の認識を考えてみても， í知識が多い」 こ と が直主E知性認識の力の有効

性をもたらすわけではない. 重要なのは， íより少数の， よ り普遍的な， 事物の把捉

のためにより力のある形相によってJ16)認識できる知性になっているか， と い うこと

である. なぜなら， íより弱い知性を持つ人々は， 個々の ことどもが逐一彼らに説明

されるのでなければ， 知性認識のちか ら のより卓れた人々の普遍的な概念( un iver

sales c on c ept iones) によっては，完全な認識を獲得することはできないのである- J川

から.

つまり， íそれでもって(q uo)J認識を行うとこ ろの対象の完全性の段階は， 認識

の主体たる知性の完全性の段階に対応すると思われる. 前者は後者を前提とするので

ある. では， その完全性の指標は何であろうか. 認識を可能にする「可知性(intell

ig ible) J の根拠は「非質料性(i mmate r ial itas)J にある山. 人間知性は も と も と 非

質料的なものだが， 神・ 天使・ 人間という段階性の中で考えた場合， その非質料性は

最も低いと言わなければならない. ここで， í質料」というのはもちろん， 形相と質

料から複合されているという意味での質料ではなく， í可能態」とい い か えてもよい

であろう. なぜなら， トマスは， 神はすべての可能性から完全に離れ自由なので， 質

料から離れており， 最高度に可認識的で可知的である， と言っているからである19)

その可能態にある人聞が， 少しずつなりとも知性認識の力を強めていくことができる，

ということは， もともと非質料的ではあったものの不完全であった人間知性が， さら

なる非質料化を通して完全性へと向かうということだ， と言えるのではないか.

ではそれは何を通しておこなわれるのか. 具体的な個々の知性認識を通して知性を

訓練していくことを通してしかありえない. いま， 人間知性のなかの能動的能力たる

能動知性の方が， 可能知性よりも現実態性が高く， 従って非質料性， いいかえれば可

知性も高い. 従って， 能動知性ははたらきの始動因であるとともに， その「抽象」作

用のちからの強弱が知性の質のメルクマールになっていることを考えれば， 人間の知

性の完成へと密接な関係をもっているのではないか， という疑問がおこる. そのこと
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が正しければ. (2)の解釈を採って. í目的論的」に考える方が， トマスの能動知性の

独自性を際立たせることになりはしないか.

勿論 . ( 1)と(2)の解釈は， 必ずしも相容れないものではない. 細かい議論は差し控

えるが， 私は， トマスは( 1)の枠組みを保持しながらも， それにとどま ら ず， 存在論

的なヒエラルキーの観点から . (2)の視野を失っていないと考えている. も っ といえ

ば. (3)ではあるが(2)の立場によった(3)ではないかと考えている. なぜなら . í能動

知性」についてのみ. í神の知性の分有J20) í上位の知性から分有され た 或る力J21) • 

「上位の知性から由来された或るちからJ22)とし、う記述をしており， さらにそれを人間

の能力として「魂のうちにJ2町内在させているからで あ る. 本来的な認識主体が「可

能知性」であることを考えれば， それに「神の知性の分有」を記述せず. í能動知性J

にのみ記述した意図は気になるところである. 次章に お い ては， 能動知性と知的な

habit us 形成の関係について少し考察してみたい.

E 能動知性と知的なhabituøの形成

トマスは『定期討論集デ・ アニマ』において知性認識の究極の完成は， 我々の知性

(可能知性) がその能動的原理に結合せしめられることだと述べる. またその理由を，

受動的なるものが最高度に完成せしめられるのは， それの完成の原因であるところの

本来的な能動的原理に到達するときだからである， と述べる2<) つまり， 可能的原理

が能動的原理に結合せしめられることによって， 可能的原理が能動的原理に同化され

ていく， ということが完成への道なのである.

ここでトマスが「究極の」 ・「最高度に」という言葉を使っていることを考えれば，

彼が知性認識の完成を漸進的に考えていたことがわかる. すると当面は， この能動一

受動間の関係は， 能動知性によって可能知性が現実化され， 働くことを通して可能知

性の中に何らかの質が生ぜしめられ 25)t 知性として強化され完成へ向かう， というこ

とになる. こ れが知的な習慣(habitu s) の 獲得である. habitu s と は 何 ら か の 質

(qualitas) であり， 部分的には自然本性に由来し， 部分的には外的根源に由来する

ものであるから， ここでは， 自然、本性たる受動的な理性的諸能力に付加され， 簡単に

は失われないような仕方で基体に内在する状態 ・態勢づけ ( di sp o sitio) である.

さらに， そのように強化された可能知性に対応して働けるのはやはりその機能を強

化した能動知性であるはずだから. íより普遍的な， 事物の把捉のた め により力のあ
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る形相」を抽象することになるはずである.

トマスは可能知性が諸々の知的な習慣の基体である26)， と述べる. 能動知性は単に

可能知性を働きへともたらすだけに留まらず， 能力としての完成へももたらすわけで

ある. これが， r能動知性は可能知性より高貴なものである. j27lつ ま り能動的能力が

受動的能力よりも高貴であるというトマスの記述の意味であろう.

では， なぜ， 能力としての完成へともたらすことが「能動知性」にできるのか. ひ

とつにはその現実態性だと思われる. トマスはアリストテレス (�形而上学』第九巻)

に従って， ag ere と facereの区別を行っている. それは以下のようなものである.

働き (actio) には二通りあり， 一つは「熱するj， r切る」のように， 外部の質料にま

で移りゆくはたらきで (ac t u s t ra nsiens= fa cere) あり， い ま ひとつは「知性認識す

るj， r感覚するj， r意志する」のように， はたらくもののうちにとどまるもの( a ctu s

p er ma nens= ag ere )である. そして， 後者のはたらき (ag ere)こそ， は た ら くもの

の完成なのである. (�神学大全.!I 1， 18-4) 

そして， 自らの外に向かつて現実にはたらいているものは第二現実態にあり， その

第二現実態は， 充満・完全性としての第一現実態があることを前提とする. (�神学大

全.!I 1， 76 -4， a dl， アリストテレス『デ・ アニマ.!I II， 1， 412a9-11) そしてその第一現

実態は自らの内へ向かうはたらきであり， それは， 知性の場合にはすなわち自己還帰

である. 勿論， 神は純粋現実態であるから完全な自己還帰を行うが， 人聞の能動知性

の場合は不完全な自己還帰である. しかしその本性が現実態である限り， 本性的には

自己還帰するものといわなければならない. 本性的に現実態にあり， 自己還帰するも

のであるからこそ， 可能知性を現実態にもたらし自己還帰するものとなすことが出来

る， と考えることができる. (�神学大全.!I 1， 75-5， a dl 参照.) そ し て， 認識の主体

ではない能動知性の場合， 自己還帰することは自己認識することとは異なる. つまり，

能動知性は自己認識をせず， 自己還帰をするのみである. そしてその現実態性 (自己

還帰 )は， 抽象という形で事物の本質に透入していくことによって， その本質を根底

から支えている es se に触れるということを意味するのではないか. だからこそ， ト

マスが可能知性による自己認識とは能動知性の は た ら き を知覚 す る こ と (s . T .， 1， 

79-4) というのであろうと思われる.

しかし他方， 認識の主体たる可能知性の場合， 自己還帰することは自己認識するこ

とにひとしい. つまり， 自らの働きのみではなしその働きの本性も， さらに働きの
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事物への関係， 働きの根源であるところの知性の本性にまで立ち返って認識する 2 8)

そしてその知性の本性とは. í事物との合致 ・ 適合 ( co nf o r m itas)J2 9) íすべての存在

するものとの合致 ( co nvenientia)J3仰である. まとめれば， 自己認識とは認識を可能

にしている根源への立ち返りである. トマスは「認識は真理に基づ く も のJ 31)と言っ

ているから知性の有している真理に基づいて認識が可能になると考えてよいと思わ

れる. それは永遠の理念がそのうちに含まれているところの神の知性の分有たる「能

動知性J 32 )に適合する記述であるから， 繰り返しになるが自己認識 と は 能動知性のは

たらきを知覚する ( per c i pere) 33)ところまで行かなくてはならない. その「経験J を

通して， 知性が「存在 (es se)J によって現実化されているという こ と が知ら れるの

である.

従って， 人間の認識の端緒も能動知性であるとともに， 自己認識のはたらきの中で

判断を下すのも能動知性という基準に基づいて行う州のであるから， 能動知性11. 学

知 ( s cientia) の形成に最も重要なはたらきを担っていると思われる. 問題は， そ れ

が学知の形成にとどまるのか， それとももっと他の知的な hab itus の形成に まで広

がりをもつのか， ということである. トマスは「思弁的な知的徳とは， それによって

思弁的知性が真なることを考察すべく完成されるところのものである.J35)と述べ， 知

恵 ( sa pientia)・直知 ( intellec tus)・ 学知 ( s cientia) の三つを知的な徳と す る. そ

して. í原理からして結論を論証するという面を備えている限りにおいてJ36 )三っとも

学知である， という. すると， 知恵や直知の形成にも能動知性が大きな役害IJを担って

いると言っていいのではないだろうか.

結 語

以上のことから， アリストテレスでは未だ不分明であった感覚から知性への移行の

過程を， トマスは「能動知性」の「抽象」という概念を持ち込むことによって整理し

た， ということが一つ結論づけられる. しかし， トマスの能動知性の抽象の意味は，

単なる質料的諸条件からの機械的な切離しのみを指すのではなく， 形而上学的なヒエ

ラルキーを指向する概念はないか， ということ， つまり， 知性認識能力のさらなる非

質料化を通して知的な徳を形成していく上で大きな役割を担っているのではないか，

ということが結論された. そしてこの， 知的な hab itus から知的な徳 ( vir tus) へと

移っていくことが人聞を完成するということを意味するのではないか， ということ，
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そしてさらに， この徳とは， 魂が知性認識をすることを通じて「すべてになる」とい

うこと， つまり魂が豊かになっていく経過における， 魂の存在的な分化を意味してい

るのだと思われる. しかしながら， この後者に関しては， さ ら に詳細なhabi tus の

研究が要求されるであろう. 特に自己認識と徳の関係の問題は今後の課題としたい.
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