イプン ・シーナー『治癒の書J í霊魂論」における
形相受容と直観の働き
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問題の射程

本論文では， イプン ・シーナー『治癒の書J I霊魂論」における人間霊魂の形相受
容を論じる. また， その形相受容の方法に関しては， 人間知性の力による対象物の抽
象化I1と， 能動知性からの受容の二種類があるとされるが， 本論では専ら後者， 能動
知性から形相を受容する方法を検討する.
[起源と帰還』等の初期作品では， 形相の抽象化が論じられているがヘ『治癒 の
書jでは抽象化についての議論が影を潜め， 能動知性からの受容に重点、が移って行く.
これ以降の著作を中心に眺めていくと， イブン ・シーナーの言う「抽象化jは文字通
り受け止めるべきではなく， 言語表現上の問題に過ぎず， 彼が実際に言っているのは
能動知性からの形相受容のみであるというDa vid sonの見解31も， Ha sseからの批判
がありながらぺそれほど的外れなものではない. 但し， 抽象化に関してはイプン ・
シーナー自身， 初期作品でもごく簡単に扱っているだけであり， r治癒の書』に至つ
ては議論の重点は形相受容の方に移行しているため， 従来のように抽象化を全くの言
語表現上の問題とみなす事は薦跨われるにしても， 特に中期作品以降51を中心に眺め
る場合， 形相受容を議論の中心に 据えるのは妥当であると考えられる.
又， 本論の射程は， 人間知性と能動知性との直接的な関わりではなく， そういった
流出を受けた際の人間内部での形相受容のプロセスである. 尚， 人間知性と能動知性
の関わりについては， 研 究が広く行われておりぺ形相を受容する際に人聞に生じる
もの， つまり「直観71Jの重要性は多く言われてきた81が， その直観を得た後に人間知
性中でどういった思考のプロセスが踏まれるのか， それについての研究は現在まで為
されてきたとは言い難い. 本論ではその中でも『治癒の書J I霊魂論jに現れる「直
観」と， そこから展開される思考の過程ついて考察し， 知を得る際の様々な状態を解
き明かしていきたい.
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対象認識に必要な三つのもの

イブン ・シーナーは「知性(‘a ql)
j と「思惟するもの(‘aqil)j と「思惟されるも
の( ma 'qül)jの三つを， 形相の獲得における要素として設定した. そして， この三
つは基本的に別のものでなければならない.

霊魂は自己を把握9)し， 霊魂による自己把握は， 霊魂を「知性j， I思惟するも
のj， I思惟されるもの」とする. 霊魂によるこれら[自己以外の]諸形相の把握
は， 霊魂をこのようにはしない. 何故なら霊魂は本質的に肉体中では， 常に可能
的に知性であるのだから10)

その唯一の例外が， 自己を思惟する場合である. その場合は， I私の知性j， I私の霊
魂j， I私という実体」がそれぞれ「知性j， I思惟するものj， I思惟されるもの」に対
応する. 霊魂は本質的に肉体の中にあり， 知性という能力を有しているのであるから，
これらの三つの要素は， 自己を思惟の対象とするときのみ重なるのである. しかし，
これら三つの要素が重なるのは， 自己を思惟の対象としたときのみであって， それ以
外のときは重なることはない.
3

形相獲得の三つの状態

それでは， 実際に「思惟されるもの」の形相を得るにあたって， 一体どのような状
態があるのだろうか. イブン ・シーナーは三つの状態を挙げている.

3.1

分節化

まずーっ目の状態である.

現実的に霊魂の中において分類して順序だてる[という方法であるJ. その分類
と順列はしばしば必然的ではなく， 別[の並べ方]も有り得る. 例として， あな
たが「全ての人間は動物である( kullu i nsa ni n l)a yawa nun)jという言説が指し
示している言葉の諸意味概念をあなたの霊魂において分類したとき， そのそれぞ
れの意味 概念を， I 非肉体的な実体中にあるものとしてでなければ把握されない
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普遍的なもの」として見出すだろう. また， その把握のために， 言説の中に前後
関係を見出すだろう. もしあなたがこれを並べ替え， 理解された諸意味概念の組
み合わせが「動物は全ての人間に述語付けられる(al-l:myawanu mal:J mülun‘ala
kulli in sanin )Jという組み合わせになったとしたら， この組み合わせは， それが
普遍的な諸意味概念の組み合わせである限りにおいて， 非肉体的な実体中でしか
組み合わせられない， ということを疑い得ないだろう. (この組み合わせは ) 想
像の中でもある方法では組み合わせられるが， それは「耳で聞く限りjであって，
「思惟される限り」においてではない. この二つの組み合わせは異なっているが，
両者において純粋に思惟されている内容は同一である11)

この状態は， 分節化と言うことも出来るだろう. この状態によって知に至る場合には，
必ず言語が介在する. そして， 言語が介在する場合には， 同ーの内容を表す際に， 何
通りもの方法が存在することがある. それは イプン ・シーナー自身によって挙げられ
たように， I全ての人間」は「動物」である， と「動物」は「全ての人間Jに述語付
けられる， の関係のように， 主語と述語の順番を逆にしたようなものである. この二
つは， 言語表現の上ではもちろん違いがあるが， 二つの命題が指し示している内容は
同 一である. これは， IX二YJと IY=XJが， 指し 示している内容が全く同じで
あり， どちらの順番で書いても内容には全く変化がないのと同様である.

3.2 一時的忘却
次に第二の状態である.

既に把握が生じ， [形相の]獲得がなされているのだが， 霊魂はそこから遠ざか
っており， この「思惟されるものJに注意を向けていない， というものである.
というよりむしろ， この「思惟されるもの」から， 例えば別の「思惟されるも
のJへと移っているのである. 何故なら我々の霊魂には様々なものごとを一時に
思惟するという能力はないのだから12)

この獲得方法は， 意識的ではない， という点で分節化とは異なっている. 第一の状
態には言語が介在し， 自らが主体的にそれらを組み合わせて知を形成してゆくという
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性格があるため， その活動は必ず意識の管理下に置かれていなければならない. 一方
第二の状態は， まず一度獲得されたのだが， そこから霊魂の注意が逸れている(端的
に言えば， I忘れているJ)場合である. そして， この注意を逸らしている， というの
は， 例えば別の対象に注意を向けている場合などである. つまり， 一度はある対象に
関する明確な知が生じたのに， それに注意を向けないまま他の対象に注意を向けてし
まし、最初の対象に関する知を意識下から追い出してしまっているのである. 我々人
間の霊魂は或る一つの対象に注意を向けたら， それ以外の対象も 同時に注意するとい
うことは出来ないのであるのだから.

3.3 確 信
そして第三の状態である.

そして最後(第三 )の種類は， 例えば， あなたが問われた質問の中に， あなたが
知っていること， もしくはほぼ知っていること， があなたと共にあれば， 回答が
一瞬のうちにあなたに生じるだろう. そして， そこに分節化が全くなくても， 知
っていることをもとに質問に答えるであろうことをあなたは確信している. むし
ろ， 分類と順序立ての前にあなたがそれを知っているという確信から発生する回
答と共にしか， あなたの霊魂の中で分類と順序立てははじまらないのである13)

分節化が必ず対象を意識下に置いておかなければならないのとは対照的に， 確信の
場合は， 対象を事前に意識下に置いておく必要はない. むしろ， 対象を意識下に置く
という行為 自体が確信である. よって， 分節化を開始するときには必ず確信を必要と
するのである. 但し， 分節化は明らかに意識的で能動的な行為であるので， 確信が生
じたからといって， 人は必ず分節化を行うわけではない. 呼び覚まされた記憶を元に
思考をめぐらせることもあるだろうし， ふと思い出して， そのまま再び記憶の 彼方へ
と追いやってしまうこともあるだろう.

3.4 三つの状態の整理
第一と第二の把握の違いは明白である. 第ーは， あたかも貯蔵庫からあなたが取
り出し， それを使用する， といった具合である. そして第二は， あたかもあなた
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がそれを使用することを望んだときあなたの中に貯えられていたもの， といった
具合である. そして第三は， それは思考の中に全く順序だてであるものではない，
という点で第一と違っている. むしろそれは， それが確信を伴いつつ， またそれ
の 原理のようなものである. そして， [霊魂が]そこから注意を逸らしてはおら
ず， 貯えられているある種のものとの関係がそれとともに特定化されるとき， そ
れに対してある種確信的な現実的注視が[霊魂により]なされている， という点
で， 第三と違っている. もし誰かが「この第三[の状態]も可能的な知であるが，
現実態に近い可能態である. Jと言っても， それは誤りである. 何故かというと，
それ(第三の状態の知 )を有しているものには現実的に生じている確信があり，
近かろうが遠かろうが， 可能的にそれを生じさせる必要がないからである. この
確信に関して言えば， なぜなら彼がそれを知ろうとしたとき， それが彼に生じて
いることは明白であるから， これが現実的なそれに対する確信として生じている
ことによって， 現実的な確信となるのである14)

まず， 第一の方法と違う点は， 第三の状態は， 分節化がないというところである.
そして， むしろ分節化の 原 理のようなものである. そして第二の状態， 一時的忘却と
は， 意識がそこから逸れているわけではなし むしろ現実的な注視がなされている，
という点で異なっている. また， 言語が介在し意識的な注視がなされている第一の状
態を現実態， 対象から意識が逸れている状態を可能態と見なした時， 第三の状態は意
識的注視が行われているが分節化が行われていないという点に注目して， I現実態に
非常に近い可能態jという見解が提示されたが， この説は斥けられている. 何故なら，
第三の状態は， 分節化を行う前の確信が生じている状態であり， この確信が「生じて
いる」以上， 更に余分な何ものかを現実的に生じさせる必要はないからである. そし
て， I現実的な確信として生じているJということが， I現実的な確信」になる理由は，
以下の通りである.

何故なら， I生じる」とは， 何か或るものが「生じる」ということである. そし
て我々が指し示しているこのものは， 現実的に生じている. 何故なら， 実際に知
られていないものを， 知られており， 彼に貯えられていると確信することは不可
能だからである. さらに， それが知られている， と何らかの形で確信していなけ
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れば， その状態を確信するなど， どうして出来ょうか. さて， 指し示しが， それ
が彼に貯えられているという現実的な確信と， 実際に知られているものを含んで
いるとき， それは単純な種によって彼に知られているのである. それから， それ
を 最後の種(第三の種 )の「知られたもの」に成そうとするのである. そして驚
くべきことに， この回答者が， 他人に「教える」際に「突然 彼の魂に起こったこ
との分節化」を得る時， 彼が「教えるjと同時に， 彼は第二の方法によって知識
を「学ぶjのである. その知の形相は， 彼の中で， 彼の言葉が組み合わさると共
に順序立っていくのである15)

まず， 第三の知「確信」が， 現実的に生じていることの証明として. I実際に知ら
ないことjを. I知っているjと確信することは不可能である， ということがある.
もし私が， 生まれてから一度もリン ゴを見たことがなく， リン ゴというものについて
聞いたりしたことが一度もなかったとしたら， 私はリンゴというものを知っている，
と思うことすら出来ないだろう

リンゴという存在を知らない者は， リン ゴについて

思いをめぐらす， ということすら出来ないのである. そしてまた， リンゴについて何
度か話を開いたが， 実際にリンゴというものを見たことがなく， リンゴというものに
ついて， 漠然とした思い込みを持っているという状態では， リン ゴについて知ってい
る， と確信を持って言うことはできないだろう. 第一にこの状態が必要とされる. そ
して， 第二に. Iそれを知っているという確信」がなければならない. 実際に知って
いたとしても， それを知っている， という意識がなければ， それについて説明を加え
ることが出来ない. もし私がリン ゴについての確実な知を持っていたとしても. I私
はリンゴを知っているという確信jがなければ， リン ゴについての説明を行うことは
不可能である.
現実的に注視があり， 知っているという確信がある， という点では分析的方法と 同
じではないのか， と思われるかもしれないが， 第三の状態は， 第一の状態のように知
識を分節化してはおらず， まったく「単純な種jの知として 彼の中に生じるのである.
つまり， 言葉が介在する以前の. I知っているという強固な確信」の状態なのである.
そして， この知を他人に教えるときには， 情報伝達の手段として分節化が生じ， それ
と 同時に， 関連する知識を想起し， それらの要素を組み合わせていくことによって，
「単一の種」であった知を， 分節化された知へと変換してゆくのである.
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r思考的知」と「単純な知j

さて， 以上までで， 三つの知の状態を提示した. 第一の状態(分節化 )は， 言語に
よる分節化であり， 第二の状態(一時的忘却 )は， 一度手に入れた知を， 意識下から
追い出している状態であり， 第三の状態(確信 )は， 分節化される前の， I単一な種J
の知を得ている状態であった. これら三つの状態は， 第ーから第三へと行くほど根源
的な方法になっている. 分節化にしても， 一時的忘却にしても， 既に手に入れた知が
なければいけない. 分節化は， 使用する要素として， 既に子に入れた知を組み合わせ
る必要があるし， 一時的忘却は， その名の通り既に手に入れた知を「忘れているj必
要がある. そして「確信jによって手に入れる知こそが， これらの方法における要素
として使用される知なのである. よって， これらの知には， 組み合わせによって生じ
る知と， まだなにも名付けられていなし、無性格な知の二つがある.

これら二つのうちの一つは， I思考的知」であり， それは[自らが]構築され，
組み合わさるときにしか， 完全性が完成しない. 他方は， I単純な知jであり，
それは「自身の中に或る形相を持っていて， その後にまた別の形相を持ってい
る」というようなものではなく， 諸形相を受け入れるものの中に形相が 流出する
「単一のjものである. それは， 我々が思考的知と名付けたものに対して能動的
な知であり， それの原理である. それは， 能動的な諸知性16)と類似している， 霊
魂の中でも絶対的に知性的な能力に属する. そして「分節化jは， 霊魂である限
りの霊魂に属する. く中略〉純粋知性の中には両者からの， I多化」や或る形相と
或る形相の順序立ては一切なし 全ての形相にとっての 原 理であり， そこから霊
魂へと流出してゆくことを知らなければならない17)

「 思考的知」は， 我々が普段知識と名付けるものとほぼ同じであろう. それぞれの
要素が構築され， 組み合わされる， というのは， まさに「人間は・理性的な ・動物で
ある」や， Iリンゴは ・赤い ・果物である」など， いくつかの要素が組み合わさって
いる， 命題や定義などの知識である. 一方， I単純な知jというものは少しわかりに
くい. I思考的知」の場合は， 一つの知は一つの形相と 結び、ついている. 例えば， リ
ンゴという知はリン ゴの形相と結びついており， アボカドの形相や， ましてや馬の形
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相と 結び、つくことはない. 全て締麗な一対一対応である. それに反して「単純な知」
は， 或る特定の形相と 結びつくことはない. そして， í思考的知jにとっての能動的
な 原理であるという.
つまり， まず「単純な知jが「確信」によって生じ， それからその「単純な知」を
分節化することによって， í思考的知」が生じる. ただし， í思考的知jは「単純な
知jを分節化することによってのみではなく， í思考的知j同士を要素として組み合
わせることによっても生じる. 例えば， í馬Jという知は， 既に馬という形相と一対
一対応を有している為， í思考的知jである. では， この「馬jという知を， 我々は
どうやって手に入れることが出来るかというと， 二通りの方法があるのである. まず
は， í確信」によって「単純な知」を子に入れ， その知を分節化することによって
「馬jを知る， という場合. そしてもう一つは， í蹄が一本jや「晴乳類jなどの要素
を組み合わせることによって， í分析」的に知るという方法である. では， これらの
知に至るとき， というのは一体どういうときなのだろうか.
5

í教示j と「直観J

何かについての知を得るとはどういうことであるか， という聞いに対しては， 何通
りもの答えがあるだろう. そして， イブン ・シーナーはその答えの一つにこう答えて
いる.

その獲得に至る事の出来る「思J惟されるものごと」は， 三段論法の中項が現れる，
ということによってのみ獲得されることは明白であるIへ

つまり，

「全ての人聞は晴乳類である」
「全ての晴乳類は動物である」
「よって全ての人間は動物であるJ19)

の中の二番目の命題， 一番目の命題と三番自の命題を繋ぐ役割をする部分を発見する
ことが知を得るということである， というのである. この例で 結論として言いたいの
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は， !全ての人聞は動物であるjという命題である. しかし， この命題を成り立た せ
るためには， r人間jという要素と， r動物」という要素の聞に， それらを繋ぎ合わせ
る要素が必要になってくる. つまり，

「全ての人聞はXである」
「全てのXは動物である」
「よって全ての人聞は動物である」

の中の， Xに当てはまる要素を見っけなければならない， ということである. そして，
この場合はrx二晴乳類Jという等号が成り立つので， 上の三段論法は「晴乳類jと
いう要素を見つければ大丈夫ということになる.
そして， この中で最もカテゴリー的に大きなものを含んでいる「 動物jを「大項j，
最も範囲が小さい「人間」を「小項 j， そしてそれら二つの聞を繋ぐ「晴乳類」を
「中項」と言う.
そして， この中項を見出す方法として， イブン ・シーナーは二つの方法を挙げてい
る.

[ 中項は]時には「直観(had s)jによって生じる. 直観とは， 直観によって， 精
神自身に中項を発見する精神活動である. 聡明さ(d h a k ã' )は直観の能力である.
また時には「教示jによって生じる. r教 示jの 原 理は直観である. ものごとは，
これらの直観の持ち主が発見した直観に必ず至り， それから生徒たちにものごと
を「教示jしてきたのである. 従って， 人間には自分自身による直観が起こり，
彼の心の中には， 教師がいなくとも推論が成立することが可能である20)

ここにおいて， r直観」と「教 示jというこつの方法が提示された. 但し， r教示j
に関して言えば， それは相手の心中に直観を引き起こすための手段であって， 結局教
えられた生徒の側にも直観が生じることが分かる. であるから， r直観」と 「教 示」
の二つの精神活動があると言うよりも， 自分自身によって直観を得る方法と， 他人の
教えによって直観を得る方法の二種類がある， と言うべきであろう. つまり， 教えら
れる， というプロセスを経ょうが， 自分自身で発見する， というプロセスを経ょうが，
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最終的に知を得る， ということは直観を得る， ということである. しかし， この直観
も， 全ての人聞が平等に得ることが出来るわけではなし その能力には個人差がある
ことが示唆されている.

直観には量や質において違いがある. 量に関して言えば， ある者は中項に関する
直観の量が多いからであり， 質に関して言えば， ある者は直観の時聞が素早いか
らである. この違いは， 一定の範囲に限定されるものではなく， 常に増加や減少
を受け入れている. そして減少の極限には， 全く直観を持たぬ者がおり， また増
加の極限には， 全て， もしくは殆どの問題についての直観を持つ者へと至らねば
ならぬだろう21)

つまり， ある者は直観を通じて解答に素早く至ることが出来るが， ある者はなかな
か解答に至ることが出来ないということである. これは， I賢さjと言い換えること
も出来るだろう. これは， 自分自身で解答を得る場合にも， 他人から教えられて解答
を得る場合にも当てはまるだろう. ある者はほんの少し教えてもらえば 理解すること
が出来るが， ある者はなかなか理解することが出来ない. そしてその中でも極端な場
合は， 全ての事柄に通暁しているか， もしくは何を教えられでもさっぱり理解出来な
い者， になるのである.
6

おわりに

形相受容には三つの状態があり， その中で最も根源的なのが確信であり， これは
「単純な知」を得， それからそれを分節化することによって対象の形相を得る， とい
う方法である. そして， 二番目は一時的忘却状態である. これは既に 一度その対象の
形相を受容した事があるが， その対象から意識が逸れており， 現時点で意識下に対象
の形相がない状態である. そして， 三番目の状態は分節化であり， これは， 既に自分
の中に貯えられている要素を組み合わせることによって形相を得る， という方法であ
る. 二番目と三番目の場合にかかわってくるのは， I単純な知」ではなく， I思考的
知」である. 但し， 一時的忘却によって忘れられている知や， 分節化で要素として使
用する知自体は， 既に得られた知でなければならないので， 全ての知の源は， 確信に
よって得られたものである， とも言えるだろう.

イプン・シーナー『治癒の書j 1霊魂論」における形相受容と直観の働き
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そして， これらの方法で知を得るとき， 実際に生じるのが「直観J という精神活動
である. 一時的忘却や分節化は「直観」とのかかわりが薄いようにも思われるが，
「確信Jは， ほぽ「直観」の働きそのものと見てもよいだろう. また， I教示J も， そ
れ自体独立した方法と見なすよりも， 教えている相手に「直観」を促す方法であり，
これ自体は「直観」への導きにすぎないと見なした方が自然であろう.
以上見てきたように， イブン・シーナーは形相受容の三つの状態を提示しているが，
これらの方法の源となるのは全て「直観」であり， 能動知性から流出された形相を受
け入れるために人聞に必要な事は， 何を措いても「直観」である， という事である.
そして， 直観によって得られた知の源は， 確信によって人間知性の中で実際の知とし
て展開してゆくのである.
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