イスラーム哲学の文脈における表象力の語彙変遷史
──イブン・シーナーにおける内的感覚論の形成──
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は じ め に
本論文はイスラーム哲学の文脈における表象力の語彙変遷史を辿りなが
ら，それがイブン・シーナー Ibn Sīnā（980‑1037）の内的感覚論形成にど
のような影響を与えたかを明らかにする。ペリパトス派における表象力
φαντασία は主にアラビア語で wahm と takhayyul と訳され，wahm はキ
ンディー al-Kindī（870 以降歿）の学派，takhayyul はバグダード学派が
使用していた。しかしイブン・シーナーにおいて wahm は動物や人間が
好ましい対象と避けるべき対象を弁別する「判断力」，takhayyul は様々
な形相を組み合わせたり分離したりする能力であり，ラテン語ではそれぞ
れ aestimatio, imaginatio と翻訳され1)，この概念は彼の独創とされる2)。
本論文前半では φαντασία からイブン・シーナーの wahm, takhayyul に至
る流れを追い，後半では，それらが彼の処女作『魂論摘要』

.
において如何に結実したかを明らかにする。

1)

ト マ ス・ア ク ィ ナ ス Thomas Aquinas（1225‑1274）は『神 学 大 全』
第 1 部第 78 問題第 4 論考で，イブン・シーナー/アヴィセンナ Avicenna が
『治癒の書』
「魂について」
で五つの内的感覚，共通感
覚（sensus communis）
，ファンターシアー（phantasia），表象力（imaginativa），判断力
（aestimativa）
，記 憶 力（memorativa）に つ い て 述 べ て い る と し て い る（Aquinas 1952,
380）
。
2) アラブ，ヘブライ，ラテンにおける内的感覚の成立史については，Wolfson の研
究が詳しい（Wolfson 1935）。本論文も Wolfson の研究に大きな示唆を受けた。またイブ
ン・シーナーにかんしては Black の研究が挙げられる（Black 1993; 2000）。
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1．アリストテレス『魂について』敷衍の wahm とキンディーによる
四つの用語
Wahm は本来アラビア語で「空想」や「妄想」を指す一般語である。
これが哲学史に現れた時期は正確に同定出来ないが，最初期の例としてア
リストテレスἈριστοτέλης（BC384‑322）『魂について』Περὶ Ψυχῆς の著者
不明のアラビア語敷衍が挙げられる。バグダードの書店主イブン・アルナ
ディーム Ibn al-Nadīm（995/998 歿）
『目録集』

によれば，

これはイブン・ビトリーク Ibn al-Bit.rīq（800 頃歿）の編集版が基になっ
ている可能性が高い3)。『敷衍』第三巻は共通感覚と表象力（wahm）の説
明で始まっており4)，表象力 φαντασία の訳語として wahm が使われてい
ることが分かる。
また最初のアラブ人の哲学者と言われ，アッバース朝に仕えたキンディ
ーは，
『諸物の定義と描写について』
『睡眠と夢の本質について』

と

.

で次のよう

に述べている。
表象力（al-tawahhum）
：ファンターシアー（al-fant.āsiyā）のこと。
魂の能力であり，感覚的形相を，その質料がないときにも動かす原因
である。それはファンターシアー，つまり表象力（al-takhayyul）と
言われ，それは感覚された事物の形相が，その質料がないときにも現
存することである5)。
表象力（mus.awwirah）と呼ばれる能力，つまり我々に質料なし
に──つまり諸形相を宿したものが我々の感覚から消え去っても──
個体的諸物の諸形相を与える能力があり，それを古のギリシアの賢人
たちはファンターシアー（al-fant.āsiyā）と呼んだのである6)。

3) この敷衍版の詳細については Arnzen の記事が詳しい（Arnzen 2003）。
4) Anonymous, 293. とはいえ同書で共通感覚に割かれた紙面は欠落しており，実質
的に『敷衍』の第三巻は表象力の説明で幕を開ける。
5) al-Kindī 1953, 167.
6) al-Kindī 1953, 295.

中世思想研究 56 号

36

つまりキンディーは tawahhum7), fant.āsiyā, takhayyul, mus.awwirah が
表象力を指すほぼ交換可能な言葉として使用しているのである。また彼は
表象力や知性が脳に宿るとし8)，ガレノス Γαληνός（129‑200 頃）の影響
を見ることが出来る9)。キンディーが利用可能だった資料は不明だが，あ
る時期以降『魂について』敷衍を参照出来たと考えられる10)。
2．バグダード学派による takhayyul
一方でキンディーと同時期からやや後にバグダードで活躍したネストリ
ウス派キリスト教徒のフナイン・イブン・イスハークH.unayn ibn Ish.āq
（809‑873）とイスハーク・イブン・フナイン Ish.āq ibn H.unayn（830‑910
頃）親子はキンディーと別のグループ，バグダード学派を形成していた11)。
医者でもあったフナインは『目にかんする十章の書』

-

の中で，次のように述べている。
統括能力（al-siyāsah）は［脳が他の器官を使用することなく］自
らで［統括能力の］活動をおこない，統括能力は三つの事物を含む：
表象力（al-takhayyul）と思考力（al-fikr）と記憶力（al-dhikr）であ
る。そして表象力は脳の前方［の空腔］にあり，思考力はその中央に，
記憶力はその後方にある12)。
フナインもキンディーと同じく表象力や思考力が脳に宿るとしている。
更に，脳の三つの空腔それぞれに能力が宿るというのはガレノス『罹患す
る部分』

7)

の構図である13)。フナインはキンディーの同時

wahm の語根 w-h-m の動詞 V 型動名詞で，意味は wahm とほぼ同じ。

8) al-Kindī 1953, 297‑298.
9) 註 12 参照。
10) キンディーは『魂について』敷衍をある時期に読めたはずだが，彼のいくつかの
魂論著作は『魂について』の理論を取り入れていないことが指摘されている。また『睡眠
と夢の本質について』から，彼はアリストテレスの『自然学小品集』Μικρὰ φυσικά も知っ
ていたと考えられる（Adamson 2007, 27）。
11) フナインとイスハークの親子は，キンディーと政治的に対立していたバヌー・ム
ーサー Banū Mūsā 兄弟をパトロンに持ち，翻訳を行っていた（Endress 1997, 47‑49）。ま
たバグダード学派は，キンディー学派に対立する概念としても説明される（Adamson
2007, 12‑17）
。但し Endress はこれらを「学派」と見ることに反対している（Endress 1997,
49）
。
12) Meyerhof 1928, 86.
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代人だが，表象力を指すのに takhayyul を使用し，wahm や fant.āsiyā は
使 わ な い。ま た そ の 息 子 イ ス ハ ー ク は テ ミ ス テ ィ オ ス Θεµίστιος
（317‑390 頃）の『魂について』Περὶ Ψυχῆς をアラビア語訳したが，そこ
でも「この感受（al-infiʻāl＝πάθος），つまり表象（takhayyul＝φαντασία）
は，我々が望んだ時に，我々は我々の魂をそこに落とし込むことが自由に
出来る｣14)と訳されている。彼はアリストテレス『魂について』のアラビ
ア語訳も行っており（散逸），イブン・シーナーが晩年に書いた『魂につ
いて』欄外註

.
. は大部分イス
ハーク版を底本とし，それによると φαντασία は takhayyul と訳されてい

る15)。バグダード学派の翻訳作品をキンディーがどの程度読むことが出来
たのかは疑問である。フナインはキンディーとほぼ同年代であるが，キン
ディー歿時には 40 歳ほどのイスハークが，それまでにどの程度の翻訳を
行っていたのか，またそれらをキンディーが見ることが出来たのかは不明
である。
3．ファーラービーの takhayyul とアーミリーの wahm
バグダード学派の主要人物の一人にファーラービー Abū Nas.r al-Fārābī
（950 歿）がいる。キリスト教徒が多いバグダード学派の中で珍しくムス
リムだった彼は，イブン・シーナーにも大きな影響を与えた16)。彼はその
主著『有徳都市の住民の諸見解』

.

の中で以下のように述べている。
それから人間のうちに，感覚対象から彼の魂に刻印されたものを，

13)

Galenus 1824, 174‑5; 英訳 Galen 1976, 87. 『目録集』によるとガレノスの著作の

多くはアラビア語訳されており，更にフナインはアリー・イブン・ヤフヤー ʻAlī ibn Yah.yā
への手紙のなかで，
『内的諸器官の病気の解明について』
.
.
に つ い て 述 べ（『罹 患 し た 部 分』の 別 名），そ れ は レ ー シ ュ ア イ ナ の セ ル ギ ウ ス
Sirjis/Sergius of Reshaina（536 歿）がシリア語に酷い翻訳を行ったが，フナイン自身が後
に 二 度 シ リ ア 語 に 翻 訳 し 直 し，そ の 後 イ ス ハ ー ク・イ ブ ン・ス ラ イ マ ー ン Ish.aq bn
Sulaymān（イサク・イスラエリ Isaac Israeli ben Solomon（832 頃‑932 頃）のことか？）
のためにアラビア語に翻訳したと述べている（H.unain Ibn Ish.āq 1925, Arabic 11‑12）。
14) Themistius 1973, 155; ギリシア語原文 Themistius 1899, 88; 英訳 Themistius 1996,
111‑112.
15) Frank 1958‑1959, 244.
16) イブン・シーナーがファーラービーの著作を読んでアリストテレス『形而上学』
の意図を理解出来たというエピソードを思い起こすと良い（Gohlman 1974, 32‑34）。
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魂の持つ諸感覚の視界から感覚対象が消えてからも保持するべつの能
力が生じる。これは表象能力（al-quwwah al-mutakhayyilah）という。
これ（表象力）によって，［人間は］ある感覚対象と他の感覚対象を，
様々に組み合わせたり分離したりする。［その組み合わせや区別の］
あるものは間違いで，あるものは正しい17)。
バグダード学派は基本的にガレノスの影響を強く受けているが，ファー
ラービーは脳よりも心臓を重視しており18)，これはむしろアリストテレス
自身の説に近い。一方，表象力の働きとして，感覚対象同士を組み合わせ
たり分離したりする能力を挙げているが，これはテミスティオスの影響を
受けていると考えられる19)。またファーラービーは表象力を表すのに takhayyul を使い，wahm は決して使用しない。この用語法は弟子であるヤ
コ ブ 派 キ リ ス ト 教 徒 の ヤ フ ヤ ー・イ ブ ン・ア デ ィ ー Yah.yā ibn ʻAdī
（893‑974）にも受け継がれている20)。
バグダード学派がバグダードのキリスト教徒を中心としていたのに反し，
キンディー学派はホラーサーンなど周縁地域出身のムスリムを中心に広ま
った21)。ホラーサーンのサーマーン朝に仕え，ブハーラーで歿したアーミ
リー Abū al-H.asan al-ʻĀmirī（992 歿）もその一人である。彼は『死後の
世界について』
で，次のように述べている。
感覚的魂が知（ʻirfān）を得ることについて言えば，感覚による認
識 の よ う に，身 体 的 な 道 具 に よ っ て 生 じ る か，も し く は 表 象 力
（wahm）による表象行為（takhayyul）のように，身体的な道具なし
で生じるかのどちらかである。そして身体的な道具によって，人間は
現存する諸事物同士を識別し，［身体的な］道具なしに，人間は現存
しない諸事物同士を識別する。人間がこれら二つの識別を獲得するの

17)
18)
19)
20)

al-Fārābī 1985, 103‑104.
al-Fārābī 1985, 168.
Themistius 1973, 88‑89.
彼は『論理学における四つの問題について』
.
.
. で表象能力に quwwah al-takhayyul という用語を用いている。但し
注目すべきことに，彼はファーラービーの弟子であるが，フナインと同じく思考の中心を
脳としており，ガレノスの理論を採用している（Yah.yā ibn ʻAdī 1956, 100）。
21) Adamson 2007, 12‑17. 但し，言うまでもなくキンディー自身が活躍したのはバグ
ダードである。
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は，認識的な感受によってである。（……）さて感覚的魂は，活動
（fiʻl）と知（ʻirfān）という二つの能力から成るが，この二つの能力は
互いに異なっている。その証拠に，欲望の喚起は肝臓に，気概の沸騰
は心臓に，識別を得るのは脳の諸部分に関連付けられている22)。
ここで彼は表象力を表すために wahm を使用し，takhayyul を名詞で
はなく，動名詞的に使い，両者を区別している。キンディーの孫弟子であ
るアーミリーが wahm と takhayyul の両方を使用するのは当然だが，
wahm を能力，その働きを takhayyul と分けているのは注目すべきであ
る。また肝臓，心臓，脳に関しては，プラトン Πλάτων（BC427‑347）の
『ティマイオス』Τίµαιος を思い起こさせる23)。
4．純正兄弟団による takhayyul と脳モデル
そしてこの流れに，イスマーイール派の流れを汲むとされる純正兄弟団
Ikhwān al-S.afāʼの『書簡集』

を付け加えることが出
.
来る 。『書簡集』は 980 年頃までには人口に膾炙していたと思われ25)，
24)

980 年生まれでイスマーイール派の宣教師たちが自宅に出入りしていたイ
ブン・シーナーに何らかの影響を与えたと考えられる26)。彼らの『書簡
集』「人 間 は 小 さ な 世 界 で あ る こ と に つ い て」
.

では次のような内的感覚論を展開している。

知るがよい。人間の魂は［外的な五感と］別の五つの能力を持って
おり，それらの魂への関係性は，先ほど述べたこれら［外的な］五つ
のものの関係性と違っており，肉体の器官におけるその効果は，これ
らのもの（＝外的な五感）の効果と違っており，それらの諸活動はこ
れら［外的な五感］の諸活動とは似ていない。なぜならこの五つは，

22) Rowson 1988, 92.
23) プラトンのイスラーム世界に対する影響はアリストテレスほど直截的ではない。
しかしガレノスによる『ティマイオス』敷衍がイスハーク・イブン・フナインによってア
ラビア語訳されており，いくつかの作品は知られていた（Galenus 1951）
。
24) イスマーイール派，ペリパトス派，新プラトン主義，ヘルメス主義など，『書簡
集』では多種多様な混淆思想が展開されている。Walker は彼らを「何らかの形でイスマー
イール派である（being somehow Ismāʼīlī）
」と述べている（Walker 2005, 77）。
25) de Callataÿ 2008, 81.
26) Gohlman 1974, 18.
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知得対象の形相を受け入れるさいに協力し合う仲間同士のようなもの
であり，そのうちの三つの魂への関係は，王と，常に彼の傍に侍り，
彼の秘密を見て，彼の活動の特質を助ける幇間たち（nudamāʼ）の関
係 の よ う な も の で あ る。そ れ は 脳 の 前 部 を 流 れ る 表 象 能 力（alquwwah al-mutakhayyilah）と，脳 の 中 部 を 流 れ る 思 考 能 力（alquwwah al-mufakkirah）と，脳 の 後 部 を 流 れ る 記 憶 能 力（alquwwah al-khāfiz.ah）のことである。そのうちの［他の］一つの魂へ
の関係は，王と侍従（h.ājib）や通訳（turjamān）の関係のようなも
のである。それは魂［の考えていること］を表現し，そこから魂の思
考のうちにある知識や重要事の意味を［外部に］伝達する発話能力
（al-quwwah al-nātiqah）である。それは喉のなかを舌に向かって流れ
ている。そのうちの［他の］一つの魂への関係は，王と，彼が王国の
統治と臣民の管理を任せた大臣（wazīr）の関係のようなものである。
その能力によって魂はあらゆる筆記や技術を明らかにし，それは両手
指のうちを流れている。これら五つの能力は知得対象の形相を受け入
れる点において協力し合う者のようである27)。
ここでは takhayyul と同語根の mutakhayyilah が使用されており，語
彙上はバグダード学派との近似性が見られる。また，脳の前部，中央，後
部それぞれに能力を当てはめるという構造はフナインなどに見られるガレ
ノス型内的感覚であり，この構造が汎く伝わっていたことが分かる28)。こ
こで特筆すべきは，脳に宿る三つの能力以外に，口に宿る発話能力と，手
指に宿る技術の能力が追加されていることである。また人間の諸能力を王
国の宮廷に擬えており，これは最初期のイブン・シーナーにも影響を与え
ている29)。
5．イブン・シーナー『魂論摘要』の内的感覚論
以上のような知的風土の中でイブン・シーナーは独自の哲学を形成して
いった。まずファーラービーは彼の思想形成に多大な影響を与えた。また
27) Ikhwān al-S.afāʼ 1886, 468.
28) フナイン以外に，アブー・バクル・ラージー Abū Bakr al-Rāzī（854‑925）も著
書『マンスールの医学書』
で同様の構造を採用して
.
.
いる（al-Rāzī 1903, 46）。
29) イブン・シーナー『魂論摘要』にも同様の記述が見られる（Ibn Sīnā 1952, 160）。
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同じブハーラー在住で，彼が 10 代のときに亡くなったアーミリーの著作
にも触れていた30)。更に『純正兄弟団書簡集』を若いイブン・シーナーが
読んだ可能性は極めて高い。つまり彼はバグダード学派，キンディー学派，
純正兄弟団の全てに触れることが出来たと考えられる。
イブン・シーナーの内的感覚論を検討する場合，大抵は中期の代表作で
ある『治癒の書』や『救済の書』

の記述が参照される31)。

しかし彼の哲学体系はその 40 年近くに及ぶ著作活動において様々な内的
発展を遂げており，内的感覚論についても例外ではない。そのため，これ
まで見てきた先人たちの議論がいかにして彼のうちに結実したかを検討す
るためには，彼が 17 歳のときに書いた処女作『魂論摘要』を検討する必
要があるだろう。同書第 7 章は内的諸感覚についてであり，そこには以下
のように書かれている。
また哲学者アリストテレスによれば，心臓はあらゆる能力の源であ
るが，それらの支配領域は様々［に異なった］道具のうちにある。外
的諸感覚の支配領域は，すでに知られた［身体的な］道具のうちにあ
る。形相把握力＝共通感覚（al-mutas.awwirah)32) の支配領域は，脳
の前方の空腔にある。表象能力（al-mutakhayyilah）の支配領域は，
（脳の）中間の空腔にある。記憶能力（al-mutadhakkirah）の支配領
域は脳の後方の空腔にある。判断力（al-mutawahhimah）の支配領域
は脳全体，そのなかでも特に表象の領野にある。そして空腔が受けた
傷［の箇所］に応じて，これら諸能力の活動は影響を被る33)。
ここで分かるのは，（1）イブン・シーナーは表象力などの内的諸感覚が
脳に宿るとしていること，（2）彼の採用している構造はバグダード学派の
ガレノス型内的感覚論や純正兄弟団のものに類似していること，（3）ガレ

30) 主に敵意によってではあるが（Rowson 1988, 28）。
31) たとえば Black が論文において検討しているのは（Black 1993; 2000），基本的に
『治癒の書』と『救済の書』で展開されている内的感覚モデルであり，それらを「規範的
（canonical）
」なものとしている（Black 1993, 219）。無論 Black は後代のラテン哲学者たち
との比較を行っているため（とりわけ Black 2000），ラテン語に翻訳された『治癒の書』を
中心に論じるのは当然であるが。
32) 語義的には形相把握力のことであるが，その前の箇所で，形相把握力と共通感覚
（al-h.iss al-mushtarik）は同一であると言われている（Ibn Sīnā 1952, 166）。
33) Ibn Sīnā 1952, 167.
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ノス型の表象力，思考力，記憶力という構図が共通感覚，表象力，記憶力
という構図に変わっていること，（4）脳の三つの空腔に加え，脳全体に宿
る判断力34)を追加しているということである。
（1）は，イスラーム哲学はガレノスを重視しており，ファーラービー以
外は基本的に脳を重視しているため，医者でもあったイブン・シーナーが
ガレノスの脳モデルを採用するのは不思議なことではない。但し彼はアリ
ストテレスによる心臓モデルも併用しており，能力の源泉として心臓を置
いている。（2）は，
（1）と同じく彼がガレノスの医学に親しんでいたこと，
純正兄弟団の著作に触れていた可能性が高いことから説明出来るだろう。
（3）は，同著で「表象能力は，判断力が単独で使用すると，この名前，つ
まり表象能力と呼ばれる。そして理性的能力が使用すると，思考能力
（al-mufakkirah）と呼ばれる35)」と述べられるため，思考力が削除された
わけではなく，またイスラーム哲学ではずっと顧みられなかった共通感覚
を彼が復活させたため36)，思考力を理性的能力の側に近づけ表象力の一様
態とすることによって三つの空腔という構造を維持したのであろう。（4）
は，これ以降のイブン・シーナーの内的感覚論の標準となった判断力だが，
その起源の決定的な証拠は存在しない37)。つまり彼は基本的にガレノスを

34) この能力（wahm = mutawahhimah）の訳語は多様である。ラテン語 aestimatio
の訳語としては「評価力」，
「評定力」が一般的だが，『治癒の書』「魂論」で，この能力の
働きは「判断する（yah.kumu）
」こととされるため（Ibn Sīnā 1975, 162），私は判断力とい
う訳語を充てた。『治癒の書』「魂論」の和訳者木下は wahm を表象力，takhayyul を想像
構成能力と訳し，
「評価ということばは知性との結びつきを連想させるし，すぐ後に説かれ
るように，この能力には想像構成能力に似たはたらきがあるため，評価力といったような
訳語は避けた」としている（イブン・シーナー 2012, 54）。しかしイブン・シーナーの
wahm 概 念 は 従 来 の 表 象 力 と 合 致 せ ず，ま た『魂 に つ い て』欄 外 註 に よ れ ば，彼 は
φαντασία の訳語を takhayyul として理解していたことが分かる。
35) Ibn Sīnā 1952, 167.
36) Wolfson 1935, 95.
37) Landauer は，判断力が意見（z.ann）とも呼ばれることに鑑みて，アリストテレ
スの δόξα が起源だとする（Landauer 1875, 401）
。しかしイブン・シーナーの判断力は動物
にも生じるが，アリストテレスの δόξα は人間のみの能力である。Wolfson は Landauer の
説 を 批 判 し，判 断 力 の 起 源 を ア リ ス ト テ レ ス『自 然 学』Φυσικῆς ἀκροάσεως の「本 性
（φύσις）
」としている（Wolfson 1935, 90）。しかしイブン・シーナーは後に『治癒の書』で，
蟻や蜂が巣を作るのは「霊感（ilhām）
」のためであり，またこのような行動は個体でなく
種の要請に従ったものであるとする（Ibn Sīnā 1975, 182）。そして Rahman は，wahm は
φαντασία の多様な働きの一側面を言っているに過ぎないとする（Ibn Sīnā 1959, 79‑81）
。
Black はこれを受け，『魂について』欄外註における「ここで表象力（al-takhayyul）の名
のもとに集結しているものは，能動的な諸能力に分割される。たとえば判断力（al-wahm），
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起源とするバグダード学派的な脳の三つの空腔モデルを採用しながら，そ
こに共通感覚を組み込み，第四の能力として判断力を付け加えたと考えら
れる。
6．イブン・シーナーによる表象力（takhayyul）と判断力（wahm)
それでは，イブン・シーナーの表象力と判断力がどのような働きをする
能力なのか見てみることにしよう。
表象力は「共通感覚に集まった形相を組み合わせたり分離させたりし，
形相を共通感覚から引き離すことなくそれらの違いを措定38)」するが，そ
の認識は「間違いや嘘，または感覚からはその形が取得されないものを把
握することもあり得る39)」と言われる。表象像の構築，分離作用という説
明は takhayyul という用語と併せ，即座にファーラービーを思い起こさせ
る。つまりここにおける表象力はバグダード学派によるテミスティオス，
ファーラービー的なものをそのまま移入していることが分かる。
一方で判断力は表象力ほどには直接の起源が明白でない。それは「それ
がこうであるか，こうでないか確定して物事を判別する能力があり，この
能力によって動物は危険を回避し，望ましいものへと向かう40)」と言われ，
また形相把握力は「感覚から取得したものに従って太陽の円盤の大きさを
把握する41)」が判断力はそうでない。また表象力は感覚対象の外的な情報
と逆の判断をすることもあり，それがこうだという確信を持たずに活動す
るが，判断力は「猛獣が遠くに小鳥ほどの大きさの獲物を発見すると，獲
物の像や大きさは不明瞭であっても，［判断力に従い］獲物に向かう42)」。
また記憶力を説明する箇所で，以下のようにも述べられる。
それから動物のうちには，例えば狼は敵で，子供は愛すべき親族だ
というような，感覚によって認識された意味（maʻānī）を保持してお
く能力がある。この能力が形相把握力と違うのは明らかである。つま
思考力，そして形相保持力や記憶力などの保持力に」
（Ibn Sīnā 1947, 98）を援用する
（Black 1993, 248）
。しかし最晩年に書かれたとされる『欄外註』と同じ理論が処女作に適用
できるかは不明である。
38) Ibn Sīnā 1952, 166.
39) Ibn Sīnā 1952, 166.
40) Ibn Sīnā 1952, 166.
41) Ibn Sīnā 1952, 166.
42) Ibn Sīnā 1952, 166.
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り，諸感覚によって獲得された形相以外は形相把握力のうちにないの
である。それから諸感覚は狼の敵対性や子供の可愛さ［といった意
味］ではなく，狼の姿や子供の外見を感覚するのである。可愛さや危
険性を獲得するのは，判断力（al-wahm）だけであり，それから両者
（可愛さや危険性）はこの能力に貯蔵されるのである。またこの能力
（＝記憶力）が表象力ではないのは明らかである。つまり表象力は，
判断力が認可したり信用したり諸感覚から推察したりしたもの以外を
表象し得るのである。一方でこの能力は判断力が認可したり信用した
り諸感覚から推察したりしたものしか把握しない。またこの能力（＝
記憶力）は判断力でない。つまり判断力は，他のものが信じたものを
保持するのではなく，むしろ判断力自体で信じるのである。一方この
能力（＝記憶力）は，自らが信じるのではなく，他のものが信じたも
のを保持するのである。この能力は保持能力（al-h.āfiz.ah），または記
憶力（al-mutadhakkirah）と呼ばれる43)。
感覚によって認識された狼や子供の外見の表象像を認識するのが表象力
で あ り，外 見 か ら は 分 か ら な い 敵 対 性 や 可 愛 さ と い っ た「意 味
（maʻnā)44)」を認識するのが判断力であるとされる45)。つまり『魂論摘
要』における内的感覚の構造は，外的な五感によって認識された感覚情報
がまず脳の前部にある共通感覚＝形相保持力に流れ込み46)，そこに蓄えら
れた感覚的形相が脳の中央にある表象力によって操作され，様々に組み合
わされたり分離されたりする。そして脳全体を使用する判断力は，この形
相に附随する意味を認識し，この意味は脳の後部にある記憶力に保持され
るのである。そして表象力が判断力によって行使される場合，表象力は表
43) Ibn Sīnā 1952, 167.
44) この語はラテン語で intentio と翻訳される。アラビア語において maʻnā は「意
味」であるが，Black はこの語を「志向性（intentionality）」と訳す（Black 2000, 60）。
45) 判断力（al-mutawahhimah）という用語の名称はキンディー学派の wahm を基
にしていると考えられ，語彙上の直接の源泉にはアーミリーが挙げられるだろう。しかし
その内実はきわめて広範で，ただ一つの起源を措定することは現時点では困難である。
46) イブン・シーナーの注記作品『始原と帰還』
において形相
保持力の別名として想像力（al-khayāl）が与えられ，感覚的形相の受容能力（＝共通感覚）
と保持能力（＝形相保持力）が明確に分けられる（Ibn Sīnā 1984, 93）。しかし『魂論摘要』
段階において共通感覚と形相保持力は同一のものとされる。Black はイブン・シーナーの
内的感覚構造を，能動的な表象力と，形相と意味それぞれの受容器官と保持器官四つの計
五つと説明しているが（Black 2000, 59‑60），この段階においてその構造はまだ明確でない。
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象力として機能するが，理性的能力（＝知性）によって行使される場合，
それは思考力と呼ばれる47)。
例えば羊が狼を見たとき，狼の視覚情報が目から共通感覚に送られ，そ
れから狼の感覚的形相が表象力で結合・分離される。そのとき狼の形相を
取り扱うのが表象力であり，狼の外見から抽出不可能な敵対性などの「意
味」を取り扱うのが判断力である。もし狼を見たのが人間であれば，知性
が表象力を司ることによって表象力は思考力となり，狼の知的形相（＝感
覚的表象を捨象した定義）を取り扱うことが出来る48)。その後，形相は共
通感覚＝形相保持力に，意味は記憶力に蓄えられるのである。
「感覚的形相を取り扱う表象力」，「意味を取り扱う判断力」という対比
に目を向ければ，イブン・シーナーが判断力という新たな能力を導入した
理由の一端が明らかになると思われる。彼は感覚的形相の持つ内容を外的
な特徴に由来するものとし，外的な特徴から判別できない内容を持つ「意
味」を感覚的形相から明確に分離したのである。そのため表象力とは別に，
意味を取り扱う能力が必要とされたのだろう。
お わ り に
アリストテレス『魂について』における表象力 φαντασία は，キンディ
ー学派の wahm，バグダード学派の takhayyul という訳語を範例とし，
その二つがイスラーム哲学における主要な訳語として並立していた。また
そこには，脳を中心とするガレノス型内的感覚モデルや，純正兄弟団によ
るマクロコスモスとミクロコスモスの照応関係が存在した。これらの要素
が混然一体となりながらイブン・シーナーに流れ込み，彼の中で新たな内
的感覚論として形成していったのである。構図のみに着目すれば，彼の内
的感覚論はガレノス的な脳の三つの空腔モデルを基礎とし，そこに判断力
という新たな能力を付け加えたものであった。その際，表象力には takhayyul が，判断力には wahm が用語として充てられたのである。しか
し彼の内的感覚論は，表象力と判断力を別個の能力として明確に区別し，
感覚的形相と意味という，同一の対象から認識される異なった側面を受け
47) ここで判断力と知性の半ば類比的な構図が作られている。『魂論摘要』では明示
的に述べられないが，
『治癒の書』でイブン・シーナーは明確に，判断力が動物における最
大の判別能力であると述べている（Ibn Sīnā 1975, 162）
。
48) 『魂論摘要』では明確に述べられていないが，イブン・シーナーによれば知的形
相は記憶力などの身体的器官に保持されない（Ibn Sīnā 1975, vol. 5 ch. 6）。

中世思想研究 56 号

46

持たせることで，従来よりも更に複雑なモデルを提示している。しかし彼
の新たな内的感覚論や，表象力と判断力の区別などは突然変異的に現れた
ものでなく，アリストテレスに淵源する哲学史の流れに立脚したものなの
である。
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