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中世哲学における抽象的認識：	

アヴェロエス、トマス・アクィナス、ドゥンス・スコトゥス 

 

アダム・タカハシ＊ 

 

序論 

 

	 本稿は、中世哲学における「抽象的認識」（abstractive cognition）の問題を、三人の哲学者及び神

学者たち、すなわちアヴェロエス（イブン・ルシュド）、トマス・アクィナス、そしてドゥンス・

スコトゥスの著作に焦点をしぼり論じる。抽象的認識とは何か。アクィナスの『神学大全』（ST）

を参照して、その暫定的な定義をあらかじめ与えると、それは「感覚」（sensus）の対象である個

体――例えば、「この机」や「その犬」――から、その個体の質料的な要素を捨象することで、「知

性（悟性）」（intellectus）がその事物の普遍的な本質――「机（犬）とは何であるか」という問い

の答えとなるもの――を認識することである1。このような中世の認識論の基礎を提供したのは、ア

リストテレス及びその後のアリストテレス主義的な伝統であった2。したがって、上記の三名の抽象

的認識にかんする考えを検討する際に、彼らがアリストテレスの著作をどのように解釈したのか、

そしてその際にどのような新しい理論的要素を付け加えたのかという視点から考察する必要があ

る。 

	 本稿では、アリストテレスの著作『魂について』に対するアヴェロエスの解釈を議論の出発点と

することで考察を行うことにしたい。その理由は二点ある。一つはアヴェロエスが「抽象」

                                         
＊ 東洋大学文学部哲学科 e-mail: adam.takahashi@gmail.com  
1 Cf. Aquinas, ST, I, q. 12, a. 4, co：「しかしながら、私たちの魂は、二つの認識能力を持つ。（a）一つは、或る身
体的器官の働きである。この［能力］にとって、諸事物を［それらの事物が］個体の質料においてあるかぎり

で認識することが本性にかなっている。ゆえに、感覚は諸個物しか認識しない。（b）だが、その［魂の］もう
一つの認識能力は知性であり、それは或る身体的器官の働きではない。ゆえに、知性を通して、個体の質料に

おいてしか存在を有さない自然本性を認識することが、私たちにとって本性にかなっている。だが、［私たち

が知性を通して自然本性を認識するというのは、その自然本性が］個体の質料においてあるかぎりではなく、

知性の考察を通して、その［個体の質料］から［自然本性が］抽象されたかぎりでのことである。したがって、

私たちは、知性にしたがってこのようなものを普遍のもとで認識する。そのことは感覚の機能を超えている。」

（Quae tamen habet duas virtutes cognoscitivas. Unam, quae est actus alicuius corporei organi. Et huic connaturale est 
cognoscere res secundum quod sunt in materia individuali, unde sensus non cognoscit nisi singularia. Alia vero virtus 
cognoscitiva eius est intellectus, qui non est actus alicuius organi corporalis. Unde per intellectum connaturale est nobis 
cognoscere naturas, quae quidem non habent esse nisi in materia individuali; non tamen secundum quod sunt in materia 
individuali, sed secundum quod abstrahuntur ab ea per considerationem intellectus. Unde secundum intellectum possumus 
cognoscere huiusmodi res in universali, quod est supra facultatem sensus.） 	
2 ただし、「抽象・抽象する」（abstractio/abstrahere）に対応するギリシア語 ἀφαίρεσις/ἀφαιρέωには、上記のよ
うな抽象的認識の意味は含まれていない。 
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（abstractio/abstrahere）という言葉を、知性認識の成立を説明する際の用語として積極的に用いたこ

とで、後世において一般に抽象的認識と呼ばれるようになる考えの基本形を準備したからであり、

もう一つはアクィナスとスコトゥスとの双方が、彼の理論的枠組みを踏まえて自分たち固有の議論

を展開したからである。 

	 つづく本論では、まずアヴェロエスの議論を確認し、その次にアクィナスがどのようにその議論

を批判的に受容したのかを論じる。最後に、それらを前提とした上で、ドゥンス・スコトゥスにお

ける展開を簡潔に追うことにしよう。全体の結論としては、彼らの抽象認識の理論の相違が、認識

論そのものの違いというよりも、事物の実体性あるいは性質にかんする理解の違いによってもたら

されたものではないかと主張することになる。 

 

1. アヴェロエス：『「魂について」大註解』 

 

	 アヴェロエス（イブン・ルシュド）（1126-1198）は、その作品がラテン語訳された十二世紀末か

ら、アリストテレス哲学の権威が失われる十七世紀まで、アリストテレスの著作の最も重要な解釈

者として参照されつづけた人物である。哲学史の素養がある者であれば、アヴェロエスという名を

聞くと、彼の知性論――特に、思考や判断をになう心的機能である知性が全人類において一つであ

るという「知性単一説」――と、それへの後続のスコラ学者たちによる批判を想起するかもしれな

い。だが、近年の研究によれば、中世哲学の多くの側面で、彼のアリストテレス理解が哲学者・科

学者たちの理論的前提であったことが明らかになりつつある。 

	 本節で論じる『「魂について」大註解』（以下、単に LcDaと略）は、彼が残したアリストテレ

スの『魂について』にかんする註解書の一つである。アヴェロエスは『魂について』にかんしては

「大」「中」「小」の三つの註解書を残したが、その中でこの LcDa はアリストテレスの当該著作

を最も詳細かつ包括的に論じた作品である。 

	 この LcDa の中で、知性および知性認識が議論されるのは、主に『魂について』第三巻に該当す

る部分である。ただし、アリストテレスとアヴェロエスとは知性のはたらきを、感覚と類比的なも

のとして議論していた3。その類比性のなかで特に注目されるのは、感覚も知性認識も事物を何らか

の仕方で受容することによって成立するということ、すなわちそれらが「受動的」な性格を有して

いることである。したがって、知性にかんする理論を見る前に、感覚が精神の外に存在する事物を

                                         
3 Cf. Aristotle, De Anima, III.4, 429a13-15. 
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どのように受け入れると彼らが考えていたのかをあらかじめ理解する必要がある。アリストテレス

は『魂について』第２巻第１２章で、次のように述べている。 

 

だが、すべての感覚について普遍的に妥当することとして、次のことを把握しなければならない。

すなわち感覚とは感覚される形相をその質料を伴わずに受け入れうるものであり、それは、たとえ

ば封蝋が指輪の印形を指輪の質料である鉄や金を伴わずに受け入れることに喩えられる。（De 

Anima II.12, 424a17-20） 

 

アリストテレスは、感覚が事物の「感覚される形相」をその「質料」を伴わずに受け入れると述べ

ている。周知の通り、彼はこの世界の事物が「形相」と「質料」との複合体として存在していると

考えていた（「質料形相論」）。感覚によって受け取られるのは、そのうちの形相の部分でしかな

いと主張しているのだ。上記の引用部で、そのことは、印鑑が封蝋の上に押されて、その印の形の

みが残ることに喩えて説明されている。 

	 アヴェロエスは LcDa にて、上の引用部の特に「感覚とは感覚される形相をその質料を伴わずに

受け入れうるものである」という部分への註解を、次のように展開している。 

 

すなわち、可感的形相の受容は、どの感覚によっても、質料から抽象された受容であると私たちは

主張すべきである。というのも、もし［感覚が］質料とともにそれら［可感的形相］を受容したと

したら、その時には［可感的形相は］魂の中と魂の外との双方において、同一の存在を有すること

になってしまうからである4。  

 

	 アリストテレスが、感覚は「質料を伴わずに」（ἄνευ τῆς ὕλης）形相を受容すると述べたところ

で、アヴェロエスは感覚による形相の受容が「質料から抽象された受容」（receptio abstracta a materia）

であると敷衍した。二人が述べている内容は、少なくともこの部分にかぎっては完全に同一である。

だが、アヴェロエスは、アリストテレス自身は明示的に述べていなかった「抽象する」（abstrahere）

という言葉を、事物の形相が質料から切り離されている状態を説明するために用いた。 

	 この感覚的認識の理解を前提として、知性認識の議論へと進むことにする。ただし、議論を先に

進める前に、アヴェロエスの「知性」（intellectus）および「知性認識」（intelligere）にかんする考

                                         
4 Averroes, LcDa, II, comm. 121, p. 317: “Idest, et opinandum est quod receptio formarum sensiblium ab unoquoque 
sensu est receptio abstracta a materia. Si enim reciperet eas cum materia, tunc idem esse haberent in anima et extra 
animam.” 
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えを簡単に整理しておきたい。彼の知性論も、アリストテレスの議論をもとにしている。だが、こ

の古代ギリシアの哲学者が十分に説明を行っていない部分を敷衍することで、結果的にアヴェロエ

スはその師の理論的な枠組みを超えていくことになった。 

	 アヴェロエスは、知性について言われる全ての事柄の「原理」として、LcDa 第３巻第４章にて、

次の二点をあげている5。 

 

	 ① 知性は「受動的な能力」（virtus passiva）である6。 

	 ② 知性は身体でも身体的能力でもないので、可変的ではない7。 

 

	 この二つの「原理」を組み合わせると、知性とは、何らかのものを受容するかぎりで受動的であ

るが、その知性自体は物体（身体）的なものではないので、他の自然の事物のような変化を伴うも

のではないという理解が得られる（知性が何を受容するのかという点は、後段でさらに詳しく見る）。 

	 この上記の原理を大前提として、アヴェロエスは人間の知性を大きく二つの部分、すなわち「質

料的知性」（intellectus materialis）と「能動的知性」（intellectus agens）へと区分する。この区別は

アリストテレスの次の一節に由来する。 

 

実際、一方では、それがすべてのものになるということのゆえに、質料に相当する知性が存在し、

他方では、それがすべてのものに作用し生み出すがゆえに、原因に相当する知性が存在する。（De 

Anima, III.5, 430a14-15） 

 

	 アリストテレスの記述によれば、或る事物を知性認識するかぎりで「すべてのものになる」、す

なわち全ての可知的対象を理解することができる知性というものが存在する。アヴェロエスは、そ

の知性を「質料的知性」と名付けた8。この知性は思考や判断がそこで行われる場のようなものであ

る。それに対して、その質料的知性による認識が成立するときに、その認識を現実的なものとする

                                         
5 Averroes, LcDa, III, comm. 4, p. 384: “...[intellectum] esse in genere virtutum passivarum, et ipsum esse non 
transmutabile, quia neque est corpus neque virtus in corpore.” なお、アヴェロエスの知性論の概要については、アダ
ム・タカハシ「アヴェロエス「知性論」の基本原理」を参照せよ。 
6 Cf. Aristotle, De Anima, III.4, 429a13-15：「知性認識することがちょうど感覚することのようであるとすれば、
知性認識するということは知性認識されるものによって何か作用を受けることであるか、あるいはそれとは異

なるにせよそれに類似したものであることになるだろう。」 
7 Cf. Aristotle, De Anima, III.4, 429a24-25:「知性が身体と混合しているというのも不合理である」; De Anima, III.4, 
429b4-5：「感覚する能力は身体なしには存在しえないが知性の方は離存する。」	
8 「質料的知性」と言われているが、それは自然の事物のような質料的な要素はもたない。あくまで可知的な
対象を受容するという働きが、形相を受容する質料の働きに類比的である限りで、そのように形容されている

だけである。 
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もう一つの知性が存在するのであり、それが「能動的知性」と呼ばれるものである。この能動的知

性は、質料的知性を眼、可知的対象を色に喩えた場合、光に相当する。 

	 以上のアヴェロエスの知性論の骨格を前提として、再度抽象的認識の問題に戻ることにしよう。

前段では、感覚が精神の外に存在する事物の形相を、その質料的な要素を捨象して受容するあり方

をアヴェロエスが抽象と形容していたことを見た。では、知性はどのようなものを対象とするのだ

ろうか。そもそもアリストテレスは、知性が――感覚がそうであるように――直接的に精神の外の

事物を把握するのではなく、あくまで感覚によって受け取られた「表象像」（φάντασµα）をもとに

その事物が何であるのかを理解すると論じた。そのことは「いかなる時も魂は表象を伴わずには知

性認識を行わない」（De Anima, III.7, 431a16-17）という表現に現れている。そのことを踏まえて、

アヴェロエスは、次のように論じる。 

 

したがって、感覚が可感的対象を注視する必要があるように、理性的魂は表象能力において存在す

る「志向的概念」（intentio）を考慮する必要がある9。 

 

	 ここでは、感覚の対象は精神の外に存在する事物としての可感的対象であるのに対して、理性的

魂、すなわち知性の対象はあくまで「表象能力」（virtus imaginativa）のなかに存在する「志向的概

念」（intentio）であると言われる。ここで「志向的概念」と呼ばれているものは、その本性および

役割としてはアリストテレスが「表象像」と呼んだものと同一である。というのも、アヴェロエス

は「表象された志向的概念」（intentio imaginata）とも呼ぶからである。ただし「表象像」（φάντασµα）

に文字通り対応するラテン語の「表象像」（imago）が、あくまで感覚によって捉えられて精神の

内に残存している像を意味するのに対して、志向的概念と呼ばれるものは知性の対象としての側面

が強調されていると考えられる。 

	 感覚的認識が成立するために、事物の形相が抽象されて感覚に受容される必要があったように、

アヴェロエスは知性認識が成立するためにも、その知性の対象である志向的概念が抽象されて、知

性において受容される必要があると考えていた。特に、能動知性のはたらきを説明しながら、彼は

次のように述べる。 

 

したがって、（アリストテレスが後段で述べるように）表象的な志向的概念の質料的知性への関係

は、可感的なものの感覚への関係のようなものであると措定した時に、それらの［志向的概念］が

                                         
9 Averroes, LcDa, III, comm. 4, p. 384: “Et ideo anima rationalis indiget considere intentiones que sunt in virtute 
ymaginativa, sicut sensus indiget inspicere sensibilia.” 
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質料的知性を現実的に動かすように仕向ける別の動者の存在を想定しなければならない（そのこと

は、それら［志向的概念］を質料から抽象することで、それら［志向的概念］を現実的に可知的な

ものへと転じるものに他ならない）10。 

 

	 		 	光	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 														能動的知性	

		 	 	↓	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 ↓	

		事物→感覚（抽象された形相の受容）：		志向的概念→質料的知性（抽象された概念の受容）	

 

	 光がない状態の感覚的対象は、感覚の対象としてはあくまで潜在的な状態にとどまっている。そ

れが現実的な状態へと転じるために光が必要である。同じように、知性に受容される、あるいは知

性を動かす志向的概念も、そのような光の役割を果たす原理、すなわち能動的知性を必要とすると

アヴェロエスは考えた。能動的知性の役割は、その概念に作用することで概念を「現実的に可知的

対象」（intellectum in actu）へと転じることである。 

	 上記のように、抽象という操作は、感覚の対象である事物の形相や知性の対象である表象像から

質料的な要素が捨象されていくことであった。だが、アヴェロエスは、抽象をより認識論的な観点

からも理論化している。そのことが示されるのは、改めて抽象自体を理論的に説明した次の箇所で

ある。 

 

というのも、抽象することとは、以前には可能態にあった表象的な志向的概念を、現実的に可知的

なものへと転じる以外の何ものでもなく、認識することとはそれらの概念を受容すること以外の何

ものでもないからだ。同一のもの、すなわち表象的な志向的概念が、その存在において、ある階層

から別の階層へと転換されるのを見いだした時、私たちはこのことが能動的なものと受容的なもの

を原因とするのでなければならないと述べた。ゆえに、受容者は質料的［知性］であり、能動者は

作用する［知性］である11。 

	  

                                         
10 Averroes, LcDa, III, comm. 18, pp. 438-439: “Unde necesse est, cum hoc quod posuimus quod proportio intentionum 
imaginatarum ad intellectum materialem est sicut proportio sensibilium ad sensus (ut Aristoteles post dicet), imponere 
alium motorem esse, qui facit eas movere in actu intellectum materialem (et hoc nichil est aliud quam facere eas intellectas 
in actu, abstrahendo eas a materia).” 
11 Averroes, LcDa, III, comm. 18, p. 439: “Abstrahere enim nichil est aliud quam facere intentiones imaginatas intellectas 
in actu postquam erant in potentia; intelligere autem nichil aliud est quam recipere has intentiones. Cum enim invenimus 
idem transferri in suo esse de ordine in ordinem, scilicet intentiones imaginatas, diximus quod necesse est ut hoc sit a causa 
agenti et recipienti. Recipiens igitur est materialis, et agens est efficiens.” 
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	 ここで「抽象すること」が、単に形相を質料から切り離すといった意味を超えて、知性認識が実

際に行われる過程として説明されていることが理解されるだろう。志向的概念が、現実的な可知的

対象へと転じることこそが抽象の本義であり、その転換の作業を行うのが能動的知性であるという

構図が示されている。一点注意すべきことは、ここでアヴェロエスは志向的概念が可能的に可知的

である状態から現実的に可知的な状態へと変わることを抽象であると述べているが、その際にこの

概念が媒介としての役割を果たすことで、それとは別の可知的対象（例えば、普遍や本質）を理解

するという説は唱えられていないことである。可能的に可知的対象である志向的概念が現実化する

のであり、それは「ある階層から別の階層へ」と転換されるものでしかない。この点は、後に見る

ように、同様の表象的概念を知性が事物の本質を知るための手段として理解するアクィナスの場合

とは異なっている。 

	 以上、アヴェロエスの抽象的認識に関する要点をまとめると、次のようになる。 

 

①	感覚が事物の形相を「質料を伴わずに」受容するとアリストテレスが述べていたことを、アヴ

ェロエスは「質料から抽象された受容」という表現へと置き換えている。	

②	質料的知性と能動的知性との区分を前提とした上で、能動的知性の作用によって、表象像（志

向的概念）が現実的に可知的なものへと転換し、その可知的なものが質料的知性において受容さ

れることを「抽象すること」の本義であると語っている。→「抽象的認識」の理論の成立 

 

2. トマス・アクィナス：『「魂について」註解』／『神学大全』 

 

	 では、アヴェロエスの議論を前提としつつ、中世哲学を代表する神学者トマス・アクィナスの議

論の検討へと移ることにしよう。アヴェロエスとアクィナスとの関係というと、一昔前までは後者

が前者の「知性単一説」を批判したことが重視され、前者から後者への影響については軽視されて

いた。だが、近年、このような状況は見直されつつある。特に本稿で扱う抽象的認識にかんするア

クィナスの理論は、アヴェロエスのアリストテレス解釈を土台として成立している。 

 

2.1. 能動的知性と抽象 

	 アヴェロエスからの連続性を確認するために、まずアクィナスによるアリストテレスの『魂につ

いて』への註解（『「魂について」註解』（以下、In DAと略））の議論を見ることからはじめよ

う。認識論の大きな枠組み、すなわち感覚によって事物の形相が質料抜きで受容され、それが表象

像となって知性認識を準備するという構図については、アクィナスはアリストテレスの議論に基本
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的には従っている。前段でも見たように、アリストテレスは『魂について』（III.5, 430a14-15）に

て、アヴェロエスの用語で言えば質料的知性と能動的知性との区分に言及していた。その同じ箇所

への註解で、アクィナスは次のように述べる12。 

 

したがって、知性的魂においてこうした差異があることは必然である。すなわち、それにおいてあ

らゆる可知的なものが生じうるところの一方の知性があり（そしてこれが、上で言われていた可能

的知性のことである）、またあらゆる可知的なものを現実態においてあらしめることができるとい

うことのために、他方の知性（それは能動的知性と呼ばれている）があり、それは何らかの性向

（habitus）としてある13。 

 

 アクィナスは「能動的知性」の呼称を踏襲するが、アヴェロエスが「質料的知性」と呼んだもの

は「可能的知性」（intellectus possibilis）と呼びかえている。この区分を前提とした上で、アクィナ

スは次のように続ける。 

 

ところで能動的知性は、前には可能態においてあった可知的なものそのものを、それらを質料から

抽象することによって、現実態においてあらしめる。というのも、そのようにして、既述の通り

［430a6-9］、それらは現実態において可知的だからである。ところで、アリストテレスが能動知性

を措定することへと導かれているのは、プラトンの意見を排除するためである。プラトンは、可感

的事物の何性が質料から離れており、現実態で可知的であると措定したので、彼にとっては能動知

性を措定する必要はなかったのである。しかしアリストテレスは、可感的事物の何性は質料におい

てあり現実態で可知的ではないと措定したので、その何性を質料から抽象し、そうしてその何性を

現実態で可知的なものたらしめるような或る知性を措定しなければならなかった14。  

 

この引用部では、前段で論じたアヴェロエスの LcDaの議論との共通点を認めることができる。 

                                         
12 訳出に際しては、石田隆太氏の訳を参照した。 
13 Aquinas, InDA, III.4, p. 218: “Necesse est igitur in anima intellectiua esse has diffencias, ut sclilicet sit unus intellectus 
in quo possunt omnia intelligibilia fieri (et hic est intellectus possibilis, de quo supra dictum est) et alius intellectus sit ad 
hoc quod possit omnia intelligibilia facere in actu (qui vocatur intellectus agens) et est sicut habitus quidam.”	
14 Aquinas, In DA, III.4, p. 219: “intellectus autem agens facit ipsa intelligibilia esse in actu, que prius erant in potencia, 
per hoc quod abstrahit ea a materia: sic enim sunt intelligibilia in actu, ut dictum est. Inducitur autem Aristotelis ad 
ponendum intellectum agentem ad excludendum opinionem Platonis, qui posuit quiditates rerum sensibilium esse a 
materia separatas et intelligibiles actu, unde non erat ei necessarium ponere intellectum agentem; set quia Aristotiles ponit 
quod quiditates rerum sensibilium sunt in materia et non intelligibiles actu, oportuit quod poneret intellectum aliquem qui 
abstraheret eas a materia et sic faceret eas intelligibiles actu.” 
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①「抽象する」という語彙が、単に形相が質料から切り離されるといった事柄のみならず、知性認

識において可能的に可知的なものが現実化される過程との関連で言及されている。 

② 上記のプロセスで、可能的に可知的なものを現実化するはたらきを行うのが能動的知性である

と明言されている。 

③ この点は先ほど言及しなかったが、プラトンとアリストテレスとの対立から、なぜ後者が能動

的知性を措定する必要があったのかを述べている15。 

 

	 アクィナスは、知的に認識されるものが可能的な状態から現実的な状態へと能動的知性の作用に

よって変化することを抽象という言葉とともに説明している。その点では、アクィナスはアヴェロ

エスの LcDa における抽象的認識の議論を大枠としては踏襲していると言うことができる16。 

	 いま『魂について』の註解で述べられていた抽象的認識は、アクィナスの主著である『神学大全』

でも反復される。最も顕著な対応関係が見られるのは「能動的知性は存在するのか」という問いが

論じられる『神学大全』（I, q. 79, a. 3）である。その「主文」で、アクィナスはまずプラトンのイ

デア論を批判的に紹介する。彼によれば、プラトンは何かが現実的に可知的なものへと転じるため

の原理として能動的知性を措定する必要はなかった。なぜならプラトンは「自然の事物の諸形相は

質料なしで自存して」いて、それらはすでに「可知的」であると考えていたからだという。 

	 このプラトンのイデア論を紹介した後に、アクィナスはアリストテレスの立場に言及する。アリ

ストテレスにとって、自然の事物の形相はそれ自体としては質料を欠いては存在しえないし、また

質料を伴っている形相はそれ自体としては現実的に可知的でもない。したがって、そのような可能

的に可知的な形相を現実的に可知的なものへと転じる原理が必要となる。もちろん、その原理は能

動的知性である。 

 

したがって、知性の部分として、形象の質料的条件からの抽象を通して、現実的に可知的なものを

もたらす或る能力を措定しなければならなかった。そして、これが能動的知性を措定する必然性で

ある17。 

                                         
15 Cf. Averroes, LcDa, III, comm. 18, p. 440：「この点に関してアリストテレスによって述べられたすべてのこと
は、プラトンが意図した［説に反して］、普遍が魂の外にはいかなる存在も有さないということである。とい

うのも、もしそうであったら、能動的知性を措定する必要はなかったであろうからだ。」（Et omnia dicta ab 
Aristotele in hoc sunt ita quod universalia nullum habent esse extra animam, quod intendit Plato. Quoniam, si ita esset, non 
indigeret ponere intellectum agentem.） 
16 だが、知性の対象にかんして両者には差異も認められる。アヴェロエスにおいて、知性において現実化さ
れることで認識されるものは「現実的に可知的なもの」（intellectum in actu）であり、それは「普遍」（universale）
であった。それに対して、アクィナスは「何性（本質）」（quiditas）という用語を当ててている。	
17 Aquinas, ST, I, q. 79, a. 3, co: “Oportebat igitur ponere aliquam virtutem ex parte intellectus, quae faceret intelligibilia in 
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	 可能的に可知的なものを現実的に可知的なものへと転じる原理として能動的知性があり、その知

的操作が抽象と表現されていることは、これまでも幾度も見た通りである。だが、ここでアクィナ

スはアヴェロエスには見られなかった概念を導入している。アヴェロエスにとって知性を動かすも

のが事物の形相に由来する「志向的概念」（intentio）であったのに対して、アクィナスは「形象」

（species）という別の用語を導入しているのである。では、このことは「質料的知性」を「可能的

知性」へと置き換えたのと同じ程度の表現上の相違でしかないのだろうか。それとも、より実質的

な見解の相違があるがゆえに生じていることなのだろうか。 

 

2.2.「形象」（スペキエス）とアクィナスの実体論 

	 アクィナスによって用いられた「（可知的）形象」（species intelligibilis）の概念およびその歴史

的な系譜については、すでにレーン・スプルイト（Leen Spruit）による包括的な研究が存在する。

ここでは、そのような思想史的な来歴ではなく、その概念が要請されたアクィナスの議論の内的な

論理に注目することにしたい。 

	 その点で、知性が物体的な事物を認識できるかどうかを論じた『神学大全』（I. q. 85, a. 1）を見

ることにする。その項の主文において、アクィナスは「認識能力」（virtus cognoscitiva）を三つに

区分する。第一は感覚、第二は「天使の知性」（intellectus angelicus）、そして第三に人間の知性で

ある。彼によれば、感覚の対象は「物体的質料に存在する限りでの形相」（forma prout in materia 

corporali existit）であり、それは「個的」（particulare）なものであるという。第二の天使的知性は、

質料を欠いた状態で形相を認識する。第三の人間の知性は、感覚と天使的知性のちょうど「中間」

に位置しており、質料とともに存在する形相を認識するが「個的質料から形相を抽象する」

（abstrahere formam a materia individuali）ことで質料的形相を認識するという。 

	 上記の事柄だけではここまでの議論と同様であるが、異論解答にてなぜ「形象」という言葉が導

入されるのかの理由が述べられている。第二異論解答にてアクィナスは、ある者たちが「自然的事

物の形象は形相のみであり、質料は形象の部分ではない」（quod species rei naturalis sit forma solum, et 

quod materia non sit pars speciei）と述べていたと記している。だが、もしそうであったら「質料は、

自然的事物の定義において、措定されなかったであろう」（in definitionibus rerum naturalium non 

poneretur materia）と彼は続ける。 

                                                                                                                               
actu, per abstractionem specierum a conditionibus materialibus. Et haec est necessitas ponendi intellectum agentem.” 
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	 いま述べたことが示唆するのは、次のことである。すなわち「形象」という概念をアクィナスが

用いたのは、感覚が受容しているものが、単なる「形相」あるいはそのような形相的なものとして

の「表象像」ではなく、質料的な原理を含んでいると考えていたからではないか、ということであ

る。 

	 だが、知性はあくまで「形相を質料から抽象する」ことで、すなわち質料的な原理を切り離すこ

とで知性認識をするのではなかったのか。そこでアクィナスは「質料」を二つに分ける。一つは「共

通」（communis）な質料と、もう一つが「指定された、あるいは個的」（signata vel individualis）な

質料である。「人間」という実体を考えたときに、人間の形相のみならず「肉と骨」も、その実体

の本性を規定するものとして含んでいる。そのような本性を構成する質料が「共通質料」と呼ばれ

ているものであり、各個人を質料的に構成する「この肉やこれらの骨」とは異なっている。アクィ

ナスは次のように述べる。 

 

したがって、知性は自然的事物の形象を、個的で可感的な質料から抽象するのであり、共通の可感

的質料からそうするのではない。たとえば、［知性は］人間の形象を、形象の特質（ratio）ではな

く個人の部分をなす「この肉やこれらの骨」から抽象するのである。［…］だが、人間の形象は、

知性によっては、［共通的な質料である］肉や骨からは抽象されえないのである18。 

 

	 知性は「この肉やこれらの骨」と特定できるような個々の事物の質料的部分は捨象することによ

って認識を行うが、そこで知性によって受容されるものは単なる形相的なものにとどまらず、その

事物の実体性あるいは本質を形成する一般的な質料的要素を含んでいるというのである。アクィナ

スが純粋に形相的な「表象像」や「志向的概念」ではなく、「形象」という概念を用いるのは、そ

こに質料的要素を加味するためであったのではないかと理解できる。 

 

2.3. 可知的ものの受容から概念形成へ：可能的知性の能動的性格 

	 最後に、アヴェロエスとアクィナスにおける知性認識の大きな相違点を確認することにする。こ

の点は、前節の「形象」以上の相違点と言える。それは、アクィナスが、知性認識を単なる「受動

的」なものではなく、概念を形成する能動的なものであると論じていることである。 

                                         
18 Aquinas, ST, I, q. 85, a. 1, ad. 2: “Intellectus igitur abstrahit speciem rei naturalis a materia sensibili individuali, non 
autem a materia sensibili communi. Sicut hominis abstrahit ab his carnibus et his ossibus, quae non sunt de ratione speciei, 
sed sunt partes individui [...]. Sed species hominis non potest abstrahi per intellectum a carnibus et ossibus.” 
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	 アヴェロエスの知性論を述べたところで言及したように、彼は知性にかんする事柄の原理として、

知性が「受動的能力」（virtus passiva）であると述べていた。知性の受動性は、能動的知性という「能

動的」な原理が関与するとしても変わらない。なぜなら、能動的知性の役割は、質料的知性によっ

て受容される可知的対象を現実化する役割を担うだけであり、知性認識自体の受動的性格は揺るが

ないからである。  

	 しかし、アクィナスにおいて知性認識は、単に形相的なものの受容と、その知性において可知的

なものが現実的なものへと変化する過程にとどまらない。彼はさらに概念の形成についても論じる

のだ。その点を、『神学大全』（I, q. 85, a. 2）を簡単に見ることで確認しよう。この項は可知的形

象と知性との関係を論じている部分である。 

	 アヴェロエスにおいては、表象像あるいは志向的概念はそれ自体が可能的に可知的なものであり、

能動知性によって現実化されることで、現実的な可知的対象へと変わるものであった。したがって、

その移行は「ある階層から別の階層へと転換される」ものとして語られていたのである。だが、ア

クィナスは形象が「それによって知性が知性認識を行うもの」（quo intelligit intellectus）として知性

に関わっていると論じた。つまり、彼にとって、形象は精神の外に存在する事物を理解するための

メディアとしての役割を担っているのである19。アクィナスによれば、知性によって認識されるも

のは第一義的には精神の外にある事物そのものであり、「形象」はあくまでその「類似」（similitudo）

にとどまると述べた20。 

	 このように形象と知性との関係を主文において論じた後、同じ項の第三異論解答において、アク

ィナスは、そのような形象によって認識を行うことになった知性が「概念」（ratio）を形成するこ

とを論じている21。アクィナスによると、可知的形象によって働きかけられた状態にある、すなわ

ち現実的に知性認識をしている可能的知性は、その後に「言葉によって表示される定義を形成する」

（format definitionem quae per vocem significatur）という。そして、その「定義」を、アクィナスは「名

が意味表示するところの概念」（ratio quam significat nomen）であると述べる。 

	 アクィナスは、アリストテレスとアヴェロエスによって形成された抽象的な知性認識を前提とし

た上で、さらに知性が概念を形成することを、そのような抽象的認識論の枠組みの中へと組み込ん

だと言えるだろう。彼にとって、可知的形象は知性を現実的に認識するように動かすものであった。

                                         
19 Aquinas, ST, I, q. 85, a. 2, co: “Et ideo dicendum est quod species intelligibilis se habet ad intellectum ut quo intelligit 
intellectus.”  
20 Aquinas, ST, I, q. 85, a. 2, co: “Sed id quod intelligitur primo, est res cuius species intelligibilis est similitudo.” 
21 Aquinas, ST, I, q. 85, a. 2, ad. 3: “Nam primo quidem consideratur passio intellectus possibilis secundum quod 
informatur specie intelligibili. Qua quidem formatus, format secundo vel definitionem vel divisionem vel compositionem, 
quae per vocem significatur. Unde ratio quam significat nomen, est definitio: et enuntiatio significat compositionem et 
divisionem intellectus. Non ergo voces significant ipsas species intelligibiles; sed ea quae intellectus sibi format ad 
iudicandum de rebus exterioribus.” 
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そして、その形象によって動かされた知性は、単に受動的な状態にとどまるのではなく、言葉によ

って表示される概念の形成へと向かうのである。 

	 以上、アクィナスの抽象的認識についての要点をまとめると、次のようになる。 

 

①	抽象的認識の基本的な枠組みについては、アクィナスはアヴェロエスの理論を踏襲している。	

②	知性が認識の対象とするものを、アクィナスは「（可知的）形象」であると論じる。「表象像」

や「志向的概念」が単純に形相的であるのに対して、アクィナスは形象がある事物の実体性を構

成する共通の質料も含んだものであることに注意を促す。	

③	形象によって現実的に認識を行うことになった知性は「概念」（ratio）を形成することへと向

かう。その点で、アクィナスの知性は、単に「受動的能力」にとどまるのではなく、それ自体が

能動的なはたらきを有するものである。 

	  

3. ドゥンス・スコトゥス：『オルディナティオ』 

 

	 最後に、ドゥンス・スコトゥス（c. 1266-1308）における抽象的認識を簡単に紹介することにする。

アクィナスの抽象的認識論は、特にその可知的形象の理論がガンのヘンリクス（c. 1217-1293）など

によって批判されたことが知られている。スコトゥスは、ヘンリクスを批判しアクィナスが示した

形象の理論を擁護しつつも、アクィナスとは異なる認識論を展開したと一般に言われている。 

	 ただし、これまでの研究史ではスコトゥスの認識論を考察する際に、過度にアクィナスとの対照

的性格を強調することで、アヴェロエス以来の理論的持続については、十分な分析がなされてこな

かったように思われる。ここでは、スコトゥスが能動的知性による抽象について言及している部分

と、形象の必要性を擁護している部分に焦点を当てて、簡潔にではあるがその点の分析を試みたい。 

	 取り上げるスコトゥスの著作『オルディナティオ』（Ordinatio）は、中世神学の教科書的な役割

を果たしていたペトルス・ロンバルドゥス（c. 1096-1160）の著作『命題集』（Sententiae）の註解書

である。特に以下で言及する『オルディナティオ』第一巻第三区分第三部は、三位一体の似像が主

題であるが、人間の認識能力が論じられていることで、彼の認識論を論じる際に頻繁に言及される

部分である。 

	 能動的知性による抽象が論じられているのは、この『オルディナティオ』第一巻第三区分第三部

第一問である。その nn. 359-360に該当するテクストで、アリストテレスの『魂について』第三巻

における知性の区分に言及した後に、能動的知性のはたらきについて、次のようにスコトゥスは述

べている。 
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哲学者（＝アリストテレス）や註解者（アヴェロエス）の権威が言うように、能動的知性は「普遍

的ではないものから普遍的なもの」を、あるいは「可能的に可知的なものから現実的に可知的なも

の」を作ると措定される。…… これらの言葉は、能動的知性が、個体を表象していたものから、

普遍を表象する何らかのものを作るのでなければ、…… いかなる意味も有さない。［能動的知性

の］実在的なはたらきは、普遍的な特質のもとで対象を表象するものにしか終極しない。したがっ

て、能動的知性の実在的なはたらきは、普遍としての普遍を形相的に表象する、実在における、何

らかの実在的な形相に終極する22。 

	  

	 この引用部でスコトゥスは、アリストテレスとアヴェロエスの言葉を引用しながら、能動的知性

が何に作用をするのかを説明している。アヴェロエスは、幾度か確認したように、可能的に可知的

である志向的概念に作用することで、それを現実的に可知的なものへと転じることが能動的知性の

はたらきであると述べていた。スコトゥスは、その意味をさらに吟味しているのである。彼によれ

ば、能動的知性が作用するのは、普遍を表象する「実在的な形相」（forma realis）であるという。

この「実在的な形相」とは、アクィナスが述べた「（可知的）形象」に他ならない。 

	 ただし、ここで形相が「実在的」（realis）であると表現されていることは、読み方によっては誤

解を生む可能性もあるだろう。なぜなら、アクィナス的に可知的形象と呼ぶにしろ、アヴェロエス

のように志向的概念というにしろ、それらは精神の内にあるものであって、精神の外に実在する「事

物」（res）としては存在していないように思われるからだ。だが、リチャード・クロスが明快に論

じたように、スコトゥスにおいては「実在的」（realis）であることと、それが精神の外に存在する

ものを精神の内において表象する志向的な性格を有していることとは矛盾しないのである。より正

確に言えば、志向的であり実在的であるようなものが存在するのであり、それがここで「実在的な

形相」と言われる形象に他ならない。 

	 そして、この「実在的な形相」は「普遍としての普遍」を「表象する」（repraesentare）と言われ

ている。この点はなぜスコトゥスが、ガンのヘンリクスなどに対抗して、いわゆる可知的形象の理

論を擁護したのかという理由にかかわっている。その論点にかんするスコトゥスの見解を見るため

                                         
22 Duns Scotus, Ordinatio, I, d. 3, p. 3, q. 1, n. 360: “[...] ponitur intellectum agentem facere ‘de non universali universale’ 
vel ‘de intellecto in potentia intellectum in actu’, sicut dicunt auctoritates Philosophi et Commentatoris. [...] ista verba 
nullum intellectum habebunt, nisi quia intellectus agens facit aliquid repraesentativum universalis de eo quod fuit 
repraesentativum singularis [...]; actio realis non terminatur nisi ad repraesentativum obiecti sub ratione universalis; ergo 
realis actio intellectus agentis terminatur ad formam aliquam realem, in exsistentia, quae formaliter repraesentat universale 
ut universale [...].” 
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に、同じく『オルディナティオ』第一巻第三区分第三部第一問の nn. 349-350 に目を転じることに

しよう。 

	 その箇所でスコトゥスは知性が認識を行う前には、前もって可知的形象を有している必要がある

と述べている。 

 

この明らかなこと、すなわち知性は普遍を知性認識するということから、私は次の命題を受け入れ

る。「知性は、知性認識するよりも先に本性的に、［認識される］対象の特質において、［知性に］

自体的に現存する現実的に普遍的な対象を有している。このことから次の命題が導かれる。すなわ

ち、その先立っているものにおいて、［知性は］可知的形象において現存する［普遍的な］対象を

有しており、そしてそれゆえに［知性認識の］はたらきに先立って可知的形象を有している23。」 

 

	 スコトゥスによれば、知性が認識するのは「普遍」である。だが、私たちが感覚によって捉える

のはあくまで個体的な表象像でしかない24。彼は、知性が普遍を認識するためには、その認識に先

立って、普遍が知性に存在している必要があると考えていた。この点はスコトゥスの認識論を論じ

る際に、常に言及される点である。定義上、表象像は個体的なものであるので、それ自体は普遍を

知性に表象することができない。したがって、表象像以外に、事物の普遍を知性へと表象するもの

が必要になる。それが知性認識に先立って与えられなければならないと言われる「可知的形象」な

のである。 

	 アヴェロエスとアクィナスが知性認識の対象としていたのは「普遍」としての「本質」であった。

だが、スコトゥスにおける知性の第一の対象は本質ではなく「存在」（ens）であるという点を最後

に確認することにしよう。一般に「存在の一義性」と呼ばれるスコトゥスの教義は、神と被造物と

の双方が「存在」という観点からは一義的に語ることができるという点が強調される。だが、抽象

的認識に則して考えた場合、神と被造物との間だけではなく、実体と付帯的性質との間の存在の一

義性も重要になる。 

	 アクィナスの認識論が、事物の実体性を構成する原理が形相のみならず質料を含んでいたことと

連関していたように、スコトゥスにおいても彼の抽象的認識は、本来実体に依存して存在するはず

の付帯的性質それ自体が実在的に存在すると考える存在論と相補的であった。実際、実在的な付帯

                                         
23 Duns Scotus, Ordinatio, I, d. 3, p. 3, q. 1, n. 348: “Ex hoc ergo manifesto, scilicet quod intellectus potest intelligere 
universale, accipio hanc propositionem: 'intellectus potest habere obiectum actu universale, per se sibi praesens in ratione 
obiecti, prius naturaliter quam intelligat'. Ex hoc sequitur propositum, quod in illo priore habet obiectum praesens in specie 
intelligibili, et ita habet speciem intelligibilem priorem actu.” 
24 Duns Scotus, Ordinatio, I, d. 3, p. 3, q. 1, n. 352: “phantasma, quod de se repraesentat obiectum sub ratione singularis, 
non potest repraesentare ipsum sub ratione universalis.”	
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的性質という概念は、スコトゥス以後有力になる立場である25。付帯的性質が実在性を帯びるとき、

付帯的性質の普遍性とは何かを考えることは、通常の実体の本質を考えることと別の意味を有する

ことになるだろう。いうまでもなく、この実在的な付帯的性質の問題が重要視されたのは、「聖餐」

（eucharist）にかんする議論においてだった。最後に、この聖餐の議論とも密接に関連した一節を

引いて、本論を閉じるにしよう。 

 

私たちにとって、神の自然的認識が可能であるためには、「存在」（ens）が被造的存在と非造物存

在とに一義的であることが必要条件となるのであったが、同じことが実体と付帯的性質についても

言える。というのも、私たちの知性を直接に触発して認識作用へと誘うものは実体ではなく、ただ

可感的な付帯的性質のみであるから、実体についての本質的概念を得るためには、そのようなもの

が付帯的性質の概念から抽象可能でなければならないからである。だが、付帯的性質の概念から抽

象可能な、同系の本質的概念としては存在の概念以外には存在しない26。 

 

	 以上、本稿で検討された限りでのスコトゥスの抽象的認識の要点をまとめると、次のようになる。 

①	知性認識が成立する前に先立って、普遍を表象する可知的形象が知性に与えられていなければ

ならない。	

②	可知的形象は、単に表象的な志向的存在ではなく、「実在的」（realis）なものである。	

③	知性認識の第一義的な対象は「存在」（ens）であり、それは彼の付帯的性質の実在性の理解と

も関連している。 

 

結論 

 

	 本稿では、アヴェロエス、アクィナス、スコトゥスにおける抽象的認識の問題を素描してきた。

抽象のはたらきが十三世紀以後の認識論において重要な役割を果たしたのは、アヴェロエスの『「魂

について」大註解』の受容によるところが大きい。アヴェロエスは「抽象・抽象する」

                                         
25 Robert Pasnau, “Scotus’s Univocal Account,” in his Metaphysical Themes, pp. 194-199, esp. p. 196: “In this way we 
arrive at the standard scholastic metaphysical scheme for material substances, as it was generally understood from the 
fourteenth century forward, and as it was eventually attacked by corpuscularian philosophers. The thick concrete substance 
that is, say, a while horse, is a mere aggregate, a composite of two kinds of more fundamental entities, a thin metaphysical 
substance and its various real accidents.”  
26 Scotus, Ordinatio, I, d. 3, p. 1, q. 3, n. 139: “sicut argutum est etiam quod Deus non est cognoscibilis a nobis naturaliter 
nisi ens sit univocum creato et increato, ita potest argui de substantia et accidente. Si enim substantia non immutat 
immediate intellectum nostrum ad aliquam intellectionem sui, sed tantum accidens sensibile, sequitur quod nullum 
conceptum quiditativum poterimus habere de illa nisi aliquis talis possit abstrahi a conceptu accidentis; sed nullus talis 
quiditativus abstrahibilis a conceptu accidentis est, nisi conceptus entis.”	
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（abstractio/abstrahere）という言葉を、アリストテレスの認識論を整合的に解釈する際に多用しただ

けでなく、能動的知性が可知的なものを現実化するプロセスを意味するものとして用いたからであ

る。アヴェロエスの影響によって、アリストテレスが明示的には論じていなかったにもかかわらず、

抽象的認識はアクィナスとスコトゥス双方にとってアリストテレス的な認識論として理解される

ことになった。 

	 アヴェロエス、アクィナス、スコトゥスが大きな枠組みでは共通の抽象的認識の理解をもってい

たとしても、彼らが重視する点は異なっていた。アクィナスは、形相的な表象像あるいは志向的概

念ではなく、可知的形象の概念に依拠して知性の対象を説明した。形象の概念が重要であったのは、

事物の実体性が形相のみならず共通の質料も含むものだと彼が考えていたからである。さらに、ア

ヴェロエスは知性を「受動的能力」であると根本的に規定したのに対して、アクィナスは現実的に

認識を行っている知性が「概念」（ratio）の形成を行う能動的な働きを有することを論じた。この

点で、知性が単に受動的なものではなく、能動的なものとしても捉えられるようになったと主張で

きる。 

	 スコトゥスは、ガンのヘンリクスなどによる可知的形象批判に対抗して、その必要性を擁護した。

なぜならば、知性認識の対象が「普遍」であるとするならば、表象像はあくまで個体的なものでし

かないので、その知性認識に先立って普遍を表象する別の形相的原理が必要であると彼が考えたか

らである。アクィナスにおいて事物の「本性」（quiditas）が抽象的認識の目的であったが、スコト

ゥスにおいては「存在」（ens）が知性認識の第一の対象であった。アヴェロエスとアクィナスの認

識論の相違を生んだのが、実体性に関する考え方の違いであったように、アクィナスとスコトゥス

の理論的相違も、彼らの実体にかんする見解の違いが重要であったように思われる。ただし、最後

の点については本稿においてはあくまで示唆する程度でしかなく、今後より本格的な精査が必要で

あると考える。 
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