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トマスにおける個別化原理としての質料

概念と形相唯一説の問題

牛 田 f息 子

アリストテレスが実体をトデ・ ティ (乙れなるなにか)として以来， 実

体はすくなくとも質料的事物に関するかぎり個別者であるという考えが定

着した。 乙の事実は質料形相論に対して， 種と個別に関する一つの問題性

を提供する。 すなわち， 形相と質料の合成によって， 種的本性が完成され

ると同時に， 乙の本性を共有する多くの個別者がどうして生じるかという

問題である。 アリストテレス以来， 個別者とはそれぞれが所属する種にお

いては一つでありながら， 数においては多数， 換言すれば個別者の各々は

種においては他と共通， 同じであるが， 数においてのみ他から区別され，そ

れ自体一つであるものと規定されている。 これに対してわれわれは， 形相

と質料の合成でもって， 同じ類に所属しながら他の種と区別される種の一

性を理解するのは容易であるが， 種の生成と同時に同じ穫のなかからの，

数においてだけ異なる個別者の生成を理解するのは困難である。 なぜなら

実体の規定原理である形相は， 種を類から区別する種的差別性を決定はし

ても， 各個別者が他の個別者から区別されるその数的差別性をも決定する

とは考えられないからである。 すくなくともアリストテレスを継承するト

マスにおいて乙のことは質料形相論上の一問題となるのに充分である。 ト

マスがアリストテレスにしたがって， 実体生成の際の個別化は質料に由来

すると考えたのは当然の成り行きであったろう。 他方， 彼は実体合成の方

式が唯一つの実体形相と第一質料によるそれであるという彼独自の形相唯

一説をあきらかにしている。 乙の教説がアリストテレスに抵触するとは一

般に考えられていないにもかかわらず， それはアリストテレスのどのテキ

ス卜にも見出されない新しい考えである。 むしろ筆者によればそれは， 実



ト7スにおける個別化原理としての質料概念と形相唯一説の問題 29 

体形相は近接質料をその固有の質料とするというアリストテレスの質料形

相論と異なるばかりか， 形而上学， 自然学上のいくつかの問題点、において

鋭く対立する結論を導くものである。 本論では個別化の問題がトマスの形

相唯一説に遭遇すればどのような理論的困難性に陥るか， 他方トマスがあ

らたに発掘した個別化原理の諸概念がアリストテレスの質料形相論にとっ

てどのような建設的意義をもちうるか考えてゆきたいと思う。 それは同時

に本論がトマスの形相唯一説に対する質料形相論的批判の一つになる乙と

をも意味している。

トマスにおける個別化の問題提起自体をアリストテレスの前提なしに考

えることが不可能なのは明白である。 われわれは問題の概念と背景を明確

にするためにまず， アリストテレスにおいて個別者の数的一牲がどう考え

られていたかをあきらかにしてみたいと思う。

個別者がそれによってーっといわれるところの数とは何か。 アリストテ

レスは数をニ様の意味に解する。 すなわち一つはものがそれでもって数え

あげられると乙ろの数， つまりー， 二， 三という抽象数であり， 他の一つ

は馬の一頭， 二頭のように数えあげられる数， つまりものの数量である。

個別者の数とはもちろん後の場合の数の乙とである。 ところで数は量に属

するが， 数える数と数えられる数は当然異なった種類の数である。 抽象数

は絶対的な不連続量として理解されるが， 数えられる数はかならずしも不

連続量として理解されないこともできる。 たとえばそれはあらゆる方向に

連続的でない点でもよいし， 一方向にだけ連続的な線でもよいし， 二方向

lζ連続的な面でもよいし， 三方向， つまりあらゆる方向に連続的な立体で

もよいわけである: 乙乙で問題になる個別者は生命， 非生命を問わず物体

であるから， 当然三方向に連続的な立体量をもっ。 これを三次元的延長体

とよぶことができる。 三次元的延長体がたまたまなんらかの仕方で非連続

化したとき， それは一個， 二個と数えあげられる乙とができる。 乙れが個
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別数の基本的性格である。

ところで延長体が非連続化するのはどういう場合であろうか。 まず考え

られるのは分割である。 アリストテレスが連続は無限に可分割であると述

べているように， 物体は延長量として考えられるかぎり任意に分割される

ことができる。 しかし物体が現実に無限の部分lζ分割されてあるととは不

可能で、あるから， 実際には或る連続量をもった有限数の部分l乙分割され，

それぞれが乙れ・ あれと指示されるような個体性をもつことになる。 また

延長体はその部分が集合して形成されることもできる。 ζの場合， 穀粒の

堆積とか， 寄木細工の寄せ集めのようではなくて， 各部分の限界が接触し

て一つになることによって全体が一個の連続体になるのが必要であるのは
(5) 

いうまでもない。 このように延長量としての物体は容易に分割乃至集合を

受入れ， 自然的合成σdμゆυσt宮や強制的分割すらも可能にする。

しかし以上は物体が容易にそして任意に非連続化しうる乙とを示しては

いるが， それがかならずど乙かで非連続化しなければならないことは一向

にあきらかにしていない。 個別性は数的， 非連続的に多くでありうるとい

う性格以上のものでなければならない。 すなわち個別者の数的一性とは，

もはやこれ以上分割も集合も許容しない一定， 不可分の単位量をもつこと

によって物体がそれぞれ一つであるというととである。 このことが物体を

たんにその連続性において考えるかぎりは導出される乙とがないのは以上

であきらかであろう。 したがって物体の個別的ー性を決定する要因が連続

性の他にどとかで求められなくてはならない。 ただしこの要因とは物体が

自然的に個別的ーである乙との自然的要因を指し， 自然的合生や人為的強

制による場合は除外されなければならないことはいうまでもない。

アリストテレスは物体が一つであることの規準として， その自然的運動

が一つである乙と， それが存続する時間が一つであること， それが占める

場所， すなわち空間が一つであることの三つを挙げている。 たしかに物体

は不可分な時間， すなわち「今」と， 不可分な空間， すなわち「乙こJの
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状況的なコンテキ ストにおいて初めて「これ・ あれ」と指示され， 区別さ

れる個体性として知覚されうる。 しかしながら時間と空間が物体の個別的

一性の要因である乙とは不可能だといわねばならない。 なぜならアリスト

テレスによれば「運動の数」である時間と「物体を包む」空間は運動乃至

物体に付随する付帯的連続量であって， 運動， 物体が非連続にならなけれ

ば一つはらないからである: それでは運動が一つである乙とはって物

体がーっといわれるであろうか。 たとえば上昇運動が火に， 下降運動が土

lと対応するというように， 単純運動が単純物体に対応する場合は運動のー

性は物体の一性の決定的な基準となるであろう。 しかし生命物体をとって

みた場合， 乙の乙とは困難であるといわねばならない。 なぜなら一個の生

体には多様な運動が各器官において自然的に生じるから， もし運動によっ

て物体の一性が決定されるなら生体が多くの部分に分割されてしまうだろ

うからである。 それゆえ物体の個別量が成立するためには全体rò n-âv， 完

結ròrÆ;，ôlO!.Jの概念を導入する乙とが必要である。 すなわち延長体が不可

分な一つのものとなるのはそれが全体的， 完結的である場合にかぎられて

おり， それが全体的， 完結的になるのは諸部分の任意な集合でも， 部分の

任意な切り取りでもなく， ただ一定の比例， 規格， すなわち形相にしたが

って集合乃至切り取りがなされた場合だけである。 それは形相がまさにす
ピユγス

ぐれた意味で運動の原理， すなわち自然である限りにおいて自然的運動が

物体の個別的ー性の要因である乙とを意味する。 このように物体が不可分

なーとしての個別量をそなえるためには， それがまず可集合， 可分割な連

続である乙とが前提されていなければならない乙とは当然である。 しかし

集合， 分割いずれlとせよ部分として考えられているかぎり物体は質料的で

あって， いまだ全体の， 実体の可能態でしかない。 そこではまだ個別量の

一定性が確立， 実現していないからである。 それゆえ或る物体が自然的に

個別的一者であるためには， その可分割な質料的延長性の基礎の上にその

物体に固有な形相が量的一定性を実現しているのでなければならない。 言
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い換えるならば， 本性の不定性の原理である質料が延長量の不定性を結果

するのに対して， 本性の一定性の原理である形相が延長量の一定性を結果

しているともいえよう。 丁度形相のもたらす本性の現実態が， 質料のもつ

本性の可能態によって制約， 制限され， いわば本性的不定性のなかでの一

定性として具有化するのとパラレルである。

以上がアリストテレスにおける個別的ー性の意味であると考えられるが，

それでは形相と質料の実体合成の際になぜ乙のような個別者が多数生じる

か， といういわゆる個別化の問題が間われる。 すでにあきらかなように，

個別者の生成はたんなる延長体の任意な分割， 集合による量的変化ではな

く， 形相・質料の本性合成にふかく根差すものでなければならないからで

ある。 問題は乙のような個別者生成が質料形相論によりいかにして妥当に

説明されるかという乙とである。

トマスが， 個別化が生じるのは質料の分割に起因すると考えているのは

アリストテレス的発想であるといえる。 この個物， あの個物が生成するの

は， 形相を受けとるべき質料自体が分割されてすでにこの質料， あの質料

となっており， 乙のような質料が形相を受けとる以上， 形相もまた「受け

とるものの仕方にしたがって」個別的に受けとられるからである。 しかし

質料そのものを考えるかぎり， それは不定であるから自らでもっていかな

る自己の区別も生ぜしめるとは考えられない。 質料自体が分割的であり，

その結果乙れ・ あれと指示しうる質料であると考えるならば， 質料そのも

のの個別化が問われることになり， 問題はふたたび振り出しに戻ることに

なる。 それゆえ質料が個別化の原理となるのはただ， 質料が有形性corpo

reitas の形相をふくみ， 三次元tres dimensiones を所有し， その結果分割

されてあるかぎりにおいてである。 つまり有形性以上の形相をこの形相，

あの形相というかたちで受けとるのは， 質料がすでに有形化され， 量化さ

れ， 分割されて，或る仕方で三次元の基体となっているこの質料， あの質料
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であるからである。 トマスはこのような質料を「指示された質料materia

signataJとよぶ。 質料が個別化の原理であるのは質料そのものではなく，

三次元量の基礎にあり， それによって区別されうる「指示された質料」で
(15) 

あるかぎりにおいてであるとされる。 かくて形相・質料合成から個別者が

生成するためには， 一方の生成因である質料がすくなくとも最少限の， い

わば最低位の形相をふくむ「物体」でなければならない。 このような「物
(16) 

体」がそれ自体実在しうるかどうかはわからないが， すくなくとも爾余の

形相と合成し， そこから必然的に個別者が生成されてくるような実体合成

において質料はそのようなものでなければならないのである。

ローラン ・ ゴスランはトマスの著作の年代を確定することによって， 彼
(17) 

の個別化原理としての質料概念が変化を辿っているのを分析した。 以下ロ

ーラン・ゴスランの考察にもとづいてトマスの個別化理論の変遷を辿って

みる。

トマスが最初に考えた「指示された質料Jとは， 大きさ， 形， 位置など

においてすでに一定の限界をもっ三次元量の基体という乙とである。 この

三次元量を「限定された三次元 dimensiones determinatae Jと彼はよぶ。

しかし彼はのちにアヴェロエスの影響をうけてこれを修正し， I指示され

た質料」を， I限定された三次元」に先行し， いまだ限界不定の量そのもの

ともいうべき「限定されざる三次元 dimensiones interminataeJの基体に

とどまるとする。 なぜなら三次元量の限界は同一個体においてその存続中

も変化しうるものだからである。 もしこれを個別化の原理とすれば， 個体

が存続するかぎり認められるべきその数的同一性は保証されなくなるであ

ろう。 I限定された三次元」はすでに完成した個体基体の上にあらわれる

偶性にすぎない。 乙の個体そのものの個別性を結果するのは特殊な限界の

背後に不定な量として質料のうちに先在する「限定されざる三次元」でな

ければならない。 かくして有形性の「限定されざる三次元」が質料を分割

し， 個別化するζとによって「指示された質料J!こし， 乙の「指示された
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質料」が形相を個別化し， 数的に多数ならしめることによって個別化の原

理といわれる。

ローラン・ゴスランによれば， トマスはしかし実体形相唯一説と呼応し

て「限定されざる三次元Jの概念をも破棄することになる。 それではトマ

スにこのような個別化概念の変更を余儀なくさせた形相唯一説とはいかな

るものであるか。 形相唯一説はト7スの質料形相論に初めから潜在してい

るが， 霊魂の問題を扱うときに明確な形で打ち出された教説である。 彼に

よれば， 或る実体においてその質料とその形相との聞にいかなる他の形相

も介在してはならない。 なぜならもし介在すれば一つの実体が多くの形相

をふくむことになり， 実体の端的なー者性は保証されなくなるからである。

またもし最初の形相が実体を実体たらしめているとすれば後続的な形相は

偶性形相にすぎなくなるであろう。 たとえば人聞は実体的にはたんなる物

体でしかなく， 人間であることは彼にとって偶有であるにすぎなくなるで

あろう。 それゆえどんな実体もそれは最終的形相と， いかなる形相もふく

まない純粋可能態の第一質料とで合成したものであり， 物体以上の実体に

おいて論理的， 認識的には先行している一切の形相の段階はすべて最終の，

ただ一つの形相にふくまれていなければならない。

形相唯一説の出現が今までわれわれのみてきた個別化理論に紙触をきた

すことはあきらかであろう。 まず形相・質料による実体合成の際， 質料の

うちに有形性の形相の先在を認める乙とは不合理になるであろう。 なぜな

らそれを認めれば形相多数説に陥る可能性がでてくるわけで， そのために

有形性の形相は物体以上の実体においてはすべて最終の実体形相にふくめ

られてしまわなければならないからである。 つぎにいかなる三次元量も質

料のうちに認めることが不可能である乙とは以上から明白であろう。 三次

元量は偶性であるから， かならずその原因である有形性の形相を想定しな

ければならないからである。 いかなる偶性も実体形相に先行するものでは

ないから， もし物体以上の実体においてその三次元量があらかじめ考えら
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れるならば， それは論理的， 認識的先行性にすぎない。 以上のように有形

性も， 三次元量も， したがって質料の「指示性」もただ論理的先行性を認

められるにすぎないとすれば， 一体質料自体に帰せられるべき個別化の原

理とはいかなる性格をもつものであろうか。

トマスは個別性の特徴として， もはや他のもののうちにないととと， 多

くのもののうちにないことの二つをわける。 第一に関して非質料的実体の

形相は離存， 自存的であるから必然的に他のもののうちになく， それ自体

で個別的である。 乙れに対して質料的形相は他のもの， すなわち質料的基

体のうちに受けとられる。 と乙ろで乙の種の形相を受けとる第一質料は存

在の秩序の最下位にあるゆえに形相をその完全性において受けとることが

できず， 自らのもっとも劣弱な存在にしたがった形で形相を特殊化して受

けとる。 乙のようにして受けとられた形相はしかし第ーの意味において個

別化される。 なぜなら受けとる質料が他のもののうちに存しない基体的性

格のものであるゆえに， 形相はこの基体のうちにあることによってもはや

他のもののうちに存する乙とはないからである。 かくて第一の意味で質料

が個別化の原理である。 つぎにとのようにして受けとられた形相は偶性で

ある三次元量によって多くのもののうちでなくただ一つのもののうちにあ
イ ンデイヴイ スム

ることを保証される。 なぜなら三次元量がもはや他に分割されず， すでに
デイヴイス ム

分割されてある不可分な量を決定するからである。 かくて三次元量が第二

の意味で個別化の原理である。

以上， ローラン ・ ゴスランの解釈にしたがってトマスの論述をみてきた

わけだが， われわれはことでローラン ・ ゴスランの解釈をその細部にわた

って， トマスの文献の歴史的研究として妥当するかどうかを検討する意図
(24) 

はない。 彼の解釈がわれわれの興味をひくのは， 彼が個別化原理としての

質料概念の変遷を形相唯一説の展開と関連させた乙とである。 のちに述べ

るように形相唯一説では質料の役割がきわめて消極的なものにされている。

それと呼応するかのように， 個別化原理としての質料が「限定された三次
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元」の基体から「限定されざる三次元」の基体へと後退し， さらに「指示

された質料」から第一質料へと後退する乙とは， 乙の問題が形相唯一説と

理論的関連をもっていることをわれわれに気付かせる。 すくなくともトマ

スが乙の問題に関して揺れ動き， 首尾一貫した主張を打ち出しえないかの

ようにみえるのは形相唯一説がそれを阻んだからであると考えることはあ

ながち的を外れた乙とではないであろう。

実体合成において， 種によっては同一であるが， 数においてだけ異なる

個別者が生成することを説明するのに， もしアリストテレスにしたがって

形相は普遍的本性を実現するにとどまるとするならば， 原因はただ質料の

側に求める他はないであろう。 そして形相を受けとるべき質料が分割され

てあるからこそ形相的本性もまた個々の基体によって受けとられるかぎり

個別化されざるをえないと説明するのは合理的な仕方である。 個別化は受

容基体による受容されるものの制約， 規制である。 「限定された三次元」

の基体である「指示された質料」概念はもっともこのことに合致する。 し

かし乙乙に問題がある。 質料が量化され， 三次元の基体になるとすれば，

実体に後行すべき偶性上の量を実体の原理である質料のうちに認める循環

論法に陥る乙とになる。 すくなくともわれわれがさきにみたような性質の

形相唯一説の傾向をトマスが持するかぎり乙の乙とはどうしても避けられ

なければならない。 乙の視点に立っかぎり「限定されざる三次元」は苦肉

の， しかし中途半端な策であろう。 たとえ完成された物体がもつような量

的限界を質料から剥奪し， ただ不定の量そのものという不明確な属性を質

料に与えるにとどめても循環を逃れる乙とはできない。 さらに非限定の三

次元性ははたして質料を分割して， 乙れ・ あれと指示可能なものにするだ

ろうか。 すでにみたように指示性は物体の延長的不可分性， すなわち量的

限定性に依存するものだからである。 I限定されざる三次元」の基体とし

ての質料が個別化原理に相応しなくなったのは， 以上の議論の枠内に規制

されているかぎり， 当然の運命であったといえよう。 トマスが「限定され
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ざる三次元Jの概念を破棄したのは形相唯一性の明確な意識とまさに一致

しているように思われる。

最後にトマスが試みた案は， 基体による他からの区別と， 量による他か

らの区別をわけることによって， 偶性の次元を実体の次元に先行させる循

環を避ける乙とにあったと考えられる。 しかしとの解決策も自体いくつか

の難点をふくんでいるといわざるをえないであろう。 質料基体が形相を受

けとることによってそれに与える「もはや他のもののうちにない」性格と

は， 実体そのもののー性， 自存性を意味するとと以外にはなく， そこから

個別性が意味するところの実体の数量的ー性が導出されるわけではない。

また存在の最下位にある第一質料が形相を特殊な仕方で受容するという制

約性は， それが種的， 質的制約でありとそすれ， どうして個別性が意味す

るところの数量的制約にとどまりうるだろうか。 たとえば数において異な

る人間性は種において共通普遍な人間性より劣ったものでありうるだろう

か。 さらに偶性の次元における三次元量はそれ自体としては可分割である

のみで， 形相の規定なくしてはけっして不可分の個別量を結果しえないこ

とはすでにアリストテレスのコンテキ ストにおいてみた通りである。 個別

化の原理を一方第一質料に， 他方量的偶性に区別したととは， それぞれの

概念のふくむ説得性の弱さをあらわすばかりでなく， 質料と量という個別

化に不可欠な概念を分裂させることによって個別性の事実から遠ざかるも

のといわねばならないであろう。

トマスがアヴィセブロンの形相多数説に対して実体形相は唯一つでなけ

ればならないと反論するその論拠はE当である。 なぜならば実体がそもそ

も存在， 一， 不可分であるのは唯一つの形相がそれを保証するからである。

しかしトマスが構想した第一質料と形相の合成方式はあきらかにアリスト

テレスの質料形相論と相異する。 なぜならアリストテレスではつねに近接

質料と形相の合成が説かれているからである。 それでは後者の合成方式が

形相の唯一つであることの原則に反するであろうか。 たしかに近接質料は
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下位の形相をすでにふくんでいる。 しかし ながら近接質料を実体形相の基

体とすることは， ナこだ以下のように考えればけっして形相多数説に陥るこ

とはない。 質料は実体形相に対して可能態にある。 もし実体形相が近接質

料lζ対して種の実現化の現実態であるならば， 質料のなかの下位の諸形相

一ーすなわち類的規定の諸原理一一『はこの実体形相に対しては質料ととも

に可能態にあり， ただそれによってのみ種の現実態に導かれる。 たしかに

下位の形相は類においては現実態である。 しかし実体である種においては

それが可能態でしかなく， 実体形相の唯一つの現実態をいささかも侵害す

る恐れはないのである。 そのゆえにこそ実体の定義を構成する類は質料に
(26) 

基づき， 種差は形相に基づくと考えられているのである。 これに対してト

マスがたてた形相唯一説には， 形相l乙対する或る先入観念が支配している

と考えられる。 すなわちトマスによれば， 丁度より多くの働きをなす能力

がよりす ぐれ， より少ない働きをなす能力がより劣っているように， 多く

の低次の形相がなし とげる完成を一挙にもたらす形相がより高く， よりす

ぐれ， す ぐれた形相に及ばない完成しかもたらさない形相はより低く， よ

り劣っているのである。 このように質料と一切かかわりなく， 形相相互に

のみ優劣， 上下の階層があり， 類種の段階はただ乙のような形相の秩序に

したがってア ・ プリオリに決定されるという新プラトン主義的形相観をト

マスは導入する。 このような教説からは， より低い質料基体にはより低い

形相が相応し， より高い質料基体にはより高い形相が要求されるという質

料の積極的な役割を認める自然主義的なアリストテレスの質料形相論と一

致しないいくつかの論点が導出されてくるのは当然であろう。 そしてその

諸点の一つが個別化の原理としての質料の概念である。

それではわれわれは最後に， 近接質料と形相の合成というアリストテレ

ス的質料形相論にしたがって個別化の現象がいかにして説明されうるかの

可能性を考えてみることにしよう。 近接質料の概念は自然物体の形成を，
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古典的な表現においてではあるが， 発生的な経過において考察する乙とを

容易にさせる。

アリストテレスによれば， 世界の有限な質料は四元素というもっとも単

純な物体に実現する。 彼は結合・ 分離の最小単位としてのアトモンを認め

ないから， 四元素は種によって区別されるだけである。 しかしそれらは相

互への生成・滅亡という実体転化をたえず行なうことによって単純性質，

上下運動， 上下の場所を循環的に相互に交換しつつ連帯的に一つの物質世
(30) アエイデス アモルポン (31) 

界を構成している。元素は無形， 無姿であるから，その大きさは全体によっ

てしかきめられない。すなわち各元素は互いに包み包まれることによって，

また元素界全体は天体に包み包まれる乙とによってその場所と連続量の限

界を決定されるだけである。 他方それは無形， 無姿の連続体である以上，

任意に分割されるが， もはや乙れ以上不可分であるような部分に達すると

とはできない。 したがって元来のどんな分割された部分も偶発の不定な結

果であって， けっしてそれ自体一定の個別的連続量を生み出すととはない

のである。 つまり元素は物体の うちで もっとも質料的で あるゆえに もっ

とも可分割性に富み， もっとも非形相的であるゆえにもっとも一定性のな

い延長体であると考えられる。 以上から元素物体は全体として数上ただ一

つ， 個別数がただ一つの単一実体とする他ないであろう。

しかし元素の偶発的に分割された部分の或るものが相互に混ざりあって
ステレオン

集合し， 混合体を形成する。 それは固体であるから有形に近いけれども，
ホモイオメレー

しかしそれが同質部分ともよばれているようにどんなに微少部分に分割し

ていってもその混合状態は変らないとされているから， その分割は元素と

同様， 任意 ・ 不定であらざるをえず， そ ζから一定量の個別的単位を取出

す乙とは不可能である。 しかしながら混合体の或るものは生命の基体とな

るのに適した素質をもっ。 ζれが分割されて生物の有機的な最少部分を形

成する。 さらにこれらの異なった同質部分が集合して生物に固有な働きの

ための器官を形成し， さらに諸器官が統合して植物， 動物なりの生命営為



40 

に適した一箇の調和ある身体を形成する。 この ように 物質の なか から任

意， 不定に分割された部分がえらばれて複雑な過程を経て集合し， 生命形

成の段階で初めて有形で不可分な個体が出現してくると考えられる。 さら

にそ乙から人閣の個体が実現するには， 動物の或る種の個体群がえらばれ

てその個々の身体基体となることが必要であろう。

以上のように存在の諸段階を， 下位の物体が上位の物体の近接質料とな

り， 上位の物体がさらにより上位のものの近接質料となるという具合に連

続的な発展段階としてとらえるならば， 質料の個体形成に対する役割がお

のず、から理解されてくるであろう。 延長量の分割・ 集合部分はかならずし

も個別者を構成しない。 それは四元素， 混合体などの非生命的物体におい

てみられるように偶性的現象形態にとどまることもありうる。 しかしそれ

は上位の実体生成に対しては基体の役割を演じ， 形相受理の制約になる。

質料的基体がすでにこの基体・ あの基体に分割され， r指示された質料」

になっているからこそ形相が個別的に受けとられるのである。 しかし分割

された質料基体の三次元量はそ乙から生成する上位の個別者の三次元量を

規制， 制約はするが， 規定するには いたらないという意味で不定にとど

まる。 乙れを「指示された質料」に内在する「限定されざる三次元」とし

て理解する ζとができるだろう。 r限定された三次元」は実体形相の規格

にしたがって実現する個別者の量的三次元である。 たとえば人聞の身体基

体は或る種の動物の個体を想定させる。 しかしその三次元量は動物のそれ

とまったく同一であるわけではない。 人聞の身体の大きさ， 形， 器官は人

聞に固有なそれらでしかなく， ただ質料的基体としての動物のそれらに制

約されているだけである。 人間の三次元量はただ人間形相の規格に支配さ

れ， そのもとで健全に機能するように実現するのである。 トマスの個別化

の原理としての「指示された質料」および三次元の概念はこのような近接

質料による実体合成において考えるとき整合的な意味をもっと考えられる。

そしてそれはあきらかに卜7スの形相唯一説に背理する。 トマスの形相唯
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一説が内在的な困難さをもつばかりでなく， 個別化の問題についても重大

な支障をきたす乙とは以上であきらかであろう。

すでに述べた通り物体の分割・ 集合部分はかならずしも個別者を構成し

ない。 それは乙れ・ あれと指示されうる数量個になっていても， 任意， 不

定に実現されるかぎりはいまだ一定， 不可分の単位にならないからである。

しかしさらに個別者のすべてがかならずしも実体ではないとおそらく主張

すべきであろう。 たとえば植物， 動物の個体はたしかに個別者とはなって

いるが， それをただちに実体とみなすととには問題がある。 なぜならそれ

らは個のレベjレを越える種の次元でのみ実体的に有意味であるような法則

に組みとまれ， それにしたがって機能する現象因子として説明される方が

より合理的だからである。 これに反して人間においてはその個別者が実体

であると主張すべきであろう。 なぜなら人間形相のあらわす種的本性， す

なわち理性性はすべての個別的人聞にことごとく実現しており， それぞれ

の人閣のそなえる理性性はどの個別例をとってみても人間種を代表するの

になんの不足もないからである。 人聞の質料的基体がたとえ全体的動物種

の現象的分割部分であるとしても， そこから人聞の実体的個別者が生成す

るにはなんの妨げもない。 それゆえ人聞においてのみ， 種においては共通

であるが数においてのみ多である個別者が実在する実体なのであり， その

種はたんなる抽象的普遍でしかないと主張すべきであろう。

トマスは人聞の理性形相を， 質料に全的に「没入」しない質料的形相で

あると規定するととによって， 人間存在の質料形相論的構造を解明する乙

とに成功した。 それは同時に， 理性形相もまた質料による個別化をうけ，

人間も下位の存在と同様に種においては同一であるがただ数においてのみ

異なる個別者であるととを立証するものであった。 とのかぎり人聞の個別

者は典型的に実体一一アリストテレスの第一実体-ーなのである。 実体は

形相を通じて導入される存在esse によってこれのみが自存する 存 在ens

subsistens per se である。 ところでもし人間以下の存在においてはその個
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別者が偶性にすぎず， むしろその種が実体であるならば， 個別者は実体に

与えられたただ一つの自存性subsistentia を他の個別者とともに共有し，

それに参画， 依存することによってのみ存在するにすぎないと考えられる

他ないであろう。 これに反して人聞においてのみ， その個別者が実体であ

るならば， 人聞の個別者のそれぞれがその個別化された形相を通じて導入

される個々の存在 esse を享受し， それぞれが個々の自存存在でなければ

ならないであろう。 そして人閣の質料的身体は動物種の現象部分からえら

びとられたものであるが， それが個別的実体形相の受容基体であるかぎり，

乙の形相とともに個別的な実体的自存性を享受していると考えなければな

らないのである。

アリストテレスが「質料乙そ形相を求めるものである」と述べているご
(39) ェンテレケイア

とく， 質料の可能性は， それが自然の要因であるかぎり， 現実態への積極

的な参画性を認められなければならない。 トマスの形相唯一説が唱える純

粋可能態の第一質料がこのような質料の役割を果たすことは不可能である。

質料が実体合成の各段階においてそれぞれの形相への近接可能態としてと

らえられるかぎり， 延長性， 分割・集合性などすべての質料的属性はあら

ゆる意味における現実態への積極的参加の要因として振舞い， そのかぎり

自然秩序構成の不可欠因子として扱いうる乙とはあきらかであろう。
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