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トマス・アクイナスの存在論にお いて， 最も基礎的かっ重要な概念は esse であ

ろう。 しか し ， この esse につ いては . 5世紀に既に ボエチウスが存在論的意味 を
(1) 

有 す る 言葉として 使った， とのE・ジJレソンの指摘に見られるように， ボエチウス

は， 一般にDe Hebdomadibusと して知られるローマ教会の助祭ヨノ、ネに宛てた書

簡の中で. re 蹴とid quod es tは異なる3 と述べて，悶をid quod耐と対立す

る概念と して導入 して い る。 トマスは 独自の観点から， ボエチウス の esse と id

quod es t に 関する一連の理論lζ 註釈を施 し ， こ れ を介 して彼特有の存在論 を展開 し

たように思われる。 以 下， 両者のテキストに見られる esse と id quod es tの概念 を

手掛かりと し， トマスの取った存在論的立 場 を明らかに し た いと思う。

ボエチウスは De Hebdomadz'bus 1311にお いて， esse につ いて次の四つの特徴を

挙げて い る。 esse は .(1)それ自身はまだ存在 して いな い. (2 ) し、かな る仕方でも何か

を分有することはな い. (3) 或るものは ess e を受け取った時に存在 す る. (4)それは

自己以 外のどんな他のものとも混合 することはな い。 他方id quod est につ いては，

彼は 次のように述べて い る。 それ は. (1) 存在の 形相 (essen di f orma)を受け取って

存在 しかっ自存する. (2 )或 るもの を分有できる .(3)自身であ ること 以 外に何か を所

有することができる。 以 上のような esse と id quod est の特徴を まとめてみれば，

次のようにな るであろう。 esse はそれ自体では存在 しな いが . id quod est !C受け

取られ た時にそれ を存在せしめる 働き をな し， 他方id quod estは esse や偶有の基

体であ る個々の実体的存在者であ ょう 従って， 乙のテキストはられる限り . r存

在の形相 を受け取る乙と」とr esse を分有すること」とは同じこと を意味 すると 恩

われる。 即ちI esse はid quod estの存在の原因であ ると共に又その形相的部分で
cü 

もあ るということである。
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とこ ろで， トマスはポエチウスの以 上の論述について次のよう岨釈してい る:
即ち， ボエチウスは前掲箇所で事物 (res )について言及 し たのではなくt esseとid

quod田tの概念 (ratio ve l inten tio) を分析 し たのである， と 彼は主張 し， 次のよう

に述べ る。 esse は「存在 する乙と」 という抽象的概念であるから， 自らの中に異質

なもの を所有 し たり， 何か を分有 す ることは不可能であ る。 又反対に， id quod es t 

は「存在 してい る」という具体的概念であるから， 異ー質なものとの結合が可能であ

る。それ故， esse を分有し， しかもこの存在の現実態 (actus essen di) を分有 する限

りにおいてそれは存在 すると 言われt esse の基体 (s ubie ctum essen dりと して示され

る。乙こではトマスは，田se を存在の現実態 ， id quod es t をそれに与か るものと し

て捉えてい るが， 彼と ボエチウスの聞の相違 が明らかに なって来 るのは， e sseと

】d quod es tが存在者においてどのように見出されるかという問題 に関してである。

との問題 に関してポエチウスは， (1)単純者は自己の esse とid quod es t を一つの

ものと して所有 するが， (2 )合成体においては esse と それ自身ある乙ととは異な る，

と述べてい る: 乙のととの意味は， (1)単純者， iPち神的実体は質料なしに 形相のみ

から成 るものであるから， そ れ自身 (=id quod es t)と その 形相(=esse )とは等し

ぬれども， (2 )合成体， iPち被造実体は， 形相のみならず質料も その部分と して持

ち， 又 ζの質料的部分の ために諸偶性 をも受け取って ， それらとの結合によって全

体的に一つの存在者として表わされるのであるから， 形相的部分のみ を示 す ess eと

は当然区別される: という乙とである。 即ち， ボエチウス附いては， 存在者は二

様の在り方 を示し， その区別の基準となるものは， 各々の実体が 形相のみから成 る

か， それとも 形相と その他のものとの合成によ るかということである。 乙の区別は

存在者の本質構成から する区別と 言えよう。 しか しながら， esse は 形相であるばか

りでなく， 存在の原因と しても 捉えられてい たから， 乙こに本質と存在というニつ

の 次元の混在が認められるように 恩われる。

ところでトマスの 註釈によれば， esse とid quod es tが事物に適用される時， 両

者の関わり方によって存在者には三様の区別が見出される乙とm 求 まず， 単純

者ILは， (1) esse とid quod es tが実在的!C (realiter)同一でかつ概念!C従って (se c・

un d um in ten tion em )のみ異なる真に単純 (vere simp le x)であ るものと， (2) 或る種

の合成 を免れてい るという意味で単純であ るものとがあ る。第二の単純者は真な る



トマス ・ アクイナスKおけるesseとessent1aについて 157 

単純者とは言えない。というのも， 単純 形相といえども質料 を欠くという意味で単

純ではあるが， それ自体 esse ではなく， かえって e 回e を限定す るものであって，

esse を所有 するととによって存在 するからであ る。 それ故にこの種の単純者におい

ては ess eとid quod es tは実在的 IC異なる。他方(3)形相と質料から成る合成体があ

るとして， ζれにおいても又 esseとi d quod es t は実在的に異なる， とされる。乙

乙で注目 しなければならないのは， トマスが存在者 IC三様の在り方 を認めたζとに

加えて， ポエチウスのテキストでは見出きれなかっ た新 しい表現， 即ちt esseとid

quod es tが概念に従って異なるとか ， 実在的K同一であ る又 は異なる， という表現

を駆使してい ることである。

まず， トマスにおける存在者の三様の存り方 を検討 してみよう。 彼は第一 IC .

esseとid quod es tが実在的に同一であ る ため esse を分有 しない存在者と， es se と

id quod es tが実在的K異なる ため esse を分有 す る存在者と を区別する。 第二1(，

後者のうちに， 質料 を持 たない存在者と， 質料との合成によってある存在者と を区

別する。乙こから， トマスは存在者 を， 二つの規準. JiPち， 第ーに ess e を分有 す る

か し芯いかというとと， 第二に esse を分有 す るものの本質構成， というこつの規

準によって区分 し たことが分か る。乙れに従えば. (1)真なる単純者とは， e sseと本

質が互いに区別されないという意味において同一， 単純であ る唯一の存在者， 即ち

神である。 又(2)本質構成上は単純であ るが， esse を分有 し esse との合成によって

存在 する天使的存在者があり ， 更に(3)本質の内的構成上 形相・質料の二原理 を必要

とし， かつ esse を分有 し esseとの合成によって存在 する二 重の意味での合成体 ，

いわゆ る可感的事物の類があ る ζとになる。

次に， esseとid quod es tが実在的l乙同一であ る， 又は異な る， とトマスが述べ

たことの意味を検討してみよう。 即ち， 第一に， 神においてのみ認め られるような

esseとid quod es tの実在的同一性がある。 これは， 換言 すれば， 存在 するとと自

体が本質iζ他ならない ζとである。つまり ， 乙の「存在 す る」という本質が他の何

ものによっても限界付けられるととがないから， それは自らにおいて自らによって

充全に現実態化されてい る。 しか し， 実在的に同一であっても， との由民とid

quüd es tはやはり異なっ た概念であ るので， 神の場 合ですら それらは区別じて知性

認識 されう る。 従って ， 神においては es seとid quod es tは実在的に同一であるが，
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概念的には区別 して 考えられることができる， とされたのである。他方， 単純 形相

と合成体において esse と i d quod es tが実在的に異なるのは， 単純 形相であれ合成

体であれ， 各々は固有の本質を自らのうちに具現して或る統一体(unu rn)として存

在 しているが， 存在を自己原因する乙とは決しでなく， esseを分有 し esseと自ら

の本質との合成によって， 即ち e sseを自らの本質によって限定して 存在 するから

である。 それ 故， esse と i d quod es tは決して二つの異なった事物として区別を受

けるのではなく， ただ実在的統一体である事物のうちに二つの異なった構成要素と

しての実在的区別を受けるのでなくてはならない。 即ち， esseと i d quod es tは，

一方は存在の原因を， 他方は本質構造を示すのである。

以上から， トマスは， ボエチウスにおいて存在と本質の二次元が混在した esseの

概念からその存在作用のみを抽出した， と考えることができるであろう。このこと

によって 彼は更に. i d  quod es t にもボエチウスとは異なった役割を与えることに

なったと考えられる。即ち， ボエチウスが それを存在者と捉えたのに反し， トマス

は存在者の本質構造の面から 捉えて行ったのである。 彼は先に. i d  qu od es t は存

在の基体として示される， と註釈したが， そのことは. i d  quod es tが存在の直接

の基体として具体的存在者になることを示すよりは， むしろ存在の現実態としての

ess e Iζ関して可能態 においであることを示唆する一段階 であったと恩われる。こ う

して トマスの他のテキス トでは， esse とid qu od es t の対概念はしばし ば esse と

essentiaの 言葉で 言い換えられるに至った， と 考えられる。
)

そ乙で， 次に示したいのは， トマスが 彼に特有な esseと essentiaの対概念を確立

するに至った三段階 の過程である。 まず， 例えばフェニックスのように， 存在する

か しないかを知らなくても， それがどのようなものであるかを我々は知 解できる 場

合がある。 故に， ものの存在が知られなくても その本質は知 解可能である。乙の限

りJ ess eと essentiaは別のものとして 考えられる。これが第一の段階 である。 しか

し，存在 そのものを自らの本質とする存在者においては， esseと essentiaは当然同ー

である。 しかもこのような存在者は唯一， 第ーのものでなければならない。このよ

うな存在者はあらゆる多数化を排除するからである。 即ち， も し それが(a)種差の付

加による多数化を受け取るとするなら. それはもはや存在 そのものでなく， 加えら

れた種々な 形相によって種々な何ものかであることになってしまうだろう。又ω質
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料の付加による多数化を受け取るとするなら， 同一種のうちに多くの個体が生じ，

個体の各々は質料的存在者としてもはや自 存できないものであるから， これは不合

理である。 又(c)絶対的なものが他の何らかのものに受け取られる仕方で多数化が生

じるとすれば， 相対的 存在者が そこから結果 し， 当然 そと では絶対者は存在 そのも

のであることはできないからである。 以上から， e sse とe sse nt iaが同一であるよう

な存在者は唯ーであり， その他全ての存在者においてはe sse とe sse n tiaは異なる

と結論 することができる。 これが第二の段階 である。 最後に， 或るものに何かが生

じたとして， この生成はこの或るものの自己原因によるか， 即ち それ自身の本性の

原理(princ ipi um naturae suae)から原因されたか， それとも他者原因， 即ち自己の

外部の原理(prin cipi umext rin sec um)に依拠 したものかのどちらかであろう。 そこ

で， 事物に生じたe sse について同じように 考えてみると， 事物は存在 することそ

のものを自己の本性としていないから， そのe s se を自己原因 することは決しで な

く， 従ってそれは外部の原理に依拠 すると考えなければならない。 しかも存在原因

の無 限遡及は不可能である。 故に， 存在 すること自体を自己の本性として， 自ら

によって存るー者を， 存在の第一原因としなければならない。 以上からt e sse と

e sse nt iaが異なる 存在者においては， それのe sse はそれの本性外の原理であって，

e sse ntl aという 自己の本性の原理とは区別される， と 考えることができる。 更にこ

の 場合， 他者から何か或るものを受容するものはその他者に対して可能態 において

あり， 又受け取られたものは受け取ったものの現実態となる， と言われるとこ ろか

ら回目とe sse n tl aが異なる存在者は， e sse をそれから受け取る存在の第一原因に

対 しては可能態 においてあり， 又e sse を受け取って現に 存在 する限りにおいて現

実態 においである， と結論される。

さて， 以上の三段階を検討してみると， (1)まず トマスは我々の知性認識 を分析 し

た結果， 事物の本質認識 と実存判断は異なることを見出した。 乙れは， トマスが第

ーにe sse とe sse nt闘 を認識 上区別されるものとして 導入した， ということである。

(2)次に トマスは， 神的存在者の概念を 次のように分析した。 即ちe sse 自体は他者

による付加も分有も排除するので，、 自己以外It依拠 する乙となく， 全てのものに先

立って自己をその存在の原因とする。 e sse自体である 存在者を我々は神と呼ぴ，

神においてのみ無 限定で不可分で完全なe sse を見出すとこ ろから， トマスは， 神
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のe sseとesse ntiaが実在的に同一であることを導入した。他方， 神的存在者以 外の

全ての存在者においては， その esse は各々の付加や分有の様式 IC応じて 限定され

ることになる。即ち， esseと essentiaがこ 乙では実在的に異なるわけで， essentia 

はe sseを限定する様式 となり， その様式 に応じて乙れら存在者のうちに多様性が

生じる， と考えられていたことが分かる。(3)最後に， 被造的存在者の本性が分析さ

れた。即ち， 存在 する乙と自体が決して自らの本質にならない存在者は， 一方自己

の本質!C関しては現実的に決定 する要因を自己のうちに所有 するが， 他方 その存在

については自己の本性外の原理に依拠しなければならない。乙乙から， 自己の本性

上の原理である ess entiaと，十存在の能動因である esseとは， 共lζ原理として異な

ると とを， ト7スは結論したのである。 しかも， esseと essentiaは存在に関する限

り， 一方原因， 他方被原因として区別されるので， 各々現実態と可能態という 形市

上学的原理に還元されたのである。

さて， 以上のように esseと essentiaが確立されたならば， esse はたとえ essent1a

の外部陥るとしても， 一般の偶有 2 は区別されなければならないのは当然である。

偶有は基体の先行を必要とし， 又基体の存在は偶有の有無 IC 関わりな く成立するの

であるから， 偶有は， あらゆるものに先立ち， あらゆるものの存在を決定する esse

とは全 く異なるものであるからである。

又， esseと essentiaがたとえ各々別個の原理であるとしても， と のことは， 別個

のものが別個の原理によって， 別個の起源から完成されることを意味しない。一般

に現実態とは可能態 が それへ と帰着 するもの， 可能態を完成K導 くものである。 そ

れ 故， 或るものを他のものへ 変化 させるのではな く， 潜在しているものを顕在化 さ

せるものである。 従って， e sseも又存在に関して潜在的な essentiaを顕在化 させる。

と の時， 被造存在者は決して esse 自体になることはな く， ただ essentiaによって

限定された esseを所有 するに過ぎない。 しかし 又， そのことは essentiaの限定に

よって sese が質的に変わるととでもない。 esseは被造物の本性の外的機動因では

あるが， そうであると共に その本性の内的原理たる essent1aを現実態 化 せしめ， そ

れを内的に支えている。 ζこではt esseと esse ntiaは， 一方能動的， 他方受動的な

原理として相補的!C協 働 し， 統一体としての事物を完成しているのである。

そ乙で， 統一体としての事物の側からe sseと essentiaがどのように分析される
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のかを見てみたい。これは， Quaestiones Quodlibetales L. 2， Q. 2， a. 2におけるト

マスの s upp os i tumと naturaについての 考察のうちに見出す乙とができる。 即ち，

トマスによれば， 本性(natura)は essentiaとほぼ同義で， 定義が示 すもの， 却ち

種概念 (rati o speciei ) であり， その種概念が示 す以外のどんなものも 含 まない。

esse は種概念ではないから essenti a Iこ内属 する乙とは認められない。 一方， 基体

(s upp osi tum )は第一実体(subs tantia prima)， 即ち実体範暗における個体(singlar e

in gene re s u  bs tantiae)を意味 する。 それ故， 基体は種概念 IC属 するもののみならず，

それに生ずる (acci dere)種々の偶有をも受容し， それら全てを以 って或る統一体と

してあることができる。 従って esse も基体に属 する( per tinere)のである， と結論

される。 つまり， 基体はそこに esse が生じることによって， 或る essent1aが現実

態 化され， その上で偶有が受容され， 個々の具体的な存在者となるが， 他方， esse ，  

essentia， 偶有は基体のうちに成立する存在者にとって欠く ζとのできない諸要素

である。従って， esseを分有 する存在者においては， 基体は構成されるもの(cons .

ti tutum)であり， esse ，回sentia， 偶有は構成 するもの(cons ti tuens )であるとして互

いに区別されることになる。 しか し神においては， その基体は部分を持つことも合

成されることもなく会的 IC esse が 現 実態 化されているから， 基体はその essentia

と全く同一である乙とが指摘される。この 考察を通してトマスは， esse は essentia

lζ内含されるものではない ζと， esse も essentiaも それだけでは現実の存在者とし

て認められないこと， 基体においてそれらが働き合った時にのみ そ乙に或る事物が

存在 するのである ζと， を表明 したのである。

以上述べられたことから， トマスは esseと essentiaについて(1)認識 上区別でき

るものである ζと， (2)神を除く全ての存在者においては実在的!c区別されること，

(3)存在の現実態 ， 可能態という形而上学的原理の区別に還元されること， を確立し

たといえよう。 後世， 哲学史家は乙れを トマスのesseと essentia Iこ 関する実在的

区別(distincti o realis )と呼んでいる。とと ろで私は， 先に述べた基体概念が以上の

ような トマス存在論の性格をよく表明 するものとして評価したい。なぜなら， も し

トマスがいわゆる物理的区町(d is tincti o p hys i 叫を採用し， e 悶と 悶n山を二つ

の異なる実在的事物として 考えたとするなら， esseと白馬entiaが そこにおいて生じ

ると言われた基体たる存在者を 設定する必要はなかったであろう し， 又もし それに
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もかかわらず設定したとするなら， 基体はそれらとは異なる第三の事物となっただ、

ろうからである。 更に， も しトマスがいわゆる概念的区別(di stincti o rati oni s)の立

場を取りt ess eと essentiaは単に 主観的操作による概念的産物 に すぎないとする

ならば， と の場合も基体という現実の存在者を 設定し， 存在者のうちにその 根拠を

求める必要はなく， 又も し仮K 設定したと しても それらの原理で以 って基体の実在

的構造を 説明する必要もなかったであろうからである。 以上のように 考察される限

り， トマスの ess eと es sentiaの実在的区別にとって， 乙の基体の 設定は極めて有

効かつ必然的であった ， と考えると とができるであろう。
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