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実在の偶然性

一一何故オッカムは非実在個体の直覚知を主張し たか一一

清 水 哲 郎

実在するものについてのみならず， 実在しないものについてすら直覚知

Cnotitia intuitiva) が あり得るとウィリアム・オッカムが主張した事につい

ては， これまでにも多くの研究者が注目し， 様々な解釈が議論 さ れ て 来

た。 それは， その主張の特異性の故でもあり， 又， 特異であればこそオッ

カムの直覚知理解にと って不可欠の要であるはずだとの見通しの故でもあ

ろう。 本稿もこの主張をテーマとするのであるが， それは確かにこれが，

従来思われて来た以上にはるかに深く， :tッカムの直覚知理解に， 否それ

ばかりかその哲学全体に根差す主張であると考えるからである。 それは，

ものとことぱ， ないし世界と言語に関するオッカムの思索の要である直覚

知理解一般に対し， そのまた要である存在をこそ隠れた真の主題としてい

る， と私は考える。

これを提示すぺ〈展開する以下の考察を， 私は「オッカムは何を主張し

たのか」に答える事から始めたい。

1 notitia intuitiva 

1. く直覚知Cnotitia intuitiva) > とは如何な る も のかについては別の
(1) 

機会に論じたことがあるため， ここでは要点を述べるにとどめる。 まず，

直覚知は明証知Cnotitia evid ens) との関係において提示される。 明証知と

は或る真理についての疑いを挟む余地のない知であるが， これに与えたオ
(2) 

ッカムの説明(OT I. 5. 18-6. 5)は次のようなものであった。 今， SestP 
(3 ) 

という命題を例にとると， sとPが命題のく項C termÌnu s  ) > で あ る。 こ

こでもし我々が項 S 及びPについて持つ知Cnotitia terminorum) な L、 し把
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握のみから十分に， S e s t  Pと いう判断が粛されるならば， その時我々は

S e s t  Pという真理を明証的に( e vi de nter)知 っ ていることになる。 これは

明証知が「直接的に(imme diate ) J成立している場合であるが， 目下の命

題を構成する項の知に加えて有限個の中項の知を添えることによ って， そ

れらの項の知から S e s t  P が賛さ れる場合もあり， この時には「間接的

tこ(me diate ) J明証知が成立していることになる(これは直接的な明証知

が成立する命題を前提とする推論の帰結に該当する )。

また， ここにおける く項の知〉は非複合的(irtcom p lexa)で あ るとされ

ているが， 全ての命題においてその項が非複合的であるとは限らない。 項

が既に複合的である場合には， それを更に分析することによ って非複合的

な諸項を得るのである (cf. OP 1. 10. 26-34)。

さて， 必然真理であ って p er s e  no taで あ るような命題については， こ

の説明は確かに妥当である (OT 1 .  6. 10ー17)。例えば「三角形には角があ

る」について， 我々はその項である「三角形」という語， 及び「角」とい

う語(の意味) を知 ってさえいれば， 直ちに「三角形には角がある」と言

明し得るのであ って， 現実の三角形を参照する必要はない。

しかし， 偶然真理についてもオッカムの説明は成立するであろうか。 そ

のようなものとしてオッカムが例に挙げるのは， 目撃状況における言明と

しての「ソクラテスは白い(Sorte s e s t  al bus) J で あ る。 こ れを上の説明
(4) 

に当て挟めて言えば「ソクラテス」及び「白(albe do) Jと い う語の知の

みからこの判断が結果するならば， これは明証的だという 事 に な る。 だ

が， この説明は， 我々がソクラテスを目撃して認知している場合に適合し

ないのではないか。 否。 まさしく適合するのであ って， その為に提出され

るものがく抽象知C no ti tia abs tractiva) > とく直覚知(no ti tia intui tiva) > 

との区別に他ならなし、(OT 1. 6. 17-7. 3)。即ち， 我々がソクラテスを目撃

して「ソクラテス」として見ているという事態を， オッカムは語「ソクラ

テス」の或る把握ーーすなわち， それをく直覚知〉と呼ぶのだがーーをし
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ている， とするのである。 これに比して言えば， ソクラテスについて伝え

開くような場合に我々においてあるのは「ソクラテス」という語のく抽象

知〉である。

2. 抽象知に基づく限り， 我々は p er se  nota で あ る必然真理に関して

は明証知を持つことが出来る が， 偶然真理に関してはこれを持つことが出

来ない。 即ち， 我々はソクラテスについて如何に多くの記述を得たとして

も， そこからソクラテスに関する何らかの偶然真理を明証的に知るという

事 態は生じない。 我々はあくまでも典拠となる記述を信じた上で， ソクラ

テスについて何かを言明する他ないからである。 但し， IソクラテスJと

いう語の使い方を指定するような類の言明に関しては明証知が成立するこ

とになると思われる が， そのような言明は p er se notaで あ ることになろ

う。

直覚知を論じる文脈において， オッカムは偶然真理に関する知というこ
(5) 

とと， ものの実在一非実在に関する知ということとをほぼ同義に使う。 そ

れは， およそ偶然命題というものは主題とな っている個体の実在・非実在

に関する言明を前提とし， それを含む命題である， と看倣している事に由

来すると解される(OT 1 .  31. 4ー22)。そもそも， Iソクラテスは白い」は，

ソクラテス及び白というこつの個体の実在を主張する二つの命題の連言と

看倣されるのである(OP 1. 281. 53-55， cf. 279. 4， 241. 9-32)。そして， 個体

の実在こそは優れて偶然的な事である。 この点から言えば， 抽象知の「抽

象的C abstractiva) Jと言わ れ る所以は， そ れが「ものの実在・非実在を

はじめとする(偶然的な) 諸条件を捨象しているCabstrah it) J事に あ る

(OT 1. 31. 4， cf. Reρ'. M)。 これに対し「あるものの直覚知に依るならば， そ

のものの実在・非実在 が明証的に知られ得る(OT 1. 31. 10ー12)J。但し， こ

のような言及から， ものの直覚知と， ものの実在に関する明証知とを混同

してはならない。 前者は く把握 C ap preh ensio) > で あ って く判 断 Ciu d i-

c iu m) > たる後者とは「別々のものとして区別 される C distinguu ntu r  rea -
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(6) 

liter) J からである (OT 1. 69. 19-21， cf. Reρ . E)。

3. このような直覚知の提示において注目すべきは， ソクラテスを目撃

している場合と， 伝聞や想像をしている場合との違いが， 感覚の有無， 或

いは対象の現前・非現前等に還元されるのではなく， 語の把握の違いとし

て， 即ち言語使用の違いとして提示されている点である。 目撃状況か伝聞

状況かということに両者の差異が還元されるのではない。 むしろ目撃状況

と伝聞状況との違いこそが， そこにおける語の知り方- no ti tia termino 

r山nーの違いに還元されるのだ。 直覚知と抽象知との区別に関するオッカ

ム的提示は， 言語の側から問題に接近するという基本的態度に根差すもの

である， と私は解釈している。

かかる直覚知理解に基づいて， 本稿の主たるテキストであるOrdinatio

1. Prologus . q. 1に おいては二つの論争的主張が展開される。 その一つはト

マス流の ph antasma -inte llectus agens と いう考え方に向けられた批判と

しての， 感覚の役割(ないしは感覚与件が認識において果す役割) に対す

る否定的議論である。 そして， この議論はまさしく， 言 語把握 と し て の

no ti tia term i norum と把握さ れ るもの(res) と の聞の直接性を主張する，

媒介としての感覚的なものの排除の試みにほかならない。

もう一つの論争的主張こそが本論のテーマである「実在しないものに関

する直覚知(noti tiaintuitiva de re non exsistente -一以下NlnE と略記)

の可能性の主張に他ならなL、。 即ち， 既述のように直覚知が実在に関わる

のに対し， 実在を捨象しているのが抽象知であるとすれば， 直覚知は実在

するもの， 現前するもの( praesens) についてのみあり得 る ことになるの

ではないか， と問われるはずなのである。 これに対し応と答える人として

ドゥンス・スコトゥスを向うに見， これに対決的にNInEが有り得るとオ

ッカムは主張する。 このような含みを込めてこそ， 既に引用した所におい

ても， 拍象知は「ものの実在を捨象」とは言わずに「ものの実在・非実在

を捨象」 と言い， 又「直覚知に依るならばものの実在ないし非実在が知ら
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(7) 

れる」と言 っていたのである。

この場面におけるオァカムの主張も， 直覚知一抽象知の区別を言 語把握

の違いとして述べようとする， そのことばとものをめぐる基本理解と深く

結びついているのではないかとL寸見通しをも って， 私は以下の考察を続

けようとしている。

11 notitia intuitiva de re non e玄sistente

4. オッカムの主張は， 実在しないものの直覚知(NInE) を持つことが

我々にと って日常的にある， という事ではない。 そうではなく， この世に

いる我々にと って n atur aliter には直覚知は実在するも の， そ れも いまこ

こに現前するものに ついてのみ 成立する， と言う。 (OT 1 .  38. 7 ，  1X . 606. 

46， Rep . E)。だが， それは直覚知がいわば本質的にそのようなものである

からではなL、。 s e cund um s e  e t  ne ce ss ar io にはその対象は実在するものに限

られず， 実在しないものであ ってもよい(OT 1 .  36. 9)。 従 って神の全能を

も ってするならば， 即ち， su p ern atur aliter には， 我々においてもNInEが

成立し得る， と主張される のT 1 .  31 . 14-16， Rep . E)。

しかし， これは実は無いものが欺く神ないし悪霊の働きによりあるよう

に見せられている， というデカルト的疑いと同じ帰結になるのではない。

オッカムはNInEに依るならば我々は「その re s はない j と明証的に知る

ことになる， と言う。 すなわち， 無いものについて有るとの誤 った判断を

下すことにはならず， 無いと真なる判断を下すことになる， と 確 か に明

言 している (OT 1 .  31. 13-16， 39. 9， 70. 21ー71. 9， 1X. 496. 17-28， Rep . E， 

etc.)。だが， オッカムがこう主張するのは奇妙なことではないか， との疑

義はあり得る。 オッカム自らもこの主張の初期(Ref-叩rtatio 1 1 . qq. 14-15) 

からこのような疑義を自覚し， これに応えるべく各所において言及してい

る。 しかし， それらのテキストを参照するまでもなく， 以上に述べた限り

における議論からも， もしNInEが成立するならば， そこからは「ない」
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との判断が結果するのでなければならない， と言える。

すなわち， 直覚知は真理の明証知を粛すものとして導入されたのであ っ

た。 そうである以上， 非実在者についても直覚知が成立したならば， そこ

から生じる判断は真でなければならないことになる(明証知である以上真

でなければならぬ)。従 って， 現にそのものが実在しないという事が真であ

る以上， またNlnEに由来すると言われる以上は， 結果するのは「そのも

のは実在しない」との真なる判断でなければならない。

オッカムの言 及もこのような理解と軌をー にして為されると解し得る。

すなわち， その言及によれば， ものが実在しないにもかかわらず実在する

との判断が結果するならば， それは明証知ではなく「信 じ る 働きCactus

cre ditivu s) Jで あり， それ故それは直覚知に由来するのではない， とされ

る(OT IX. 498. 72ー76)。また， 同じ理解の故にこそ， 視覚における太陽の

残像現象を取り上げて， r太陽から眼をそむけた後にも直覚知が残 ってお

り， それ故に太陽が現前していないのに， 太陽があると判断することがあ

るではないか」という趣旨の異議に答えて， その残像は 直 覚 知 としての

visio ではなく， r刻まれた質(印象 - qualitas im pre ssa) Jなのだと述べ

るのである (OT IX. 606. 52-60)。

以上で， オッカムがNInEから非実在の判断が帰結すると主張している

事は明白であろう。 しかし， 疑義はまだ、残 っている。 では， 如何にして同

じ直覚知に基づきながらも， rある」と「ない」という反対の判断が生じ

得るのか， と問い返すことが出来るからである。 だが， この間いに関して

は後に触れることにする。

5. 以上でオッカムは何を主張したかlこついての考察 を 終え， 次 に，

「では如何なる理由をも って， NInEがあり得ると主張するのか」と問お

う。 オッカムが明白に述べる所によれば， それは神の全知・全能に求めら

れる。

第一に， 神の全能からの理由付けは大略 次のようなものである。 神は通
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常 res を媒介して， 我々において res の直覚知を成立させている。 すなわ

ち res は直覚知の第二原因， 神自身は第一原因である。 そこで， 神は第二

原因である res を媒介することなく， 直接に， (即ち res なしに) 我々の

内に直覚知を成立させることもできるはずだ。 このことは矛盾を含まない

以上， 全能の神には可能である(OT IX. 604. 11ー24， cf. 1. 35. 3-21)。 又， こ

れと軌をー にする議論として星を消す話が提示される事 もある(OT 1. 38. 

15-39. 6， IX. 605. 25-28)。即ち， 星があり， 我々がその星を見ている場合に，

星と星の直覚知とは別物 である (これをオッカムは二つの res absoluta で

あると称する )。ところで別の res であるならば， potentia Dei absolu ta に

依れば互いに独立に存在し得るのであって， 星を消滅させ， 直覚知ないし

visio だ け を残す ということも可能でなければならない。

次に全知からの説明は， 神は全ての事を明証的に知っているのであり， そ

れ故神は存在するもののみならず， 存在しないものについても直覚知を持

っていることになる， というものである(OT 1. 39. 7-10， IX. 496. 26-28)。

これは又， 次のような仕方で述べられもする。 神は創造に先立って「全て

の造られ得るもの(res fact i b iles) を見ていた」。 即ち， ここで res facti biles 

とは未だ存在していないが， 存在可能なもの全てを指すのであり， それを

見ていたとは， それの直覚知を持っていたという事に他ならない(OT IX. 

606. 61-68)。

6. 以上がNlnEがあり得る事の理由として， オッカムが明言している

点、である。 だが， 何故オッカムがNl nEを主張したかについての考察はこ

れに尽きるものではない。 まず， 以上の明言の暗黙の前提となっている事

を確認しよう。

神の全能を理由とする議論の骨子は， NInEという事態は「矛盾を含ま

ない」或いは， r potentia Dei absoluta と い う観点か らは可能である」と

いうものであった。 ところで， potentia Dei absolu ta と は， 神は現実にそ

れを為すかどうかは別として， 矛盾を含まない限り全てを為し得る， とい
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う意味で使われるのであるが(cf. OT IX . 586. 22-27)， オッカムがこの用語

を用いる時には， ほとんどの場合， 神の能力を問題にしているというより

は， むしろ事態が矛盾を含んでいるかどうかをこそ問題にしている， と言

える。 NIn Eが su p ern aturaliterに は我々に可能だ という事も， この意味

での potentia D ei absoluta に依れ ば可能であるとの意に他ならない。

そうであれば， 我々にとっては神の全能は決して究極の理由ではなL、。

Nl nE を認めない人々も， 神の全能を認める人ではあるのだ。むしろ，Nl nE 

が矛盾を含まない， 即ち論理的に可能だという前提に対して， 更にその理

由をこそ求めるべきではないか。

次に神の全知を理由とすることから直ちに出てくるのは， 普遍と個体に

関するオッカムの主張である。 即ち神が創造に先立って全ての res f acti b

i les に ついての直覚知を持っていたはずだ， ということは， まだ実在して

いないが実在可能な全ての個体をそこにおいて把握していた， という事で

あり， こう主張する事は， 個体を 離れてあるような普遍というものを認め

ない立場の故である。 別の観点から言い直すならば， これは論理学におけ

る su p positio 論なのでもある。 すなわち神がそこで「人聞 は未だ実在しな

い」と判断する際に， この命題において「人間」は決して概念， 観念， 普遍

といったものを代表する(即ち su p positio sim pl ex) のではなく， 個体を代

表する(即ち， su p positio p ersonalis)。そうでなければ「人聞 は実在しないJ

といっても， I人間」という概念が実在しなし、， という意味になってしまう

からだ、。

即ち， 我々は神の全知・全能という理由に導かれて， オッカムの論理学

一存在論を目下の主張の真の背景として問う必要を認めることになるので

ある。 B o ehn er はNInE に関して「オッカムの この問題及び解釈は神学
(8) 

的なものであって哲学的なものではなしづと言う。 しかしながら私は以上

の歩みに依拠して， むしろオッカムの主張は哲学的考察の場面を経なけれ

ば， 決して正当に評価することはできない， と考える。
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III estとpotest esse 

7. 以下に， オッカムのNInE主張の哲学的基礎を探る試みを， 前節ま

での考察に基づいて関係すると思われるいくつかのテキストを提示しつつ

行いたい。 但し， 本稿において為し得るのは一つの見通しを立てる以上の

事ではない。

さて， 或るものを或る語がく表示する(significar 叫〉と いう関係がある

とする。 ここでもしそのものが消滅するならば， この significatio は ど う

なるのか， という聞をめぐるオッカムの議論がある(Quodlibeta. V .  q. 16 ; 

OT IX. 542-545)。この間いに答えてオッカムは si gnificare の意味が多様で

あるとして4つの場合を挙げるのだが， その内結 局重要であるのは初めの

二つである。そのーは「無様相の現在命題において語が真に代表しているも

のを， その際にその語が表示する(nomen et vox significare ali qu i d  quando 

vere p ro i 1lo su p ponit in pro p ωitione de inesse et d巴 praesenti)J と い う場合

である。 Iソクラテスが白い」が現在真であるなら， この命題 に お い て

「白い(もの )Jはソクラテスを代表しているのであるから， またこの語は

ソクラテスを表示している(OT IX. 543. 14-20)。しかし， si gnificare をこの

意味でとるならば， ソクラテスが消滅するか， 又は黒くなってしまうなら

ば， I白いもの」 はソクラテスを表示しなくなってしまう(OT 1又544. 51 

-58)。

第二の場合は 「何らかの過去命題， 未来命題ないしは様相 命 題 に おい

て， 語がその表示対象を代表し得る(nomen potest pro i1lo significato su p 

ponere in a li qua p ro positione de praeterito vel de futuro vel de mo do) Jと し、

う場合の， significare である。 ここで様相命題として実際に考えられてい

るのは可能様相のことである。 この場合にはI r白いもの」は単に現に白

いもののみを表示するばかりでなく， (過去に)白かったもの， ( 未来に〉

白いであろうもの， 及び白くあり得るものを も 表 示 す るJ(OT IX. 543. 

24-26)。 この意味では人聞が一人も実在しないという事態においては「人
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聞 は動物 である」は偽 であるが， I人間は動物 であり得る」は真であり， I人

間」 はなお人間であり得るものを表示していることになる(OT 1χ544. 59 

-66)。 従って su p positio p ersonalis も成立し得るのでなければならないのT

IX. 545. 75)。

このような議論において我々は， オッカムが si gnifi care の意味を第一の

意味， 即ち我々にとって身近でより明確な， 現前するもの( praesens)とそ

れを指す語との聞 におけるものから始めながらも， 第二の意味へと拡張し

ていることを看取することができょう。 この拡張によって語は， 現在存在

する res とかかわるのみならず， 過去に存在したもの， 或いは未来に存在

するもの， そして更に存在可能なものと す ら， signif i care， su p ponere por 

という関係を持つ事になる。 そして語がそのような sign if i catio， su p positio 

を為すというからには， それによって表示・代表されるものがオッカム的

には個体として何らかの意味において成立するのでなければならないはず

一"，�。

8. 存在可能なものについては su p positi o p ersonalis が成立す る と いう

事の別の表現は， 存在不可能なものについてはこれが成立しないという主

張になる。 オッカムが常にこのような類の代表例として言及するのは「キ

マイラ」である。 Iキマイラ」 は矛盾した記述を含むものであるが， その

語の使い方に関する定義( def i nitio ex primens qui d nomi ni s) は有り得， 存

在不可能であるから su p positi o p ersonalis を為すことはない。 但し「キマイ

ラ」 は su p positio sim p lex ないしmaterialis は行い得る。 即ち「キマイラは

存在し得る」において「キマイラ」がくキマイラ〉という概念ないし音声

としての語を指しているとすれば真であると言える からである (以上， OT

IX. 149. 89-97 ， 217. 71ー75 ， 556. 74-88， OP I. 88， 286-287. etc.)。

即ち， su p posi tio p ersonalis が成立つ か ど うかという基準によって， 現

実世界のいつかどこかに事実存在する者及び存在可能なもの(個体〉と存

在不可能なるもの(これは個体ではあり得ない) との聞 に線が引かれる。
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この線は決して， 事実存在するものと存在しないものとの聞 に引かれるの

ではない。

そしてオッカムがNInEが成立する範囲としたのはまさにこのく存在可

能なもの〉一一res fact ib iles -ーの範囲であって， その際にもキマイラにつ

いては直覚知が成立し得ないとして， 存在不可能なものとの聞 に線をヨ|い

ていたのである。

即ち， 語の直覚知が成立するという事と， 語の指示対象としての個体が

成立するCsu p pos it io p ersonal is が あり得る ) 事とは何らかの意味において

同値であることが認められる。

9. 私は， この二つが同値となって示す事こそは， i何かがある 」 ない

し「何かであるJという事の意味に深く関っている事態だ， と主張する。

詳細は別の機会に譲らねばならないが， 次にその見通しのみを述べよう。

さて， まず我々は現実に成立する直覚知に基づいてこ そ， i何 か が あ

る」ことを明証的に知るのだが， それはまたiRが存在する」ということ

はこういう事なのだ， とiRJとLヴ語の意味を決め， またiRが存在す

る 」 という文の意味を決める現場における出来事に他ならない。 そこにお

いてiRがある」との明証知が成立するのは， 他ならぬそこ に お い て，

iRjとはこういうものなのだ， iRがある」とはこういう事態なのだ，
(9) 

とことばの意味を決めてもいるからなのだ。

次に， 我々はここにおけるiRがある」の使い方に基づいてこそ， 多様

な「あるJ の使い方を理解している。 即ちiR はこの世界の何処か に あ

るj， iRは過去の或る時にあったj， iRは未来の或る時にあるだろう」と

いった言表の意味を， 我々はくもしその現場に居合せれば >Rの直覚知が

成立し， iRがある」との明証知が成立するという事として決めている，

と私は主張する。 ここで くもしその現場に居合せれば〉とい う 想 定 は，

くもし我々の直覚知の及び範囲が広ければ〉という想定と等しい。 オッカ

ムが一方で我々の現実の直覚知の対象の範囲を「或る一定の近みにおいて
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現前しているもの( praesens i n  determ inata ap prox imat ione， Rψ. E)jとし

つつ， 他方でfsu p ernaturaliter には」とか「神の眼から見れば」とL、った考

え方をしていること， 即ちく神においては全てのものの直覚知が成立つ〉

としていることこそは， く存在〉の意味を決めるこのような想定の表明な

のだ。 それ故， この表明において差し当って我々が見出すべきことは， く存

在〉の意味が， 単にくいま・ここ〉に現前するものの〈ある・est )に関して

のみならず， 場所的拡張を受けたくどこか〉にくある. est )について， ま
(10) 

た時間的拡張を受けたいつか〉くあった・fu it ) 及びくあるだろう. er it >に

ついてまで決まることになった， という事である 。

しかし， これで終りではない。 ここでオッカムが場所的拡張 に続い て

NInEを提示していること(Rep. E)， 及び7で指摘したように時間的拡張と

様相的拡張を並置してい ることを考慮に入れよう。 そこから出てくるもの

あがく存在〉の意味に関する， 場所的・時間的拡張と並ぶ， 様相的拡張で

る。 そして， まさしくこの様相的拡張において， 即ちくある. est >の意

味の決め方の拡張としてくあり得る・ po test esse > の意味を理解しようと

する時に， NInEが導入されることになる， と私は主張したいのである。

〈直覚知の及ぶ範囲が(様相的にも ) もっと広ければ〉という想定， 即ち

く神においては全ての res facti bi les の直覚知が成立する〉という想定によ

って， くあり得る〉の意味が決められる。 即ち， この範囲でfRjの直覚

知が成立するならばfR はあり得j， 逆にfR はあり得ない」ならばこの範

囲ですら直覚知は成立し得ない。 そして， くある〉が依拠する直覚知の範

囲をくあり得る〉へと拡張することは， 前者にNInEを加えることに他な

らないのだ。 それ故， NInEに基づいて為されるfR はなし、」という判断

は， fR はあり得る」を合意しており， 又， 合意しているからこそ偶然真

理なのである。 この場合， fRjは実在可能な非実在者を代表するという

仕方で， su p pos it io p ersonal is をしていることになる。 そうであってこそ

fR はある」とfR はなしリとは両立しないと言える(この二つにおける



実在の偶然性 87 

Rの su p positio が異な るならば ， 双方が同時に真であっても矛盾とは言え

ないのだ)。又 r R はある」は r R はない」の可能性を合意する も の と し

て， 偶然命題である， と言える事にもなるのである。

10. では， NInEが成立するということ， 即ち， 或る文においては語が

実在可能な非実在者を代表するという事から， 実在しない個体があること

が 帰結するのか。 オッカムが r es non exsistens ということば使いをしてい

る以上は， これを r es exsistens と区別しているのに違いはない。 では， こ

れは r es と exsistens との分離を意味するのか。 また， r es non exsistens も

r es である， のか。 否， おそらくオッカム的にはそうではない。

まず， オッカムは 巴ns を ens in potentiaと ens in actu とに区分する際に ，

現に実在しないが実在し得るもの(即ち ens in potentia)も ens であると理

解しではならないと言う。 即ち「反キリスト」については r ens in potentia 

である」とか r ens であり得る」とは言えるが r ens である」とは言えない

(OP 1. 108. 5 4-66)。

次に， esse exsister e と r es との関係を問う文脈において rr es と esse と

は二つの 区別されたものではなく， 同ー のものを表示す る」と 主 張 し ，

es島 entia と esse， 或いは entitas と exsistentia とが別々の ものであるかの よ

うに考えることを拒否している(OP 1. 5 53 ーの。

これらの主張は動調 esse の使用法 と相関的である。 すなわち， お よそ

A est B と いう形式 の言明は実在の主張を含む， とオッカムは看倣してい

ると解される。 それ故， r人聞 は動物 であるCh omo est animal) J も人間の

実在の主張を含んでおり， 従って人聞が全て消滅した場合にはこれは偽 で

あって， r人聞 は動物 であり得るCh omo potest esse animal) J と， 或いは

「人聞が存在するならば， 動物 であるCsi h omo est， animal est) J と言うべ

きことになる(OP 1. 72. 25-3 0， OT IX. 5 44. 62-63 )0 r字義通り」には「キマ

イラは非存在者である C ch imaer a est non- ens)J と言えず ， rキマイラはキ

マイラであるC ch imaer a est ch imaer a) Jとすら言 えない(OP 1. 287. 3 3， 3 9) 
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事も同じ理由によると言える。 では， A est B の形の丈はすべて実在の

主張を含んでしまうというのか。「字義通 りには( de virtut巴sermo 凶s， OP 

1. 287; secundum pro prietatem sermonis OP 1. 88， 130)j そうなのであ
(11) 

る。

このような esse の使い方に従えば， res non exsistens についてはrres

である」とではなく， r res であり得る」と言うべきことになる。 すなわ

ち「実在しない個体は個体であり得， また実在し得 る」の だ。 し か も，

「実在しない個体j- res non exsi stens ーと いう語はこれらの文において

su p positio p ersonalis を為す(即ち， 個体を代表する )。 では「個体(res) で

あり得る」としても「個体(res) ではない」ものを指す語が， 如何にして

個体(res) を代表し得るのか。 だが， ここでは代表し得ると言い切らざる

を得なかった。 代表し得ないとするとこれらの丈の意味が消えてしまうか

らである。 そのこととNInEがあり得るとの主張がーっとなっていたので

あった。

するとどういう事になるのであろうか。 個体はない。 しかし直覚知が成

立している以上， その対象としての個体が或る意味で成立しているのでな

ければならない。 それ故， 或る意味でその個体はあるので は な い か。 だ

が， こう問うならば， 問う人は直ちに， その問いにおいて「ある」とは如

何なることなのかを問い返されることになる。 オッカムについて言えば，

実在の主張を含む 「ある」 の使い方を 「ある」 本来の用法 とした故にこ

そ， ここで「実在しない個体はある」とは言わないからである。 むしろオ

ッカム的には， r実在しない個体はあり得る( potest esse) jという仕方に

おいて， 非実在個体が成立していると言うべきであろう。

だが， ここで更に問い進めなければならない。くあり得る・ potest esse > 

もくある ・ est >から始めてくある・ esse >の用法 を拡張することによっ

て意味を決められることになると解釈したので はないか。 そうであれば

く potest esse >もく存在・ esse > の一つのあり方ではないか， と。 これに
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対しては「そうだ」と答える他ないだろう。 すると， ではく potest esse> 

もその一つのあり方として含まれるようなく存在〉とは一体何なのかと逆

に問い返される事になる。 それ故， 我々は考察を通して問題を解いたので

はなく， 問題を見出したのである。

だが， 以上の歩みを通して我々は， NInEの主張においてまさに存在こ

そが問われているものであることを認めることができた， と思う。 すなわ

ち我々は今や， NInEという初めは「神学的な主張」と見えていたものを

導きの糸として， 言 語と世界との関りを問い， また存在を(存在可能とい

う視点、から) 問う者となっている。 だが， それを問い続ける事は本稿以後

の私の課題にほかならない。

IV cum reとsine re 

11. 最後にオyカムのNInEに関する主張の中で考察せずに残しておい

た点を取り上げたい。 そしてそれを私は， íオッカムの説明は首尾一貫し

て成功しているか」に答えるという仕方で行なう。

オッカムの主張によればNInEに基づく判断は R non est となるのであ

った。 例えば， あの消滅した星の話において， 無い星の直覚知に基づいて

は「星がある」と誤るのではなく「あの星はない」と正しく判断する， と

主張されることになる。 ここに当然のことながら， 星がある場合とない場

合との聞では(オァカムの説明の限りでは) 直覚知に変化がない以上， 何

が「ある」ではなく「ない」との判断を結果する原因となり得るか， とい

う疑問が生じる。

このような疑義をオッカム自身も自覚し， それに答えようと し て い る

が， その答え方は決して明噺とは言えないと思われる。 即ち， その答え方
(12) 

はほぼ一定しており， それは「ものが伴う 直 覚 知 (noti tia intu i tiva c凶n

re)Jからは肯定判断が， íものなしの直覚知(noti tia i ntu i tiva si ne re) Jか

らは否定判断が賛されるというも の で あ る。 即 ちく直 覚 知〉とくres>
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(ないしくexsistentia ，rei> )とがそれぞれ部分的原因な の である (OT 1. 

70.21ー71. 9， IX. 496. 20ー25， 498. 78-84)。だが， その c u m re とか sinere 

とか言う際の resを直接把握するものがそもそも直覚知であり， その直覚

知から十分に「あり」との判断が結果するからこそ， それは明証的だったの

ではないのか。 それにもかかわらず， 直覚知の外にresのあるなしが(即

ち exsistentiarei が)判断に影響するという説明は， 初めに直覚知を導入し

た時とは異なる視点に立つものではないか。 初めは対象に向って， それを

見， 何かとして言語把握しているという立場で事柄を記述していた。 そこ

ではあくまでも見ている私が私自身の見ている事を語っていたのである。

これに反して， ここでは， 対象と見る人とを等分に見比べ て， 一方 に は

res があり他方には直覚知があるから， res est となる等 々と記述してい
(13) 

る， と差し当り考えざるをえないように思われる。

オッカムの説明を以上のように解することに大過ないとするならば， こ

う解する私は続いて， オッカムはこの点においては首尾一貫していなかっ

た， と言わざるを得ないだろう。 もちろん， これによってオッカムの主張

を全部否定することにはならず， 存主Eの意味を決める場面， 或いは論理の

場面におけるNInEの必然性については評価しつづけるであろう。 がそれ

をもう一度， 認知の場面に戻して説明し直す仕方が不十分であることを認

めねばなるまい一一以上の解釈に大過がないならば。

12. では， オッカムはどう答えるべきだったと言おうか。 まず， 複数の

ものの直覚知に基づくならば， それらのものがある， というだけではなし

それらの聞の内属関係， 位置関係等に関する偶然真理も知られる， とオッ

カムが主張していること (OT 1. 31. 17-22) を指摘したい。

次に置で論じたように， 我々は現在命題から過去及び未来命題へとsig

nif ic are の妥当する領域を拡張することと， 神における直覚知の対象の範

囲が全時間に亘っている事とを結びつけて考えたのであるが， そこから帰

結することは， 例えば過去に存在したものの直覚知に依るならば「これは
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過去にあった」という時間的限定を伴う明証知が成立することである。

以上の二点から， 直覚知に由来する， ものの存在に関する判断は ， 空間

的・時間的な位置関係に関する限定を伴っていることになる。

このことを確認した上で， 次に我々はこの過去・未来命題と並んで可能

様相が導入されていたことに注目しなければならない。 ここにおいて， オ

ッカムは現在から非現在への時間的拡張と並ぶものとして， 現実から可能

への様相的拡張を行っていたのである。 そうであれば， 現前するものにつ

いてその存在に加えて位置関係を如何にして知り得るのか， 又過去ないし

未来のものの直覚知に基づき， 如何にして時間的限定を伴った存在が判断

されるのか， とまず問うべきである。 この間いに答えることが出来るなら

ば， それと同様の仕方で， 或い は少くともそれを考察の糸口として，NInE 

に依り如何にして「このものはあり得るJ即ち「このものは現にはない」

と知り得るかにも答える途が見出せよう。

だが， オッカムは空間的時間的限定に関する「如何にしてJについて，

私の知る限りでは語っていない。 従って， それについてはい くつかの可能

性を吟味する他ない。

或るもの(R)の時空間における位置関係がRの直覚知に含まれている

とすれば， Rの直覚知はRの変化及び時間の経過とともに常に変化してい

ることになり， これに基づいて iRはいつどこにある」 と言える事にな

る。 この考えを拡張し得られるのは， Rが実在している時と実在していな

い時との聞では， Rの直覚知自体に違いが生じるという説明である。 即ち

この二つの場合では， 直覚知自体にいわばプラス・ マイナスともいうべき

違いがあって， それに由来して「ある」と「なL、」との反対の 結 果 と な

る， とするのである。 しかしながら， このように考えると， 或るものを或

る一定の何かとして把握するという直覚知の基本的あり方が崩れかねな

L、。

では， Rの時空間における位置関係そのものが直覚知の対象となってい
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ると考えようか。するとíR はいつどこにあるJ は， íRJの直覚知に加

えて「いつどこに」の直覚知に基づくということになる。だが こ の 考 え

は， 直覚知は res を対象としており， かつ res は実体と質の二つのみであ

る(つまり関係などは realis ではない ) とするオ7カムの立場に反するこ

とになり， 不整合の修正はますます困難なものとなってしまう。

さて， ここで私は見る者の視線を考慮に入れることを検討 し た い。即

ち， 眼前にあるRの直覚知を我々が持つ際にíRがいまここにある」 と知

るのは， 我々の能 動的な視線の向け方及び焦点の合せ方によっ て で あ る

(もちろん， 私は単に感覚的な事をいっているのではなく， オッカムに従

って notitia intuitiva inte l lectiva ，即ち visio intel lectiva をこそ問題としてい

るのであり， くinte llective ) な視線・焦点の合わせ方を考えている)。その

ような， 能 動的な視線・焦点、の合わせ方の拡張によるならば， 過去の或る

時空的場所に視線を向けることが出来るならば， そこにあるものの直覚知

が成立し， 時空的限定を伴った存在の判断が結果することになる。この仕

方を更に拡張することによって得られるのは， 視線を現実的なものから可

能的なものへと向け変えることによって， 非実在の存在可能者の直覚知が

成立する， という解釈である。

差し当って私はこの解釈がオッカムの立場に相応しいと考える。のみな

らず， この場合には先に不適切だとした cum re ， sine re， ないし部分的原

因としての exsistentia rei の解釈に新たな可能性が粛され ることになる。

すなわち， この解釈によれば， 実在という場所に視線を合わせると， 非実

在という場所に視線を合わせるという二つの作業のどちらにおいて直覚知

が得られるかが， あるとないとの分れ目であった。前者であるのは， まさ

にそこに resが実在しているからであり， 後者であれば， res は実在してい

ないのだから実在の場所に視線を合わせる作業によっては直覚知は成立し

ない。即ち， この意味で確かに民s の実在・非実在が相反する判断の原因

とな っているのである。従ってオッカムは決して先に解したようには， も
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のと直覚知とを等分に見比べる立場に立ってしまって い る の で はな く，

cum re ， s ine re と述べる時にも首尾一貫して， 対象に向かいそれを何かと

して見る者の立場から語っている， ということになる。 このようにして私

はオッカムの主張を首尾一貫したものとして理解しようとする 立 場 か ら

は， 目下の所吟味に価する唯一のものとしてこの解釈を提案したい。

但し， この解釈の検討はEの終りに到達した く存在〉への問いを問うこ

となしには終らないであろう。 r 視線をいわば現実から可能に向け直す」

などという解釈の言葉は， 目下の所は単なる類比に過ぎないからである。

註
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(2 ) オッカムの引用は断わりのない限り， Guillelmi de Ockham 0ρera Philo・

sophica et Theologica に依って L 、る。 引用における OP はこの全集 Opera
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るかなL、かが知られ得る(OT 1. 31. 10， 28. 12)Jなどとあるときには， 上例

のような「或るものの直覚知によって， 別のものがないと知られる」場合は考

えに入っていない， と見るべきであろう。 そこから振り返ってみれば， むしろ

Boehn erのように解する方が自然である。 しかし， また， こう言ったからとい

って， オッカムは Day の指摘する場合を排除していたことにな る と解する必
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を得なL、。

( 8) Boehn er，op. c it， p. 228. 
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( 9 )  前掲『ものの認識から語の知へ』参照。
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( 10) 時間的拡張に関して特に問題にしたのが，オッカムの 予定・ 予知論に他なら

ない。 拙論『現前する末来一一オッカムの論理的<予定>理解について一一一』

( û'途上JI 10 号，1979年所収〕参照。

(11) r字義通りには」 と言うのは， 実際にはr<A >ということばと<B >とい

うことばの表示するものは同じである」という意味で(このとき A，Bは sup 

po s i tio ma te r ia l i s を為している)， A e s t  B と言う場合があるこ と を オッカ

ムも認めるから である(OP 1. 88. 122- 136， OT 1 又 556. 7 4-88)。 但 し，

この場合には A e s t  B というより， むしろ条件文とし， Si al i qu id e s t  A， 

ipsu m  e s t  Bが真であるとも付言される。 又， A e s t  B が<A >， <B > と

いう概念についての文である〈この場合は suppo s i t io s i mpl ex )場合も考慮に

入れられている(OT IX. 217. 74ー76)。

では， 字義通りには， 実在の主張を含まないような e sse ないし e s tの用法

はないとオッカムは考えているのか。 そうだとすると本稿の限りで もいくつか

の疑義が生じる。つまり， pe r se no ta なる命題は， A e s t  B という形では表

現され得ないことになり， 本稿の説明は若干の変更を要するのか。 又， ho mo 

e s t  ani mal は本文中にも指摘したように偶然真 理で あ る が， o mne m  ho mi

ne m esse ani mal e s t  ne ce ssa r iu m， o mne m  ho mi ne m  esse ani mal e s t  pe r se 

p r i mo modo は常に真であると言われる(OP 1 .  27 3-276 )時の，<d i ctum>

における e sse の用法はどうなるのか，等々。これらの疑義は， 本文において

も到達する， e sse の意味を問う場面に属するものとなっている。

( 12) 本稿が取り上げた他に，Rep. Z. DD にもこの疑義と答えを記して いるが，

これは不明瞭であるため除外した。

( 13) 従来の解釈者たちは，この点にほとんど疑問をもたな かっ た と 思 われる。

Boeh ne r  (op. ci t.， p. 2 3 1) も Day(op. ci t.， p. 17 5) も， これらのテキスト

をただ引き 写しているに過ぎない。 但し，L e 査は， 実在・非実在が i ntu i tiv e l y

に知られる， というように， cu m r e， s i ne r e を直覚知に含めて解 釈している

ように恩われる(op. cit.， p. 22)。だがLe 妊には注(6)で指摘した混乱があるた

め，不明断さを免れない。


