
I 序

ボエティウス「神学論集』第5論文

に￡、けるkOστασC�について

石 川 悦 久

121 

ポエティウス( 以下B. と略記する〕の神学論集中， ベルソナ定義 (natur ae r atio

n abilis individua sub st ant ia )を 以て著名な第5論文の直接的なテーマは， キリスト

論上の難 問， つまり “e x duabu s n aturis et in duabu s " 表現に集約されるキリストの

二性一位格の問題を， 哲学 ・神学的立場から論証する ことにある。そしてその際，

B .のとる当該論文の学的方法は， まず 二性一位格に係わる重要 概念の n atur a と

per s on a を概念規定し， その上で， 二概念を具体的神学 問題に適用する ものとみる

ことができる。

しかし， 当該論文の構成および 概念規定の仕方を仔細にみると， B. にとって，

当面の課題であるキリスト論の枠内に限定して処理しきれない 概念規定上の問題が

伏在していると 考えられる。それは， 当該論文の内容， 構成からみて， 第 3章 (厳

密には現行 te xt の5行 目以下 )の 意味なり位置づけの問題であり， 端的にいって

B . のベルソナ定義そのものといえよう。

当該論文の構成上， 論理展開は， 第 3章官頭でのベノレソナ定義提出( c. 3， 4ー5 )

後， ただちに第 4章に接続しうるのであり， 第 3章は， 概念規定そのものを一度は

なれてペルソナ定義を新たに別の観点から補完説明するために挿入された， いわば

註解的性格の濃い部分である。とはL、えその際， ベルソナ定義の後半部individua

sub st antiaが individua sub sistent ia と置換され， ただちに， sub st antia と sub sistent ia

の両 概念の異聞が関われ解釈上のcr ux になるのを始め， 積極的にギリシア語概念

が援用され， ギリシア ・ラテγ諮問での概念の対応と整理が試みられるなどして間
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題の多い箇所で もある。そしてとりわけペルソナ定義が 何dστα 0，<;;( 以下ú .と賂
( 1 )  

する ) 概念のラテン語援用である事実力:明示され(c. 3 ，  5-6 )， しかも， この概念
(2) 

が， 三位一体論上のμfα oùaéα -τ p Ei<;; úπoστáCTl::c<;;問題と連関され， ペルソナ概念

がキリスト論と三位一体論とにまたがる重層的意味を 担っている点が 注目されるで

あろう。

そこで， 当該第5論文の直接的なテーマはさておき， 第 3章においてペルソナ定

義の補完説明にあたりB. がú. 概念を積極的に援用した事実に着目し， その意味

を， B .によるú. 概念の理解の仕方を通じて検討してみることにする。

11. B.による何dστασ，<;;概念援用の特徴

第 3章で， B. はペノレソナ定義を補完説明するにあたり， 三位一体論上でのμfα
(3) 

OÙσfα ーτ p Ei<;;úπoστáou<;;問題を意識した上でú . 概念を援用していると言え る。

だとすると， と うぜん， 01)σfα とú. 両 概念の区別および 相互の連関の問題に関し，

存在論ないし形而上学的観点が要請されざるをえないと もいえよう。

ところが， 第 3章の問題展開の仕方をみると， 単純にこれを追認するわけにはい

かなくなる。

すなわち， まず， 概念の区別および連関は， 単に三位一体論上での oùσfα( ニ

esse ntia) とú. ( = s ubst ant ia) 聞の区別 ・連関にならなL、。 両概念の聞に， oùolωσC<;; 

( = subs iste ntia) 概念が 介在し， Où(Jlα とú. 概念がただちに区別・連関させられて

いるのではなL、。 むしろ， u 概念は， もっぱら新たに導入されたこの oùolωOC<;;

( = subsi ste nt ia )概念と区別 ・連関させられるのである。

また ú 概念が元来存在論的性格が 濃く， しかも， 第 3章の問題局面が三位一

体論上の要請を背景に持っているということだけで， 第 3章の展開の仕方なり， B. 

のú . 概念そのものを， もっぱら寄在論的観点ないし立場を前提して論ずることは

できなL、。B. の意図はともかし そもそもB. のú. 概念は， 論理・存在のいずれ

と も決し難い性格を担っていると認めざるをえない。 この点にB. のú. 概念を解

明するに際しての問題が 庇胎しているからである。

B. はペルソナ定義がú. 概念の援用である事実を明示するとと もに， この概念

の訳語として s ubst ant iaを指定する(c. 39-44)。そして， 第 3章内において， B. 
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は， s ubs tanti aを ú. の意味に限定して， 他の概念と厳に区別して用いる。 確かに，

ú .  を ラテン語で文字通りに対応する s ubs tanti a と 訳すこと 自体に問題はないはず
(4) 

である。 ところが， このú. としてのsubs tanti a の概念を意味づけるにあたり， B 

は， 語源遡及して (sub-s tare)， しかも acci dens の基体 ( 主語 ) 的 在り方と解す

るのである。すると， なるほど， B. のú. 概念の理解の仕方は， ギリシア概念の

単なる援用ではない 。そ うではなく， acci dens の基体という受容の仕方にこそ，実は，

B. のú. としてのs ubs tanti a 概念の論理・存在にまたがる性格がみられる。そし

てこれが， 第 3章における論理・存在のいずれの観点とも 限定し難いB. によるú.

概念の理解の仕方の特徴であると言えよう。

以下において， 改めて， B. によるú. 概念の理解の仕方を具体的に 主眼がどこ

にあるのか検討してみる。

III. lÍn-oσ-raσISとしてのsubstantia

l. ú. 概念の導入

さて， u. 概念は， 二段階で 導入されている。

(1) αé o&aEαt Ù)μI;v τ ofS 1>αÐóλ OU Etvαt ðúvαu ταt iv ð占 τ oiS & τdμ Ots 1>αJ 

zατdμép os μóvOts ú<p[a ταu ταt . 

コessenti aei n  uni vers alibus q ui dem esse possunt， i n  soli s vero i ndi vi dui s e t  p ar ti c ul a-

ri bus subs tant (c. 3， 31-5). 

(2) Q uoci rc a  c um i psae subsi s tenti ae i n  uni vers ali bus q ui dem si nt， i n  p ar ti c ul ari bus 

vero c api ant subs tanti am， i ure s ubsi s tenti as par ti culari ter s ubs tantes úπoa τåaus 

appel! averunt (c. 3， 36-9 ). 

まず， (1)において， 主眼は， 存在論上での本質荏在者 (oùa[αt = essenti ae pl .) の

二つの在り方にあり， そ れは， 普遍的な可能存在 (ûv.αt ðúvαυ ταt = esse possunt) 

と個別的な現実存在 (匂[ar:av ταt = subs tant)とに区別・対比される。 もっとも ， た

だちに， 普遍者の認識は個物に由来するI ntel!ec tus … uni vers ali um rer um e x  p ar ti

c ul ari bus s ump tus es t (c. 3， 35-6 )， と言われ， 普遍者の認識 問題が挿入されるが，

それにより存在 問題が排除されたことにはなるまい。

次に， (1)のギ・ ラ対 訳文を 敷街し た (2)にお い て oùaEαt = essenti ae を s ubsi s-
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tentiae に置換した上で， u . 概念は 分析的にラテン語受容される。 この場合， ú. 

概念の表出の仕方全体に着目する必要があるだろう。 s ubs istentia は subst antiaの在

り方を c apere する， そ して， その結果と して s ubst are している subs istentia をú.

と 呼ぶ。 この場合， 先の(1)での動詞表現 (esse possunt， substant) に看取される本

質存在者の単なるこつの在り方の対比に対 して， 今度は， 積極的にむしろ 普遍存在

者の現実存在者の在り方への移行関係が合意されて， 可能容在の現実存在化 した 在

り方と して提示される。

もっとも， 在り方の移行過程が 視野にあったと考えざるをえないとしても， ラ テ

ソ語 概念 s ubst antia(<s ubst are)一語にそれが合意されうるかは疑問となろうが。

このú. 概念の導入を通じて， B. によるú. 概念の理解の仕方のうちには， 存

在論上の， 可能存在から現実存在への移行， すなわち， 本質の実現 ・現実化のモメ

γトが看取されよう。

2. subs istentia と substantia

第 3章において， u. 概念を援用するにあたり， B. は oùaíωσlr; ( = subs istentia) 
(5) (6) 

概念を対 概念と して導入 し， しか も両者を厳に区別する (c. 3， 39-41)。 両概念の

区別の意味はど こにあるのか。

(1) S ubs istit enim q uo d  ipsum acc identibus， ut poss it esse， non indiget. S ubst at 

autem id q uo d  a1 iis acc identibus s ubiectum q uo ddam， ut esse v ale ant， subm inistr at 

; s ub il1 is enim st at， dum sub iectum est acc identibus (c. 3， 45-9). 

(2) I t aq ue gener a vel spec ies s ubs istunt t antum ; neq ue enim acc identia gener ibus 

spec iebusve conting unt. Indiv idua vero non mo do s ubs istunt verum etiam substant 

; inform at a enim s unt iam propr iis et specific is differentiis et acc identibus u t esse 

poss int m inistr at， dum s unt sc il icet s ubiec t a  (c. 49-55). 

便宜上 二部に 分けたが， s ubs istentia ( = oùaíω仰のと substantia(= ú. )珂概念とも

に， (1)， (2)を通じ acc idens との係わりから捉えられ， B. がú . 概念を理解する上

での一 つの特徴的な視点を提供しているといえる。 もっとも， ギリシア語 概念と し

てのú.<押印r:aa8，αcからは生まれない視点であり， あくまで， ラ テン語概念と し
(7) 

ての substantia 概念のみに係わる 問題である。 ただ し， この視点か ら た だ ちに，
(8) 

v. Sch urr のように， 第 3章においてB. は あくまでú. 概念を論理的概念と して
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論じ， 問題展開の仕方が， カテゴリー論の線上にあり存在 問題に 中立 的であると解

釈する ことは， そもそも疑問である。 むしろ， s ubs tantia 概念は， 単に a ccidens と

の係わりからは， 論理・容在のいずれに 主眼があるかは判定しにくくなっているの

である。

さて， なるほど， esse をー義的に解釈する ことに困難があるともいえ， Dasein 
(9) 

とSosein を区別しうると反論されるかもしれなL、。しかし， やはり， (1)， 一方 sub-

s is tentiaとは， 在在し うるために (utposs it esse) a ccidens を不要とする脊在者の在

り方であり， その限りで 自体的 ・独立 的 在 り 方 で あ る。 他方， subs tantia とは，

a ccidens が存在するために(ut esse valeant)， 基体( 主語 ) になる容在者の在り方

であり， その限りで 基体的( 主語的〉在り方である。

更に， (2)の 普遍者 ( 類 ・種) と個を対照させた例から， s ubs is tentia と は， 端的

には 普遍者としての自体的存在であり， かつ， 既に固有の種差によって形相づけら

れた限りでの個を個たらしめる本質規定的 在り方でもある。 こ れに対し， s ubs tantia 

とは， 端的にいって， 個としての基体的寄在である。

以上， 確かに， 両概念とともに a ccidens との係わり方， つまり， その要・不要の

観点から， s ubs is tentia は 普遍者の本質存在としての在り方であり， s ubs tanti a は個

の現実存在としての在り方であると， 二つの在り方として区別される。そして， こ

こでは， 単に 概念的に 普通者と個の在り方が区別されているだけともいわれよう。

しかし， たとえ 概念的にせよ， 一度 この存在を可能と現実とに区別しなければなら

ないという ことは， 同時に 相互の連関が 問題になるからであり， こ こにB . による

ú. 概念の理解が込められていよう。 具体的な個において実現されている s ubs tantia

としての在り方は， 単に 普遍者 の subs tantia としての在り方をもはや不要とし， そ

れと区別されるために導入されているのではなL、。 むしろ， 個の subs tantia として

の在り方にとって， subs is tentia の存在は本質的なモメントである。s ubs is tentia を欠

く s ubs tantia の概念はありえないのである。 本質性を具有しない現実存在は s ub -

s tantia (= ú .  ) とはいえなL、。

更に， subs tantia の在り万が見方を変えて関われでもいる。 個が個と して現実容

在する上で， a ccidens は不可欠の要件である。 個は， 種的形相によって規定されね

ばならぬとしても， a ccidens の担い手としての機能を現に発揮して始めて， 具体的
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に現実存在すると言われるのである。しかも， a ccide n s が 存 在 し う るために(u t

e sse po ssint)， あるいは ， 個が 基体である限り (dum ..…) という限定表現は， こ

こでも， 単に現実存在者の存在構造を一度概念的に区別しているだけではない。 そ

うではなく， B . にとって， a ccide n sの基体であることが現実帯 在 で あり， しかも

そのお cide n sの寄在すら可能と現実の連関において捉え直され うるのである。 個の

sub stantia としての在り方のうちには， 実現ないし現実化の問題が含 意されている

のである。

sub si ste ntiaと sub stantia 両 概念の係わりを 以上のよ うにみる場合， 概念 は 単に論

理的に展開されているのではない。 むしろ， ここでも， 本質存在の現実存在化とし

てのB. によるú. 概念の動態的理解の仕方の一端が看取されよ う。

3. sub stantia と伺

さて， sub stantia (= ú. ) の 在り方が， ラテン語 概念として語源遡及して( sub 

stare )意味づけられ， a ccide n s に対する 基体的 在り方であると解される場合， a cci

de n sの担い手が個であってみれば， ょとしての sub stantiaとは，端的には個の在り

方， 個に実現されている 在り方であったo sub stantiaが，すぐれてこの個的 在り方で
(10) 

ある点は， ペルソナ定義を始め， U. 概念の展開にも端的に現われている。

例えば， ind iv idua sub siste ntia ( c. 3， 28-9 )， sub siste nt iae p ar ticul ar iter sub stante s 

( c. 3， 38-9 )の表現において， 確かに， ú. (=per so na) 概念の一半を占めるモメ

γトとしての本質性 ( sub siste ntia)が不可欠である。 が， 同 時 に ま た， indiv idua， 

p ar ticu lar iter の限定が不可欠であった。 むしろ， U. 概念のも う一半のモメントで

ある 基体としての現実性を示すものとしてのこの限定なくしては， この概念は単な

る醤遍存在者の在り方と区別されなくなる。

したがって， 個的本質害 在 indiv idu a sub siste ntia の個的 ind iv idua とは， 可能存

在を現実化した ・伺として現実化した ・個体化した等の意味を担いうると解される。

そ れだけに， ind iv idua， p ar ticul ar iter に込められた意味は大きいはずである。 そし

て更に， U. 概念が， 端的に r atio nab ile ind iv iduum ( c. 3， 8 6ー7)とされる場合， 他

ならぬB . のペルソナ概念の究極的なモメントカ" 理性性と個体性とにあった点が

明らかになるばかりではなL、。 更に， ind iv iduum 一語に本質性と現実性とが集約さ

れ， ind iv iduum は現実容在として本質を具現した個の意味を担いうるわけである。
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このように sub stantia(= ú. )概念の， 個の 在り方・個の問題としての意味は大きい。

そ うい うわけで， 5. としての sub stantia は， 個の問題を苧んでおり， 個体性お

よび個体化の問題として展開可能であろう。

ただし， B . によれば， 個ヵ:個であるためには， (1)種的形相に規定されている，

そして， その限りで 普通者の在り方を共有している， 即ち， 本質性 ( sub siste nt ia )

を具有していること， と 同時に， (2) a cci de n sの基体になっている， 即ち， 基体性=

現実性 ( sub stant ia )を有すること， が必要である。 個は， この 二条件を具有してい

ることで具体的な現実性が保証される。B . の個の概念の モメγトは， 残念ながら
(11) 

この 二つだけである。 したがって， 個が共有する本質規定を除き， 他はー切 a cci -

de n s の 相違によって説明される他はなL、。 その限りで， ーなる本質に対し個の 複

数性は保証される。 が， 個を個と 分つのも a cci de n s の 相違によるだけだとすると，
(12) 

改めて， a cc i de n sの意味が関い直されることになろ う。

後代ないし現代の解釈はと もかく， 少なくと も， B. 自身には ú.(= sub stantia ) 

概念を 自覚的に個の問題として理解し展開した形 跡はみられなL、。 だからといって，

B. による ú. 概念の理解の仕方のうちに， したがって又， ベルソナ概念に個の問

題はないとい うことはできないであろう。 sub stant ia つまり ú. 概念は， まさに

πp6σωπOlJコper so na のことであった。それだけに， 個の問題として展開する余地を
(13) 

充 分持っていたはずである。

以上みてきたように， B. のú. 概念の基本的な 意味は， 普遍者の本質性を具現

した個としての現実存在と解せるであろう。 B. のú. 概念の理解の仕方のうちに

は， 更に， 単に現実容在としての在り方にとどまらぬ， 現実化 ・実現の モメγトさ

え看取された。第3章において， ベノレソナ定義の問題局面が， U . 概念の援用によ

って変化していたことは確実であろう。

ただし， b. としての sub stantia を語源遡及してその在り方を a cci de n s に対する

基体的在り方と解する場合の問題が残されていよう。

IV 結 語

確かに， 第3章において， 概念の存在論的区別が 問題となり， B. は 概念の区別

を 訳語上も 明確に区別しているといえる。
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その場合， 単にoùaéα= ess ent mと ú. = sub sta nt ia の 二 項に区別されるだけではな

い。oùa!.α= ess ent ia は， 端的に無規定な， あるいは超越的根源的存在に限定され，

普遍者の 本質として規定された 在り方としての OÙIJíωIJCS= sub sist ent ia と更に区別

される。 その上で， こ れ らを ú. =sub sta nt ia と対比・区別する。 こ うして， ouσfα 

( =  ess ent ia) -OÙIJ íωσcs (=sub sist ent ia)- ú. (=sub sta nt ia) の存在論的階層区別が行

なわれる。

そして次に， 相互の 連関も 問題となる。 B. のú. 概念の理解の仕方には， まさ

に現実化 ・実現のモメγトカ:看取されていた。 だが， 存在論上の概念の 連関といっ

ても， 厳密には， 普遍者と個の聞での 二 項 連関にとどまる。 しかも， 在り方の移行

過程そのものを 問題 意識の中心にすえ， その移行の仕方を積極的に捉えているとは

いえなL、。 強いていえば， それは， acc id en s の基体となる ことによるとしかいえな

い。 現実化 ・実現はひとえに acc id en sの問題に集約されてしまう。

したがって， 可能脊在と現実存在の対比ないしその移行， 現実化といっても， 本

来， 伺の在り方の概念 分析にすぎないともいえ， 自体的存在者としての 普遍者が現

実化するという 問題局面での視点を貫き通しているわけではない。

そ れというのも， 実は， B .の sub sta nt ia 概念は， V. 概念の訳語にとどまら ず，
(14) 

カテゴリー論上の OÙσfα， τ6ðg τc の訳語でもあり， 論理 ・存在にまたがる重層的

意味を字んでいるから である。

実は， Bは ú概念の導入に際し， カテゴリー 論上の訳語 sub sta nt ia をそのまま

ú. の訳語とする ことができた。 論理・存在の区別が困難とはいえ， 論理的 性 格の

濃い OÙIJíα の訳語を存在論的性格の 濃い ú.の訳語としえた0

ú. としての sub sta nt ia は， 単に 普遍者の自体的容在としての sub sist ent ia と区別

されていることからも， 具体的現実存在としての在り方を意味する。 そして， 普遍

者ハ在り方と対比されている限りで sub sta nt ia は寄在論的性格を担っている。 しか

も， acc id en sの基体的 在り方として意味づけら れ， acc id en sの担い手が個である 以上，

個が端的には現実存在者としての在り方を具有しているのは 自明である。

ところで， 本来， acc id en sはカテゴリー論上の第一カテゴリーと対置さ れ るが，

その場合， 第一カテゴリーがただちに存在論的 概念としての性格を持つわけではあ
(15) 

るまい。 しかし， V.としての sub sta nt ia の在り方を意味づけるに 際して導入され
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た acci de ns は存在論的場に 既に置かれていた。第ーカテゴリーがただちに存在論的

概念としての性格を持つわけで も， 現 実存在者を意味するわけでもないとしても，

第ーカテゴリーが， ú. と同ー訳語 substa nti aをとる 時， そもそも 存在論的に 中立 的

な 概念でありえただろう か。第一カテゴリー の訳語 は esse nti a ではなく， substa nti a 

が もっぱら採用されていた点も見逃がせまL、。

むしろ， 第一カテゴリー ， いわ ゆる 実体 概念は， 在在論的に 中立 ど ころか， 既に

現 実存在者の在り方に具現されたものとする存在論的 了解を合意し， その限りでは，

ú. 概念と 原則 的に区別されない。つまり， 第一カテゴリーとしての s ubsta nti a の

在り方が， そもそ も ÍJ . に他ならないとする存在論が前提にあるように 思われる。

もし， この解釈が正しいとすれば， B. のÍJ . 理解とは， 第一カテゴリーとして

の substa nti a に内包されていた荏在論の展開であり， 存在論的 基礎づけに他ならな

かったとL、えよう。
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