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トマスにbける「個」の意味

加 藤 雅 人

序

今， ここにー輸の赤いパラがある。そしてそれを見ているソグラテスという個人

がし、る。我々にとって一見自明と思われる「ー」或いは「個」とL寸概念は， 三位

一体論を展開するトマスにとって， ベルソナの個体性を論理的に基礎づけるために
( 1) 

極めて重要な概念であった。ポエティウスによれば， ベルソナとは「理性的本性を

有する個的実体J rat io nali s nat urae i nd ivid ua sub st a nt ia のことに他ならないか
(2) 

らである。ベルソナについて理解するための基礎論としてトマスにおける「個」の
(3) 

意味を考察すること， それが小論の意図である。

I 

トマスが「個」を捉える基本的枠組はアリストテレスによって与えられている。

アリストテレスにおいて， í普遍的なるもの」吋Kα8óì.0υと区別された「個的なるも

のJ �à問。'ëlCau-cωとは， 論理的な次元で言えば「主語 (úrroICôEμ印0ν) について

語られないもの」のことであって， これは 「基体 ( úrrOICE(μ印0ν) においであるもの」
(4 ) 

( =附帯性〉も「基体においてないものJ ( =実体〉 も共に含んでいる。しかし， ア

リストテレスにおいてもそして又トマスにおいても， 中心的に「個」の概念が見い

出されるのは実体の類 である。 なぜなら実体は自己自身によって個体化され(i nd i .
(5) 

vid uari) ているが附帯性は基体としての実体によって個体化されるからである。ア

リストテレスにとって個的実体は， 類( réν05) や種 ( ε[005) などの第二実体と区別

された第一の実体何πpφτω5OÙσfめであり，それこそが真にウーシアの名に値す
(6) 

る実在であった。 しかし， 第一実体と第二実体のこの区別が次の二つの問題を引き
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起こした。即ち， 形相と質料の複合実体における個体化の根源は 何かというこ と

と， 単純実体における「個」 という概念の意味は何かということである。

トマスはアリストテレスの残したこの問題を自覚していたと思われる。トマスは

複合実体 ( res co mpositae) に関する限り個体化 ( ind i vidu atio) の聞が二つに区

別されることを指摘している。即ち， 一つは個体化の根源 (prin cipiu m) であり，

一つは個体化の概念( ra tio) である。前者は質料であるからその意味での倒( i nd i

vid uum) とし、う概念は神には適合し( compe ter めない。しかし後者は「非共通性」

in co mmun i cabilitas であって， この概念を意味する限りにお い て 神 にも ind i vi
(7) 

duu m ということが言われるのである。

従って以下の考察は，まずや複合実体の個体化の「根源J p ri ncipi um ind i vid uatio nis 

が質料であるという命題のトマスにおける多様な文脈を整理し， そこから複合実体

における「個体化J i nd i vidu at ioそのものの二重構造を明らかにする。次に in com

mu n i cabilit as という個体化の「概念J ratio がやはり二重のし方で見い出される

ことを， IーJ un umの概念との関係で明らかにすることによって， 複合実体および

神を含めた単純実体の全存在領域に渡って， 何らかのし方で語られる「個」の意味

の探究へ向かう。

11 

個体化の根源が質料であるという考えをトマスはアリス トテレスから受け継いで
(8) 

いる。しかしこの問題は少し詳しく考察すると次の4 つの部分的な問題に分解され
(9) 

ると恩われる。( 1 ) 可感的個物が如何にして知性認識されるかという認識論の文脈

における， 個物のどこから普遍概念は抽象されるか， という問題。 ( 2)共通本性

(nat ura co mmu nis) あるいは種の本質(essent i a spe ciei) と， その本性又は本質を

有する具体的個物 ( res nat urae) とは何によって区別されるのか， という問題。

(3 )同じ本性を有し， 従って同じ種に属する複数の res nat urae の多数性は何によ

って生じるのか， という問題。( 4) それ自体は多において受容されうる自然、的形相

の第ーの基体は何か， という問題。この4つの観点から， トマスにおける個体化の

根源が質料であるということの意味を考察しよう。

( 1 )の問題。トマスは， ifスンマ」の 「我々の知性は個物を認識するか」という問
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(10) 

題のなかで次のように言う。「質料的なものにおける個物(sing u lare) を我々の知性

は直接かつ第一義的には( d irec te et p rimo) 認識で、きない。 その理由。 質料的なも

のの個体化の根源は個的資料( materia ind i vid uali s) である。 しかるに我々の知性

は， このような質料から可知的形象を抽象することによって知性認識する。 しかし

個的質料から抽象されたものは普遍( uni versa le) である。 従って， 我々の知性は直
(11) 

接的には普遍しか認識できない」。 又『真理論』において次のように言う。「我々の

知性のうちにあるものの類似は， 個体化の根源であるところの質料及びすべての質

料的条件から切り離されたものとして受け取られるので， 本来的な意味で言えば，

我々の知性は個物を認識するのではなく， 普遍をのみ認識する」。

これらの箇所で， 個的資料といわれたり， 又単に質料といわれたり質料的条件と

いわれたものは何であろうか。 それは， 指定質料( materia signata) である。 指定

質料がこの場合の個体化の根源であり， すべての知性が「ここ」と「今」とから拍
(12) 

象を行なう時， この指定質料から普遍概念を抽象するのである。 そしてこの指定質

料は， r限定された次元の下にあるJ sub d eterminati s d imen sionibu s e x i sten sと
(3) 

言われている。

( 2)の問題。 トマスは『デ・エンテ』において， 個物と種の本質とはどこが異な

っているのかとL、う問題を扱っている。 そこではまず， 複合実体において本質が形

相と質料を共に含むのでなければならないことを論証した後に， 次のような問を立

てる。「しかし， 個体化の根源は質料であるから， 質料と形相を同時に含む本 質 は

単に個的なもの(particu lari のであって普遍的ではないことが帰結するように思わ

れる。 従って， もし本質が定義によって表示されるものであるとすれば， 普遍は定
(4) 

義を持たないことになってしまうであろう」。

この異論に対してトマスは次のように答える。「質料はどのような意味においても

個体化の根源と受けとられるのではなく， ただ指定質料のみがそうなのである。 つ

まり， 限定された次元の下に考察された指定質料のことである。 しかしこの質料は，

人間である限りの人間の定義に措定されず， ソクラテスの定義において (ソクラテ

スが定義をもっと すればであるが〉措定される。 人 間の定義には， 非 一指定質料

( mater ia non s ignata) が措定される。 従って， 人間の本質とソクラテスの本質と
(5) 

は， 指定性と非 一指定性という点、に関してのみ異なる」。 この文脈においても， ( 1) 
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の場合と同様に指定質料が個体化の根源であり， それは「限定された次元の下に考

察されたJ s ub d ime ns io nibus d etermi nat is co nsid erata 質料である。
(16) 

( 3  )の問題。 トマスは『対異教徒大全』のなかで次のように言う。 Iその他の附

帯性のなかで次元的量( qua nt it as d ime ns i va) だけが， それ自体で個体化されてい

るという固有性(proprium) を持っている。 その理由。 次元的量の概念のなかには

位置 (posit io) が含 まれているからである。 位置とは全体における諸部分の秩序

(ord o part ium i n  t ot o) のことである。 実際， 量はこうした位置を持っているので

ある。 ところで， 同ーの種のなかに諸部分の多様性(d i versit as) が認められるなら

そこには常に個体化が認められる。 一つの種に属する複数のものは， 個によっての

み多数化される(mul t i  pli cari) からである。 そして次元的量のみが自らの概念のう

ちに， 同じ種に属する個の多数化(mult ipli catio) が生じうることの根拠を有する。

それ故， この多数化の第一の根拠は次元からくると思われる。 なぜなら， 実体の類

においても多数化は質料の分割によって生じ， この分割は次元の下に考察された質

料に関してのみ理解されうるからである。 実際， 量を取り除くと， すべての実体は

分割されえなく なるからである」。 この文脈から明らかなように， 同じ種に属する
(17) 

複数の個の多数性の根拠としての個体化の根源は次元的量である。

(4 )の問題。 トマスは『スンマ』の「神に質料と形相の複合が認められるか」と
(18) 

いう聞の異論で次のように言う。 I質料は個体化の根源であると思われる。 実際神

が多くのものについて述語されることはなし、からである。 ゆえに神は質料と形相と
(19) 

から複合されている」。 この異論に答えて言う。「質料に受容されうる(re cept ibilis)

形相は， その質料によって個体化されている。 質料はすべてのもののもとに在る第

一基体(pr imum s ubie ct um s ubsta ns) であるから， 他者において在るということ

はできなし、。 これに対し形相は， 何か他のものによる妨げのなし、かぎり，複数のもの

に受容されうる。 ところが質料に受容されえず独立 に自存する(perse s ubsiste ns) 

形相は， まさにその「他者に受容されえなL、」 ということによって個体化されてい

る。 神はそのような形相なのである。 故に， 神が個であるからといって神が質料を

有するということは帰結しない」。 この文脈に お いて， 質料が個体化の根源である

ということは質料が第一の基体としてそれ自体は「他者に受容されない」という在

り方をしている限りにおいて捉えられている。 複合実体の個体化の根源が質料であ
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るということは， 以上(1 )(2 )(3 )(4 )の多様な文脈において展開されている。

III 

次に個体化の「根源」 の多様な文脈において現われた「個体化」そのものについ

て考察しなければならなL、。 複合実体における個物が普遍概念や共通本性との関係

において考察された場合 ((1 )と(2 ) ) の個体化の根源は指定質料であった。 質料

のこの指定性は「限定された次元」すなわち次元的量によってもたらされる。 次元

的量は一つの種のなかに， 同じ共通本性を有し我々の知性によって同じ普遍概念で

認識される個物が多数あることの根源でも あ る ((3 )の場合〉。 従って， (1 )(2 ) 

(3 )の場合は結局「個体化」 ということが， 種から個への多数化( mu lt ipl ic atio) の

観点で捉えられている。

これに対して(4 )の場合，11固体化」は「他者に受容されなし、」 という観点から捉え

られている。 この場合， 個体化の根源としての質料は基体として形相を受容すると

いう働きが前面に出ている。 「他者に受容されなL、」 ということは，形相と質料の複

合実体が「自己自身において存在するJ in se e x istere ということである。 e x istere

の根源は形相であるにしても， in se ということの根源は 質料である。 そしてi n
(20) 

se eXl stere ということは 「自存するJ su bs istere ことであるから， 質料は形相の

もたらす ex ister e にm se をつけ加えることによって複合実体の su bs ister e の

根源であり， その意味で個体化の根源である。 従って(4 )の場合j個体化」 される

ということが su bsistere という観点で捉えられている。

実際， トマスは被造物において個体化の根源の果たすべき機能として， 次の二つ
(21) 

を明示している。 即ち， 自存することの根源(pr inc ipiu m su bs istend i) と共通本性

を持つ個体(su ppos itu m) が互いに区別される( d ist ingu i)ことの根源とである。 以

上から明らかなように， 複合実体において「個体化J ind iv idu at ioは mu lt iplic at io

(或いは d ist inct io) と su bs istere とし、う両面性を持っているのである。

IV 

複合実体の「個体化」の二つの意味に対応して個体化の「概念J rat io ind iv idu a

t ionis 或いは個の「概念J rat io ind iv idu i も又二重性を持つ。 トマスは『スンマ』



138 
(22) 

で次のように言う。「実際， 個の概念( r atio ind i vid ui) には多において存在し得な

いということが属する。 これは二つのし方で生じる。 第ーに， 本性的に他者におい

て存在しないことによる。 この意味では非質料的分離形相がそれ自体で自存してい

るので自己自身によって個体化されている。 第二に， 実体形相や附帯形相が本性的

に他者において存在するが多において存在しないことによる」。ここから明らかなよ

うに， r多において存在しないJ non in pluribus esseという個の「概念」はまず，

それ自体で自存している(per se s ubs is tens)形相， 即ち非質料的分離形相(formae

i mmateri ales sep ar atae)においてみられる。 これらの単純実体は形相がそれ自体で

s ubs is tere し， s ubs istere することによってそれ自体で個体化されている。 これに

対して複合実体の場合は， 形相がそれ自体で s ubsis tere せず， 形相と質料の合成

体 (c o mpositum) が s ubsistere する。 その意味で複合実体の s ubsis tere は質料

によって支えられている。 それのみならず， そのような複合実体は量によって数的

一性を与えられて， 同じ種の他のすべての数的にーなるものから区別される， とい

うし方で個体化されている。 このように， r多において存在しない」という個の「概

念」も， s ubsistere するものと数的にーなるものとL、う二重の場合において見い出

されるのである。

ところで， í多において存在しない」という個の「概念」は， í非共通性」という個体

化の「概念」と同じ内容であると思われる。実際， r非共通性J in co mmunic abili tas 

とは， rーにして同じあるものJ ali quid un um e t  i de m が (i) r多に分割されず」

non in pluribus d i vid itur ( ii) r多に述語されずJ non d e  pluribus p r aed ic atur 
(23) 

( iii) r不可分であるJ non d i visibile est ということである。つまり「非共通性」

の概念は， rー」なるものが「多においてない」ということによって成立 する概念で

ある。 従って， r非共通性」或いは「多においてなし、」とL寸概念は， r一」の概念
(24) 

に基いているのである。即ち「個」の概念は「ー」の概念に基くのである。

周知のように， トマスにおいて「ーJ unumの概念は二つのし方で見い出される。

一つは不可分の有(ens ind i vis um)を意味する「ーJ. 即ち有と置換される「ー」 で

ある。 もう一つは， 数の根源 (princ ipium numeri) としての 「ーJ. 即ち数的な
(25) 

「ー」である。これら二つのし方で語られる「ー」はまさに， r個」の概念の二つの

場合に対応している。即ち， 数的にーなるものにおいて見い出される「個」の概念
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11， 数の根源としての「ー」の概念に基き， s ubsis tere するものにおいて見い出され

る「個」の概念は， 有と置換される「ー」 の概念に基く。前者は，量による附帯的な

「ー」に基く， 附帯的な「個」の概念を意味する。これは， 複合実体においてのみ

見い出される「個」の概念である。後者は， 存在論的な実体の「ー」に基く「個」

の概念を意味する。これは， 複合実体と単純実体の両方の存在領域に渡って見い出

される「個」の概念である。 神は自存する存在そのもの (i ps um esse s ubsis tens) 
(26) 

であるから， 神に適合する「個」 の概念は存在論的な「ー」 に基く「個」の概念で

ある， というよりはむしろ神は「個」 そのものと言わねばならない。
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に伴う附帯性である。それ故， 物体性そして次元の下にすでにおかれた質料は，

様々な部分に分割されてあると理解されうる。その結果， そのような質料は，
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