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ドヮンス・ スコトゥスは， 主著Ord inatioにおいて天使の 個体化の原理を理解する
(1) 

とし、う神学的名目の下に， 七問にわたって個体化の原理について論究している。 彼がそ

こで第一に問題とするのは， r質料的実体はその本性 n a tura から 個 で あるのか」とい

う ことである。もし事物がその本性によって個であるならば， 事物の本性はそれ自身で

�e se個でなければならず， 個体化の原理など必要としないはずである。 しかしその場

合， 本来個であるはずの事物の本性が， 何故「人間」とか 「馬」というように， 多くの

ものに普遍的に諮りうるものとして捉えられるのかが理解できなくなるとスコトゥスは

指摘する。 即ち， 我々は事物を本来のあり方とは異なるあり方のもとに認識していると
( 2) 

いう矛盾が起るからである。 そ こで我々の本性認識が単なる知性の虚構五gmen tum と

ならずに客観性を持つためには， その基盤となる 本性 の 実在性realitasは， それ 自身

で個であるのでなく， 多くの事物に共有可能な実在性として理解されなければならない
(3 ) 

と考えるのである。 この ことから本性は事物において個であるために個体化の原理を必

要とする ことになるのである。

このようにして本位は我々に「何であるか」が認識可能な実在性として捉えられる こ

とになるが， その結果必要とされる個体化の原理は我々の抽象的な認識によっては捉え

られないものと考えなければならなくなるのである。 それ故個体化の原理は「何である
(4 ) 

か」を諮りえないものとして考えざるをえないのである。 しかしそれでは個体化の原理

について一体何が語りうるのかが当然問題となるであろう。 スコトワスは， 他者の見解

を批判して個体化の原理を 「何か」でないものとしてネガティプに語るだけでなく， 事
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物におけるポヅティプな実在性としても語っているのである。そこで， この小論におい

ては， スコトゥスが如何なる観点から個体化の原理をポジティブなものとして捉えてい

るのかを問題にしたいと思う。

I ガンのへンリクスに対する反論

スコトゥスはしはしばガンのへγリクスを論敵としているが， 個体化の原理の問題に

おいても， 第ーに批判の的とするのは， 個体化の原理が「否定J n egati o で あるとする
(5 ) 

へンリクスの見解である。へγリクスは， 個がそれ自体として分けられな いもの indi-

vid uum であり， また他と異なるものであるのは， 本性からその「分割可能性」と「他

に対する同一性」とが取り除かれたことによると考え， このような二重の否定こそが個
(6 ) 

体化の原理であるとするのである。即ち， へンリクスにおいて個体化の原理は本f生から

「何か」を取り去るネガティブな性格しか持たないものとして捉えられているのである。

スコトゥスはこのようなへンリクスの意見に直接反論する前に， 如何なる意味で個体

化の原理を問題とするのかを明らかにしようとし， そのうえで否定がそのような問いの

答えとなりうるのかを検討している。彼 は ま ず. r本性」や 「個」としみ言葉が単に論

理学的概念(第二次志向 )を意味するならば， 何によって本性が個であるのかを問わな

いとした後で， 現実の問題としても， 何によって本性が現実に個であるのかとは問わな
( 7) 

いと言うのである。

何故スコトゥスがこのように諮るのかを理解するためには， 彼が 「個であること」を

如何なることとして捉えていたのかを知る必要がある。彼は， 個を単に「分けられない

もの」と言うだけでなく. r分けられることが自己に矛盾す る もの」であると言う。こ

こで「分げられる」と言うのは， 物理的ないし量的な意味での分割ではなく， 同じ本性
(8 ) 

を持つものに分けられるとL、う意味で語られるのである。何故なら， 質料的な個を量的

に分割することはできても， ソクラテス個人であることは多くのものに共有されなし、か

らである。そもそも， もし個がこのような意味で分げられるならば， それは本性であっ

てそれ自身で個ではないと言わざるをえなくなるのである。それ故スコトゥスは「個で

あること」を 「それ自身と同じである多くのものに分けられることが矛盾するもの」と
( 9) 

して捉えるのである。

さて， 話を問題のたて方に戻すと， もし先程のように「何によって本性が個であるの
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か」と問うならば. r分割に矛盾する ことによって」 というように答えられるとスコト

ゥスは考えるのである。 しかし このような答えでは. r個である こと」の意味が分析さ

れているにすぎない。そ こでさらに個における このような矛盾の成立そのものを根拠づ

けるものが関われなければならないとするのである。即ち， スコトゥスは個において分

割に対して矛盾する直接の内的基盤 fun d a mentum となる も の が 個体化の原理として

関われなければならないと考えるのである。 それ故スコトゥスにおいて， r何によって

本性は個であるのか」 という問いによってではなく， r個において個である ことを根拠

づけているものが何か」としづ形で個体化の原理は関われる ことになるのである。

そ こで次にヘンリクスの主張する「否定」によって， 分割に対する矛盾が根拠づけら

れるかが問題となる。 これに対してスコトゥスは， r否定」によって， ある ことに対す

る直接的な可能性prox imapo ten tia を取り去る ことはできても， 根本的な矛盾を成立
(10) 

させる ことはできないと考える。例えば， 盲人は視力を欠く ことによって見る ことがで

きないのであるが， 盲人に見る ことが矛盾しているとは言えないのである。何故なら，

盲人には見る ことができるようになる可能性が全く無いわけではなし、からである。しか

し個にとっては， 分けられる可能性を考える ことはできないのである。それ故， ヘンリク

スの言うように， 本性から分割可能性を取り去るだけでは， 個における矛盾の成立を説

明するには不十分であると考えるのである。即ち， へンリクスが， 個体化され分けられ

ないものとなっている本性のあり方から個体化の原理を捉えようとしたのに対し， スコ

トゥスはあくまでも本性のあり方からは個である ことを説明する ことはできないと考え

るのである。そのためへンリクスが個体化の原理を本性に対するネガティブな関係性と

みなすのに対し， スコトゥスはそのような関係性の基盤となる ポジティ プな存在性が必

要であると言うのである。従って個体化の原理は本性を個体化するものであっても本性

への関係性だけから意味を持つのではなく， 本性自身が持たない「分割への矛盾」を根

拠づげるものとして独自の存在理由を持つのである。 このようにしてスコトゥスは， 同

一事物の中に， 共通性 co mmuni ta s と個体性 i ndividuali ta s とし、う異なる 意味内容を

根拠づけるために， 本性と個体化の原理という 2 つの ポジティ プな実在性を措定する こ

とになったのである。
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E 分割可能性と不完全性

と ころでスコトゥスは， 個体化の原理が ポジティ プな実在性である ことを， それが完

全性である ことからも示しうると考える。 彼は， 極めて簡単に r分けられること」が

不完全性である ことから， このような不完全性に矛盾するものである個体化の原理は完
(11) 

全性でなければならないと言うのである。 こ こで「分けられる」と言うのは， 既に述べ

たように， 本性が 多くのものに共有される ことを意味するわけであるが， 何故 それが不

完全性であるのかは こ こでは説明されていない。

しかし このような本性の分割が実際に行なわれるのは， 生物においては 「子」を産む

とし、う生成 gen era t lO の場合である。スコトゥスは. r御父」が 「御子」を 生むという

ベルソナの生成について語るために， 被造物における生成の完全性について言及してい

る。彼は生成が被造物 におけ る 完全性 を 意味 す る と し て も， 端的な意味での完全性

perf ecti o  simpli cit er ではなく， あたかも惨めな者にとって惨めな状態において慰めら
(12) 

れる ことが完全性であるのと同じような意味での完全性にすぎないと言うのである。何

故なら， 生成によって自己と似たものが生み出されるとしても， 自己と異なるものであ

るかぎり， 自己は滅びゆくものにとどまるからである。 それ故， 生成とは， 滅びゆくと

いう惨めさにおいて， その不完全性を種の保存という形で補うものにすぎないのである。

その ことからスコトワスは， 生成において本来意図されているのは， 差異性ではなく類
(13) 

似性であり， さらに類似性の方が差異性よりも完全性を意味すると言うのである。 それ

故， 被造物において， 同ーの本質ないし本性が共有される ことは完全性であるが， それ
(14) 

が異なって分けられる ことは不完全で、あると考えるのである。 このようにスコトヮスは，

完全性の観点から， 本性の「共通性」と「分割可能性」とを区別するのである。

しかし同じ本性を異なって共有するという ことはどのように理解されるのであろうか。

スコトゥスは， 個々のものにおける本性の差異性を内的固有の様態 modus in trinsecus 

と言われるあり方において捉えようとする。例えば， 同じ「白さ」にも様々な濃度があ

るように， 偶性に先だっ実体の本性の完全性においても様々な度合 ないし 段階 gra dus
(15) 

があると考えるのである。即ち. r何であるかJquid に関して向ーであっても， それが

「如何にあるかJqua le に関しては， 個々のものにおいて度合の多少 ma gis et minus 
(16) 

という差異を持つと言うのである。 そして このような内的固有の様態は， 個的差異であ

るため本性の抽象的な理解において捨象されるが， 本性の具体的なあり方として， 本性
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(17) 

と実在的に区別されない差異であると考えられる。

スコトゥスは， 本性が このような完全性の度合を持つ ことも， 本性が分けられる こと

から説明するのである。何故なら このような完全性の一つ一つの段階は， 同じ本性を分
(18) 

けもつ部分として捉えられるからである。そ こで本性は変らずに， 本性の完全性の度合

は増減しうるのである。しかし部分であるものがいくら加わっても， 部分の複合にすぎ

ないため， ある段階の完全性を持つ ことは， ある段階の完全性を欠く こととして捉えら
(19) 

れるのである。それ故スコトゥスは， 本性が分けられる ことには， 必然的に不完全性が

伴われると考えるのである。

しかし このように本性が個々のものに分けられる ことは， ある段階の完全性へと制限

される ことであるため， 無限な完全性を持つ神の本性にはあてはまらないとされるので

ある。即ち， 神は内的固有の様態が無限で、ある ことによって， その本性の完全性を全き
(20) 

充満において in tota pleni tudi n e 有すると考えられるからである。それ故， 神の本性

は分けられないものとして， 個体化の原理なしにそれ自身で個であると考えなければな
(21) 

らないのである。

しかしながら， 神の本性は個である ことによって， 共有可能性co mmuni c abi li ta sを

失うわけではないと言う。即ち， スコトヮスは， 神の本性が 3 つのペノレソナに全く等し

く同一な この本性として共有されると考えるのである。そのため 3 つのベルソナは神
(22) 

であると語りうるが， 3 つの神とはならないと説明される。従って神において個である

ことは， 他との関係性を排除するのではなく， 関係性の中における完全な同一性として

捉えられるのである。しかし， 有限者においては このような完全な同一性が実現しえな

いために， その本性が分けられるのである。 このようにスコトゥス に お いて. í分けら

れる こと」は有限性に基づく不完全性として捉えられているのである。

E 個の完全性

従って本性は分けられて個となる ことによって， ある特定の段階における完全性へと

制限されるため， �国体化の原理は本性に対してはネガティフザな意味を持つ ことになる。

それ故， 個体化の原理は事物における最終的な限定を与えるものとして究極的現実態性

u lti m a  a ct u a lit as と呼ばれるとしても， 形相が質料を完成するように本性を完成するわ

けではなし また事物における最高の完全性を意味するわけでもないと言われるのであ
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(23) 

る。スコトゥスは本性の方が， 個的差異をもたらす個体化の原理よりも完全であるとも
(24) 

述べている。

しかしスコトゥスが個体化の原理の完全性について語るのは， 同一事物における本性

と個体化の原理を比べる場合ではなく， 第一実体であるs uppositumを第二実体である

本性と比べる場合なのである。彼は， まず本性がそれだけでは存在しえず， 個体化され

て s 叩positum においてのみ存在する ことから， s uppos it um の方が本性より完全な意

味で実体であり， 自体的に存在するものであると言う。さら に， suppositum は個とし

て数的にーなるものであり， 多に分けられうるー性しか持たない本性よりも完全なー性

を持っとも述べられる。そして このような「存在」と「ー性」におけるsuppos it umの

本性に対する優位は， 個体化の原理である ult ima a ctua litas によると 説明するので
(25) 

ある。

しかし この場合でもs uppos ltumの持つもう一つの特徴である「非共通的である」と
(26) 

いう側面は， 完全性によるのではないと述べている。何故なら， 個が非共通的であるの

は， 本性が分けられて差呉を持つ ことと関連しているからである。即ち， 個体化の原理は

本性を制限するものとしては完全性とは語られないのである。従って， 有限者において，

「個である こと」には， r非分割性J ind iv id ua litas と「非共有性J in c ommun icab ilitas 

という二つの側面が区別されているのであ る。スコトゥ ス は， 前者 を suppos it um の

完全性として捉えるが， 後者の意味では偶性についても個体性を諮りうるとするのであ
(27) 

るO従って個体化の原理はあくまでも s upp os it um を成立させる u lt ima a ctua litas と

してのみ完全性と言われるのである。

さらに， 端的な完全性 perf ect iosimp liciter と呼ばれる， それ自体のうちに如何な

る不完全性も含まない完全性も， 本性への関係によら ず， suppos it um において捉えら
(28) 

れなければならないと言う。何故なら， これらの完全性は， r人間の善」と言うように，

有限な本性の完全性としては， 限定されたものとして理解され る か ら で あ る。しかし

suppos itum においては， 本性に関わりなく「 この善」とし て 成立しているものとして

捉えられるのである。そ こで， アウグスティ ヌス の 有名な言葉である『 この善， あの
(29) 

善。 このを取れ， あのを取れ。そしてなしうれば， 善そのものを見よ』に対しでも， も

し「 この善」がある段階に限定された養， 即ち有限本性の完全性を意味するならば， 無

限な善である神の認識を妨げるので除去されるべきだとするが， もし「 この善」が特殊
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化によるしるしづけられた善bo numsi gn at um を意味するだけならば， 善を端的に理

解する ことを妨げず， その形相的根拠である神に還元 す る こ とができるとするのであ
(30) 

る。 R[lち， スコトゥスにとって， 個である ことは， 端的な完全性の普遍的な一義的理解

を可能にする条件ともなっているのである。

さらにスコトヮスは， 個はその個体化の原理の完全性のために， 無限を形相的に含み
(31) 

うると語っている。 それは， 個が個体化の原理という u lt i m a actu a li tas を 持 つ ことに

よってそれ以上限定されないものだからである。 それ故， 個である ことによって， 本来

無限な完全性である端的な完全性を理解 する こ と が 可能になると考えるのである。 即

ち， 有限者において， 個である ことは， その有限性にも 関わらず， 無限な完全性を現わ

しうる次元として捉えられているのである。

結

スコトゥスは， 個体化の原理の完全性について， 強調する こともなければ， 特に大き

く扱っているわけでもない。 そもそも彼が個体化の原理を完全性として捉えるのは， 分

けられえない こと， 即ち最も完全な意味でーである ことの根拠であるからであり， ポジ

ティプな存在性として措定するのもその ことに基づいている。 しかし このようなー性を

持つものとしてSUpposltumは， それ自体で存在するものであるわけであるが， 個体化

の原理自身はそれ自体で存在するわけではないので ある。 また このよう な supposit um

において諮られる端的な完全性にしても， 個体化の原理自体が端的な完全性を担ってい

るわけで、はないのである。 このように考えると個体化の原理の完全性が如何なる完全性

であるのか分からなくなる。

しかしスコトヮスにおいては， まさに「ーである こと」が存在ないし完全性について

語る基準となっているのである。 既に述べたように， 本性は他と同一である共通性とし

ては完全であるが， 多に分かれうるかぎりで不完全なのである。 また， 個体化の原理iì.

s upposi t um という一つの分けられない全体性を形成するものとして は 完全性なのであ

るが， それ自体はs upposit um を構成する部分的 な 存在性 で あ り， 本性を制限するも

のにすぎないのである。 そして このような， 数多性や部分性が克服されるのは， 本性が

それ自体で個である無限な神の場合であり， その場合に こ そ 端的な完全性が完全な意味

で諮りうると考えられるのである。
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このようにスコトワスは， 一性の観点から被造物における様々な完全性を区別すると

ともに， その不完全性をも示すことによって， 神の完全性について語ろうとするのであ

る。その場合， 最も完全なー性として主題化されるのが， 分けられえないもの， 即ち個

のー性なのである。
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