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オッカムにおける

フィクトウム理論について

大 鹿 一 正

I 

オッカムは「命題集註解』第一巻第二区分第四問題から第八問題に亘って，
(1) 

「普遍」とは何かについて論じている。 第四一七問題はスコトゥスを中心にし

た歴史的研究といってし六、が， 普遍は実在する事物であるとか， 事物の中の本

質であるとか， いわゆるスコトゥスの 共通本性を含めて世に行われている普遍

の諸理論を 吟味したり反論したりした上で， そこで 彼は普遍は概念 conceptus

であるとL、う説を確立し， 然る後， 第八問題で、その普遍概念の本性は何かを 吟

味するのである。 我々はそこに普遍概念の有力候補として， 知性認識活動その

もの， すなわちintellectioだとか， スベチェスであ る と か， 知性認識活動か

ら 結果的に生じ魂の中に実在的に存する事物の似姿であるとか， ことばに対応

するごとき或る人為的制定記号であるとか， 魂の中に観念的に存在し実在的存

在は持たない観念像， すなわちフィクトゥム五 ctumであるとかが挙げられ，

これら各種各様の理論が検討されるのを見るのである。 オッカムのインテレク

チオ理論であるとか， フィグトゥム理論であるとかいわれるのはこれが起源，
( 2) 

或いは， 起源の一つである。

ところで， オッカムは， かように第八問題において普遍に関する諸理論を綜

合的に 吟味しながら， 結局， 最後的な 結論を出すにいたっていない。第八問題

の終りのところで 彼は， これら諸理論のうちのどれがより多く真であるかは他

の人々の判断に侯っとし， ただ， �、かなる普遍も， ことぼや文字のごとく任意

の人為的制定に基づく普遍は別として， どんな仕方においてであれ魂の外に存



28 

在するものではなし自己の自然、本性によって普遍たるものはすべて， 実在的

な仕方であれ観念的な仕方であれ， 精神の中に存するものであること， 及び，

如何なる普遍もおよそ実体の本質とか本質の構成部分とかいったものではあり
( 3 )  

えないことのみは確言できるとしている。かくして， r普遍は魂の概念である。

市してその魂の概念とは何か， 如何なる本性のものか」としづ問題が生ずる。

そして， r魂の概念」は， 単に普遍を意味するにとどま らず オッカムの哲 学体

系の中でより広い意味を獲得する。

すなわち， オッカムは『命題論註解Jの冒頭において「概念の本性について
(4) 

の諸見解」を論ずる序章を設けている。もともとアリストテレスの『命題論』

の冒頭には有名な，

「ところで， 音声の中にあるものは魂の中にあるパトスの象徴であり， 書か
(5) 

れたものは音声の中にあるものの象徴である」

という一節があり， オvカム は『命題論』の 註解 の 第ーの 問題点としてこの

「魂のパトス」の解明を意図したのである。そしてオッカムは， 命題の考 察に

おいて「魂のパトス」といえば， 音声でも文字でもなく， 精神命題において或

るものについて語られる或るものに他ならず， それは或る人々によっては「魂

の観念J intentio animaeと呼ばれ， また 或 る人々 に よ っ て は「魂の概念」

conceptus animaeとも呼ばれる， と説明し， さてかかるパトス， 或いは観念，
( 6) 

或いは概念とはそもそも何であるのか， と問うのである。 然しオッカムはこの

『命題論註解」序章においても「概念の本性」を最後まで究明することはなく，

それが魂の外にある事物であるのか， 魂の中に実在的に存在する何かであるの

か， 或いは， 実在的に魂の中に存在するのでないただ観念的にのみ魂の中に存

在する観念像であるのか， これらのことを考 察するのは論理 学者の仕事ではな

く形而上 学者の仕事にほかならないとして問題の直接的解明は一旦手から離し，

然し， この難聞をめぐって定立されうる若干の見解を提示してみたし、といって，

上述のごとき諸理論を列挙するのである。その 内容については更に後に考 察す

るところであるが， ここで注意すべきことは， ここにおける諸理論の展開の過
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程で， 魂のパトスは， 魂の観念， 魂の概念という言い換えの他に， 魂の中にお
( 7) 

ける「外界の事物の似姿J s imilitud o  rei extra とも呼ばれ， 更に， 魂のノミト

ス， 観念， 概念とは， 一般に 精神の中の命題， 或いは三段論法， 或いはそれら
( 8) 

の部分の謂であるといわれる。 すなわち， ここにおいて魂の概念は 単に普遍名

辞に対応する「語としての概念」或いは「懐抱された語J terminus concep tus 

のみではなく， 命題や 推論を含んだ知識一般， 思惟一般， 或いは思想全体をも

意味するものとなったので、ある。概念の本性の探究は論理 学者の仕事ではなく

形而上 学者の仕事であるといわれるのも首肯されよう。 フィグトゥム理論， イ

ンテレクチオ理論もかかるものとして考えられなくてはならなし、。

概念の何たるかについては， オッ カムの論理 学の主著なるSumma Logicae 
(9 ) 

「大論理 学』にも説かれている。 す な わ ち， Ir大論理 学』第一部第十二章は，

「第一観念J intentio p rimaと「第二観念J intentio secun d aについての章で

あるが， そこでオッカムは先づ魂の観念とは何かを規定し， 然る後にそれが如

何にして第一観念と第二観念とに区別されるかを論ずるのである。そして始め

に最も原則的な説明として， I魂の観念とは， 魂の中にあ っ て 何か他のものを
(10) 

表示する本性をもった或るもの」がそう呼ばれるのだとL、う。 ところでその魂

の中に存在するものとは「事物の記号J s ig num reiであって， そのものから

精神の命題が複合されるところのものであること， 音声の命題が音声・ことば

から複合されているのと同様であるといわれ る。そ し て， Iこのものが， 時に

は， 魂の観念と呼ばれ， 時 に は， 魂 の 概念・懐抱concep tus animaeと呼ば

れ， 時 に は， 魂 の受動様態 p assio animae と 呼 ば れ， 時には， 事物の似姿

similitu d o  reiと呼ばれるのである。 また， ポエティウスは『命題論」の註解

において，‘intellectus'と呼 んでいる。 彼のいわんとするところは， 精神の命

題が‘intellectuぶから複合されるというのだ か ら， そ れ は， 魂の実在的な部

分である能力として の ‘intellectus' (知 性)で は な く， 魂の中に在って他の

ものを表示する或る種の記号で， それから 精神の命題が複合さ れ る と こ ろ の

‘intellectus' (知性認識 内容)のことである。 か くして， ひと が 音声の命題を
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表出する時には何時でも， より前に 内に 一つの 精神の命題を形成するのであっ

て， その 精神の命題とは， 日常通用することばになっていないもので， 多くの

人が屡々 内に命題を形成しながら， 日常通用することばにならない為に， どう

表明したものかを知らないといった体のものである。このような 精神の命題の
(11) 

構成部分が， 概念， 観念， 似姿， 知性認識などと呼ばれてい る の で あ る」と

いうことになるのである。 すなわち， 概念はここに おい て， 精神語 terminu s

conceptu sとして， そして 精神語から構成される 精神の命題， 推論として論理

学の領野において全く中心的な位置を確保するのであるが， その役割は自 然本

性的な記号として， ことばや文字語が人為的制定による記号たると同様に， 他

のものを表示 s ig nificareし，命題の中にあっては所定のものを代示 supponere

proするにつきるのである。そしてその限りにおいては， 概念の本性が何であ

るかは， むしろ， 第二義的意味しか持たないとさえL、L、うるかも知れない。 G.

レフがこの問題に関して， オッカムにおいて 精神の中における概念の存在方式

如何の問題は， 彼がどの理論に傾いているかが 彼の著作の年代順の主要な目印

しとして取られるに至り， その 内在的重要性に比して不当に重視されていると
(12) 

コメントしているのは一見識というべきであろう。事実， オッカムもこの章に

おいては先程の続きとして， では 一体， 魂のうちにあってこのような記号たる

ものは何であるか， と一応観念の本性を問題にするけれども， 簡 単に， フィク

トゥムと魂の性質とインテレクチオの三つの見解を挙げ， これらについては後

に詳説されるだろうとして直ぐ切り上げ， r�、まのところとしては，観念とは魂

の中の或るもので， 何かを表示し， それを代示することができる， 或いは， 精
(13) 

神の命題の部分を構成することができるもの， ということで充分である」とし

ているのである。

以上において， r概念の本性」についての問題， フィクト ゥ ム であるのかイ

ンテレクチオであるか，或いはまたそれ 以外の魂の性質であるか，スベチェスか

等々といった問題がオッカムの思想体系の中でどのような位置を占めるものか

ということについての了解は得られたものと思う。 然し， 以上の三著の他にあ
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と二つの著作がとの問題と深い関わりを持っている。一つはQuodlibetaSep

temと呼ばれている七巻本自由討論集の第四巻第三十五問題で， 上述の『大論

理 学」第一部第十二章と同じく第一観念と第二観念を取扱っている。し、ま一つ

は，Quaestiones in Libros Physicorum Aristotelis (アリストテレス自 然 学

問題集)の第一問題から第七問題までで， これは上述『命題論註解』序章に類

した形で概念の何たるかについての論述が集められている。この二著を特に取

り上げる理由は， これがPh.ベーナーや G.レ フのいうオッカムの後期の著作
(14) 

であって， 前三著に見られなかったはっきりした態度でオッカムは， 概念は魂

の知性認識活動そのものであるというインテレクチオ理論を主張しているので

ある。上にも触れたごとく， 前三著は 共に， どの理論を採るかの態度決定はし

ていないが， 初めの二著におい て は フィクトゥム理論に傾き， �大論理 学Jは

インテレクチオ理論に傾いているのが看取され， この フィクトゥムからインテ

レクチオへの転移の順序とその程度がそのまま著作年代の順序になるというの

が一般の理解である。

ここにおいて次の問題， 概念の本性は フィクトゥムであるとL、う理論に賛意

を表していた立場から， 知性認識活動そのものであるというインテレクチオ理

論の採用へ立場を変更せしめた原因は何か， 更には， この変更によってオッカ

ムの思想体系は如何なる意味においてより整合的により論理的に優れたものへ
(15) 

と成長したのかといったような問題が生ずる。 変化の原因といっても 内部的な

原因もあれば外部からの影響といったものもあるだろうし， 一人の思想家の思

想の変化発展を論ずることは興味ある問題には 違いないがその困難さも古今東

西を通じて周知のところである。 以下においてはその変化の経緯に若干の考察

の眼指しを向けてみたいと思うのみである。

ところで， オッカムが後にインテレクチオ理論を採用して他の諸理論を否定

する時の論拠は， 知性認識活動 以外のものによって救われる事態はすべてそれ

なしに知性認識活動によって救われる。 然るに， 知性認識活動そのものはあら

ゆる場合に必要である。ゆえに， それ 以外のものは余分のものである， という
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ことであ ♂)
そしてこれはよりはっきりした形で， 知性認識活動は フィクトウ

ムによって救われるおのおののものすべてを救う， ともいわれる。 従って， オ

ヲカムの論理 学， 認識の理論 等概念に関わる思想体系において， フィグトゥム

が如何なる機能を果すものとして位置づけられているか， 或いは， フィグトゥ

ムがどれだけのものを救っているのかを見ることから始めるのが順序であろう。

E 

我々は先ず『命題集註解』第一巻第二区分第八問題における フィクトゥム理

論に対するオッカムの関わりから考 察を始めたL、。上述のごとく第八問題は第

四問題から第七問題に至る普遍についての諸説の 吟味と反論の後に一応の 結着

をつけるべき位置にあるが， 結論的解答は与え ら れず， 代りに 「信ずるに足

るJ probabileと評価されるものを含むいくつか の 見解が併記されるに 終って

いる。 r フィクトゥム ・心象J f ictumは， r知性認識活動J intellectio， rスベ

チェス・形象J species， 知性認識活動から 結果する真実の事物としての「事物

の似姿J similitud o rei， r人為的記号J s ig num ex institutioneに続いて第五

番目に唯一信ずるに足る理論として紹介される。

その主たる特質としていうところは， 普遍は， 実在的な事物ではなく魂の中

にも魂の外にも実在的な存在を持たないで， ただ魂の中に観念的存在 esse ob

iectivum のみを持 つものである。そして， 魂の外の事物が 実在的存在 esse

s ubiectivumにおいて持っているごとき存在を観念的存在において持っている

或る種の心象 f ictumである， というのである。それは，知性が魂の外にある事

物を見て， それに類似した事物を 精神の中に心象として形成することによって

生ずる。それは， もしも知性が心象形成の力を持っているように実物産出の力

を持つならば， 初めに見た事物と数的にのみ呉る同様の事物を実在的存在にお

いて外界に産出するであろうような仕方によってである。そしてまた， 丁度建

築家が外界に家を見て， 自己の魂の中にその家と類似した家の心象を形成し，

然る後その類似した家の心象に類似した家を外界に作り出す場合と同様で， 作
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り出された家は 初めの家と数的に具るのみの同種の家である。 その場合， 心象

として形成された家は範型としてあり，同様に， 初めの観 察者の場合も， 精神の

中に心象形成された類似物は， 範型として同類のあらゆる外界の個別者に無差

別的に i n di f ferenter関わり， 且つ， 魂の中の観念的存在における 類似性のゆ

えに， 魂の外にそれと類似的な実在的存在をもっ諸事物を代示 することができ

る。 かかる意味においてそれは普遍である。 また， かかる意味において普遍は

知性の心象形成によってのみ存在 するのであり， これが普通は抽象によって存

在 するということの意味にほかならない。

また， かかる心象 fi ctumは魂の中に存在をもつのであるが， それは 単なる

観念的存在であって実在的存在をもつのではなし、。つまり10個 の 範庸に 区 分

される有ではない。 すなわち， アリストテレスによれば， 有は第ーに魂の中の

有(観念的存在をもつもの) と魂の外の有(実在的存在をもつもの)とに区分

され， その魂の外の有が10個の範噂に区分される。 従って魂の中に在って観念

的存在のみを有つものは範曙の区分肢の下には含まれない， 然し， 魂の中にお

いて実在的存在をもつものは範曙の区分肢の下に含まれる。 すなわち性質の範

需に属 する。 知性認識活動や， 一般に魂を形相化 する すべての属性は， 火にお
(18) 

ける熱， 壁における白のごとし真実の性質である。

概念と同様に， 命題とか 推論とか， かかる論理 学が取扱うものは すべて実在

的存在をもつものではなく， 観念的存在をもつ の み で あ る。 従ってそれらが

「存在 するJ esseということは「認識されるJ cog nosciとい うことにほかな
(19) 

らない。そして， このような形で， 例えば， 工芸家の 精神の中にある制作さる

べき工芸品の fi ctumは， 創造前の神の 精神の中の被造物の在り方に均しい，
(20) 

というのである。 因に同じ考えは『命題集註解』第一巻第三十五区分第五問題

にも述べられており， そこで、は， í諸々のイデアは 実在的 な 仕方で神の中にあ

るのではなく， ただ観念的に， 神によって認識されたものquaed am cog n ita 

としてのみ神の中にある。というのも， イデアというものはそれ自身神によっ
(21) 

て産出されるものなのだから」といわれている。ここから概念としての f ictum
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のいま 一つの特質が生ずる。すなわち， 魂の概念というものは， 一般に， 知性

認識活動を終らせるもの， 終着点となるもの terminans actum intelli gendi 

といわれているのであるが， この f ic tum は対象 obi ectum として， 外界に

認識さるべき個別者が存しないとき， 知性認識の活動を引き受けて終らせるの

である。また， 個別者が実在的存在においてあるようなそのような仕方で観念

的存在においであることによって， 或る意味における個別者の似姿としてその

個別者を代示することができる。そして， かく個別者を代示するものとしての

fictum について真なる事物を名指す述語が真として語られる。すなわち， 精

神の命題を構成することができる。かくして， 1"音声が普遍 で あり 類であり種

であるごとしただしそれは人為的制定によってに過ぎないが， 同様に， この

ようにして 以前に認識された個別的諸事物から心象形成された， すなわち抽象

された概念は自己の自 然本性によって普遍である」といわれるのである。そし

てここで注目さるべきことは， オッカムは 以上のごとく フィクトゥム論者の主

張を 彼なりに納得した形で紹介した後， 更にこれをアウグスティヌスの権威に

よって確立強化するとL寸作業を行っていることである。 彼はアウグスティヌ

スの『三位一体論』第八・九 ・十巻から関連箇所を引用し， 結局， アウグステ

ィヌスは f ictumのことを imagoとか， si mi litu d oとか， phantasmaとか，

speci esとか呼んでいるが， f ic tumが概念または普遍であるという フィクトヶ

ム理論が 彼の立場であるというのである。 fictumそのも の の 説明としては既

述と重なるが， アウグスティヌスの所謂照明説といわれる認識理論が， アリス

トテレスやトマスのそれとは大分趣きを異にするが， やはり抽象説の範暗に収

まると思われるオッカムの認識理論と如何に調和しうるかという点において興

味のある問題でもあるので， 以下オッカムのアウグスティヌス解釈を追うこと

tこしTこし、。

オッカムは， はじめに， 知性が魂の中にこれまでに見られたものからそのど

れとも同じでない， しかもそのどれとも類似しているといった全体的な類似像

を心象として形成することができることをアウグスティヌス『三位一体論』第
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八巻第四章によって明らかにする。

「すなわち， 我々が見たことはないが， 本で読んだり人に聞いたりした或る

物体的なものを信ずる時， 必 然的に 精神は自己のために物体の輪郭や形にお

いて思考する 精神に現われるままに心象形成する。 それは真実であらぬかも

知れないし， 真実であるかも知れなし、。 後者の場合は本当に稀にしか起りえ
(22) 

ないことであるが」

とL、�" また，

「けだし， 使徒パウロが書いているもの，或いは， 彼について書かれているも

のを読む人々や聞く人々のうち， 使徒自身の顔やそこに記載されている名前
(23) 

の人々すべての顔を 精神に思い浮かべない人が誰かあろうか」

と述べ， 更に

「主自身の肉の顔は無数の思考が無数に異なっていることによっ て 異 な る者
(24) 

として心象形成される。その顔は一つであったのに」

とある。

ここにおいて， 1見たことはないが， 本で読 ん だり 人に聞いたりした或る物

体」の輪郭や形において思考する 精神によって 心象形成 f ingere されたもの，

「使徒自身の顔やそこに記載されている名前 の 人々すべての顔」として 精神に

思い浮かべる f ingereであろうもの，1主自身の顔」として心象形成する fingere

もの， それがまさに f ictumであり概念にほかならないこと， 及ひび、， それは知

性がこれまで

くし， 見たことのないもの， 更には見ることもないものについての概念であるこ

とを指摘する。 そして知性はいくつかの見られたものから， これまで見られて

いない或るものに似たものを心のうちに形成することができると同様に， 或る

一つの見られたものから全体に似ているものの心象を形成することもできるこ

とを確認する。そしてこのようにして前に見 ら れ たも のか ら 形成された心象

f ictumによって， 前に見られたそのものに似たす べ て のものが表示されるこ

とになれ 結局， このようにして形成された心象について或るものが肯定され
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たり否定されたりされることになる， と論を進める。 例えば， 或る人が個別的

な白を見て自己の魂の中にそれに類似的な白を心象形成する， そして 彼はその

心象の白に別の概念を述語づける。 白は色である， とか， 白は視覚を分散させ

るものである， とか。 そしてこれはその他の心象 f ictumについても同様であ

る。そしてこの場合 彼が意図しているのは， そのように形成された心象そのも

のが色であるとか視覚を分散させるものであるとかし、うことではなくて， それ

からしてその心象が形成されることができるようなその各々の白のどれもがそ

れぞれ色である， または視覚を分散させるものであるということである。だか

らして 彼は， 外界にあるすべての白を考 察することができないので， その心象

をすべての白として使用するのである， ということになる。ここにおいて， か
(25) 

かる心象 f ictumが概念として語られるものであることは明らかである。

次いでオッカムは， やはり『三位一体論」第八巻第四章を援用して， 我々の

もつ心象が各人各様の無統制のものではなく規範的な性格を具えたもので， 普

遍妥当的な判断の基準たりうるものであることを示そうとする。すなわち， ア

ウグスティヌスは，

「 我々が主イエス・キリストについて持つ信仰においては， 魂が自らのため

に心象として形成するところのものは， おそらく事物が実際にあるとは遠く

離れた別のものであろうが， それは重要ではない。重要なのは 我々がスベチ

ェスに基づいて人聞について思考するところのものなのである。というのも，

我々はいわば規範とし、う仕方で人聞の本性に刻印された知識を持っていて，

それに基づいてすべてそのような各々のものを見ると直ちにそれは人間であ

ると認識するのである」
(26) 

と述べている。

問題になるのはここで円、わば規範とし、う仕方で人聞の本性に刻印された知

識Jquas i  reg ulariter inf ixa naturae humanae notitiaといわれている知識

であるが， そしてそれはここでスベチェス speciesとも呼ばれているが， オッ

カムはこれを， 魂が外界の事物を見て形成する フ ィクトゥムと別種の， アウグ
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(27) 
スティヌスが同書第十二巻第十五章に述べている「或る種の非物体的な光にお

いて人間の知性的 精神の本性が造物主の配置によりそれらを観るようにそれに

接属して下に置かれている可知的な諸事物」の知識と解するようなことはしな

いのである。すなわち， いわゆる照明説には全く言 及せず， ただ 我々において

或る f ictumが普遍妥当的な機能をもってはたらくことができるという一点の

みを強調する。 彼はそこでこう 結論している。「このこと か ら 次のことが明ら

かになる。 別々の人聞における姿形や色やその他の諸属性が別々であることに

よって， 我々が形成することのできる心象は各々の人聞に似ているものではな

く， 或いは誰にも似ていないかもしれない。 然し 我々は， 或る心象はすべての

人聞に対して均しい仕方で関わるものであるとしづ知識を持っていて， その心

象に基づいて 我々は各々のものについてそれが人間であるかなし、かを判断する
(28) 

ことができる」と。 そして少し後のところで， かかる心象は既に知られている

ところのものから形成される 以外にはないというのである。 然し暫くは 彼の論

述を追うことにする。

続いてはオッカムは， �三位一体論』第八巻第六章から引用する。

「私は多くの人達からその(アレクサンドリアの)都市が大きいものである

ことを聞いてそう信じた時， 彼 等が私に語ることが可能であったごとく， 可
(29) 

能な限りその都市の似姿imagoを心に作った(心象形成した finxi)J。

「もしも私がその似姿を私の 精神から発出してアレクサンドリアを既に知っ

ている人々の眼前に賓らすことができるならば， 彼 等は確かに全員がそれは

違うというだろう。 また， もしその通りだといったら私が大いに驚くだろう。

そして私はそれを， すなわちアレクサンドリアの画像としての似姿を心に見
(30) 

ていながらそれをそうとは知らないであろう」。

ここからオッカムが導出するのは， 第ーには， このような形での心象形成が

可能であること， すなわち， 自分が直接知ったのではない知識， 他者の知見に

おける不完全な似姿からも或る種の心象がその似姿として形成されるが， しか

しそれは， 自分が直接知ったものから形成される心象に比して弱L、不完全なも



38 

のである， ということ。第二には， 用語の問題で， このようにして作られた心

象をアウグス ティヌス が， similitud oとか， imagoとか， pictura rei (事物

の画像)， 更には verbum rei (事物のことば)などと呼んでいること。第三に

は， このようにして心象形成 されたもの， f ictumは， 真 に 知性によって認識

された対象で、あって， このゆえに， それは命題の構成用語となり得て， それら

似姿や類似像がそれであったそのものどものすべてを代示することができるの

であり， ということは， すなわち， かかる fictumがそれら諸事物に対する普
(31) 

遍であり 共通概念であるということである。次いで， 第九巻に移り， その第六

章から 以下を引用する。

「そこで 我々はその〈永遠の真理の形相〉に基づいてこれら物体的諸事物に

ついて判断するのであり， その形相は， 我々は理性的 精神の直視でもって認

知するのである。これら物体的諸事物は， それが現前する場合には肉体の感

覚でもって触れ把捉するのであれ また， 現前しない場合は記憶の中に定者

しているそれらのものの似像を想起し， 或いは， それらの似姿から 我々自身

がもし欲L.， できるなら(外界に実在的に)構成するでもあろうようなそのよ
(32) 

うなものを心象として形成する」。

これもテキストにおいては， それによって 我々が判断するところの永遠の真

理の形相と， 判断される物体的諸事物の心象との対比を強調している箇所であ

るが， オッカムは， 魂の中に形成 される心象 f ictumは， 物体的諸事物が実在

的存在においてあるように， そのように観念的存在においてあるものであって，

その類似性は ，もし知性が外界への諸事物産出の力を持っているならば，最 初の

実在的存在においである諸事物と全く類似した数的にのみ異る諸事物を実在的

存在において作りあげるほどのものである， ということのみの理解を示してい
(33) 

る。そして次の第十巻第二章の引用から， 我々の 精神の中の諾概念はすべて 以

前に直知的に認識されたものから心象として形成されるのであること， および，

そのようにして形成 された心象そのものが普遍概念として規範的にも機能する

ことを証示しようとする。 すなわち， アウグスティヌスはそこで，
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「 彼はまた， 自分を愛へ駆り立てる想像的形相を心象として形成する。 とこ

ろで 彼は， 既に知っていたところのものどもからでなくて， どこからそれを

心象として形成するのか。 しかも， 心のうちに形成され， 思惟において最も

よく知られたものとしてあるそのものの形相に， もし賞讃されたものの形栢

が似ていないことを発見したならば， 彼はおそらくその形相を愛さないて守あ

ろう」

と述べている。 これはアウグスティヌスの， \，、かなる人も知らないものを愛す

るのではない， とし、う有名な主張の説明の一部であり， この部分は， 個々のも

のとしては知られていないがすでに類的には知っておりそれを個においても知

ろうと欲して自分を愛へ駆り立てる想像的な形相を心象形成するというのであ

る。そしてオッカムは， ここから一般に心象形成は既に認識されているものか

らしか形成されないことを確証しようとする。 またこのテキストの直ぐ次に，

知らないものを愛するといわれるもう 一つの場合として， 永遠の理性のスベチ

ェスにおいて或るものを見て愛する， という思想が展開されている。 オyカム

はそのテキストをも含めて， ここにおいて， い ま 一 つ， f ictum はそこから心

象形成された自分に似ているものどもに対して或る種の 共通性をもっているの

であって， まさにかかる 共通性を普遍と呼ぶのがこの フィクトゥム理論である
(35) 

と指摘する。

これに対して更に， 精神は霊的なもの， 単純実体についても心象形成が可能

であるかとL、う聞が出される。すなわち， 複合的諸物体の場合はその諸部分が

知性によって様々な仕方で 結合されるけれども， そのような部分を持たない霊

的諸実体や 単純諸実体についてはこうしたことは不可能であり， 心象形成も不

可能ではなし、かというのである。 これに対しては第十巻第三章が引用される。

すなわち，

r ( 精神は)おそらく自己自身を愛するので な く， 自己 について心象形成し

ておそらく自己自身とは遥かに異なった別のものであるそれを愛するのであ

る。或いは精神は自己に似たものを心象形成するのかも知れない。 その場合
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は， 精神はその心象を愛する時， 自己を知る前に自己を愛するのである。な

ぜなら， 精神は自己に似たものであるその心象を直視するのだから。その時

精神はまた， それらから自己の心象形成をしたであろうところの他の諸精神

を知っていたのであり， 精神は自己の類でもって自己に知られていたのであ
(36) 

る」

というのであり， オッカムはここから， 単純なものである魂についてもやはり

同様なfictumが持たれうること， 及び， そのfictumは認識されたものすな
(37) 

わち観念的存在であり， 類であり， 共通概念であることが証示されたとする。

以上によって， フィクトゥム理論はアウグスティヌスが imagoとか， s imil i

tud oとか， phantas maとか， species とか呼んでいるも の をfictumと呼ん

でいるに他ならず， それが魂の概念を意味するものなることが明らかになった

というのである。そしてオッカムは更にアウグスティヌスのfictum観を敷征

して，fictumは， r可感的諸事物が現前しない場合に直接に傾向づける修得態

によって， その可感的なものが知性認識されることへと向うべく， 記憶の中に

存続している。そして， そういうことで知性がそれら不在の可感的なものをそ

の遣 されたfictumを媒介にして自己に適合する存在にすることができるほど

にまで接近した可能態においてあるものとしてそこに在るのである。修得態が

媒介になるのでは， 然るに， そのように魂の外の物体を自己に適合する存在に

することはできないのである， なぜなら， 自己に適合する存在が実在的存在に

なるのだから」とアウグスティヌスによっていわれている ，と付言している。

ここにまた一つのオッカムのアウグスティヌス解釈が窺われる。アウグステ

ィヌスは修得態 habitusなどというアリストテレ ス の 用語は用いていないの

だから。そしてまた， オッカムにおいては記憶というアウグスティヌスの認識

理論の中心概念はなじまないのであ る。そしてこ の 付言の意味は， あくまで

fictumは観念的存在， 認識された存在であって， そ れ に 対して， 修得態は魂

を基体として実在的存在においてあるものである。 従ってfictumは自然的記

号として精神命題を構成し外界の可感的事物を代示することができるのである。
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そのようなものとして記憶の中に遣されている。アリストテレスやトマスにお

いては修得態そのものがまさに修得された知識であって， 概念や命題の場であ

るのだが， そ し て， オッ カ ム も直知認識 cog nitio intuitiva から抽象認識

cogniti o  abs tractiva へ移行し概念形成が成立する場面で は， 修得態をそのよ

うに考えているようにも解されるが， ここではやはりアウグスティヌスとトマ

スとを分離して， というのは記憶と修得態とを役割分担して， 記憶には概念の

保存を修得態には知性認識或いは思考への傾向性を当てたものと考えられる。

第二区分第八問題の フィクトゥム理論についての叙述は， アウグスティヌス

の権威による補強の後， 更に若干の問題提起とそれに対する解答が提示されて
(38) 

終っている。 G.レ フも述べているごとく，これはオッカムの全著作を通じて最

も完全な フィクトゥム理論の記述であり， この第八問題において先行して述べ

られている四つの浬論との関係において見る時， 彼が最初， というかこの当時

この フィグトゥム理論を他のすべての可能な理論の中で最も好意を寄せ信頼し

ていたことは疑いのないところと思われる。ただ上に述べたごとく， 第八問題

の最後のところでは決定を他に委ねていること， この理論を「信ずるに足る」

probabileとより 以上には呼ばなかったことは留意すべきであろう。

E 

『命題集註解』第一巻第二区分第八問題における概念の本性としての フィグ

トゥム理論の展開を見た後には， 我々は，やはり前期の， しかも『命題集註解』

第一巻(オルディナチオ)と同時期の作と見倣されているアリストテレス論理

学註解書のうちの『命題論註解』の序章における フィグトゥム理論について考

察しなくてはならない。 然し， 結論への収束が緊急事となった今， そして， 内

容的に最も完全といわれる記述を検討し了った今， 理論そのものよりはむしろ

理論に対する批判に眼を転じたいと思う。 上述の第二区分第八問題にはそれは

殆ど見られなかったのであるが， �命題集註解』序章にはそれが窺われる。 そ

してそれは後に フィクトゥム理論が斥けられてインテレクチオ理論に変移する
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一つの変換点を示すものと思われるものでもある。然しその前になお両書の相

違について指摘しておきたい問題点がある。それはインテレクチオ理論の取扱

いに関わるものである。

前著『命題集註解』第一巻第二区分第八問題におけるインテレクチオ理論は，

むしろ， 否定的記述において特徴的といってよい程のものであり， 特にその第

二の反論は決定的と思われる。すなわち， 精神の概念とは， すべての人々によ

って知性認識の活動を終らせるところのものであるといわれている。然るに，

in tel Iectioとは知性認識活動そのものの謂であり， 従って， それが概念である

とすると知性認識活動自己自体が自己自体を終らせるものでなくてはならなし、。

然るに， 活動自体が直接に活動自体を終らせることは考えられなL、。それゆえ
(39) 

知性認識活動が概念であるのではない， というのである。こ れ に 対して， Jj'命

題論註解』序章においては， 知性認識の活動 actus intelIigend iそのものが魂

の概念であるとL、う見解は， 概念を魂を基体としてその中に真なる性質として

実在的に存在するものとするいくつかの見解のうちでより多く確からしL、 pro

babiliusと評価されて， フィクトゥム理論の独壇場の感のあった第八問題と異な

り， まさに伯仲する理論として両者が展開されている， ということである。

さて， フィクトゥム理論に戻って， オッカムはここで反論というよりは， む

しろ， フィクトゥム理論に対する不安を表明しているという感を持つのである。

それは専ら f ictumの観念性ということに関わっている。すなわち， 実在的な

或るものが， 実在的な魂の能力としての知性による実在的な知性認識活動でも

って知性認識されることができて， しかも， その認識された或るものそれ自体

も， それの部分も， それと関わる如何なるものも自然の中に存在しえないとい

うそのような或るもの， すなわち， f ictum とは一体どんなものであろうか，
(40) 

というのである。観念的存在であるがゆえにこそ認識された有として魂の観念

でありえた fictumの観念性が答められることになってはま さに変革である。

この後， オッカムの実在性指向は更に強 ま り， Jj'自然 学問題集』になる
(
t:

事物の似姿のすべてが事物の概念とはいわれえないのであって， およそ概念と
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いわれるほどのものは現実的思考が実在している時にのみ存在しうるものであ

る， と宣言されるにいたる。そしてこれにいわゆる思惟経済の原理というオッ

カムの剃万が加わるの で あ る。『大論理 学』第一巻第十二章は， インテレクチ

オ論者の他に優る論拠として， Iより少数 の も のによってなされうることをよ

り多数のものによってなすのは無益のこと」というテーゼを掲げて， 知性認識

の活動そのもの 以外に概念たるものを立てるのは無用であれ つまり概念とは

知性認識の活動そのものである， というインテレクチオ理論を優位に上げてい
(42) 

る。

他方， はじめにインテレクチオ理論が批判されたところの「知性認識の活動

を終らせる」とし、う概念の特質については， 概念とは知性認識の活動を終らせ

るものであるとすべての人々によっていわれている， と大前提として立てられ
(43) 

たのであるが， これもその前提自身が誤りであるとあっさり処理されてしまう

のである。

ところで問題はここにおいて再び新しくなる。概念， 特に普遍概念の本性に

ついての問題は初めにも触れたごとくオッカムの理論的哲 学の殆どすべてに関

わるものであり， 特に認識の理論においてはその根底を な す ものといってよ

い。 然るにそれは殆どが『命題集註解』において展開されているといってよし

しかも上述のごとし『命 題集註解』の諸論述は フィクトゥム理論を前提にし

て立てられていると解される。そのすべてがインテレクチオ理論によって救わ

れるか否かは， オッカムの保証はあっても， 吟味されるべき問題である。また

概念は， オッカムが一貫して常に主張するごとく， 精神語として精神命題を構

成し， また， 上述のごとく， 命題， 推論のすべてを含んで， 人為的記号たるこ

とばと文字とに対応する自然、本性的記号であった。その時， 概念は現実的思考

が実在する時にのみ存在する， とし、L、うるのであろうか。つまり， 例えば， 命

題の知性認識の場合， 最低， 二つ乃至三つの概念の知性 内同時存在が必要であ

り， 更に， スコトゥスと同様に， 命題の構成作用と構成された命題の認識作用

とを区別することになれば， インテレクチオ理論の場合， 多数の現実的知性活
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動が同時に知性 内に存在することが必要となれ事実， オッカムは蔵然とそれ

を認めるのである。ここにおいて， それが真に思惟経済になるのであろうかと

いう疑念は消しえないものがあるように思われる。 フィクトクムからインテレ

クチオへの変換の理由と 共に， オッカムの思想、体系そのものの 内在的問題とし

て更に検討を要すると思われる。 稿を改めて問うことにしたし、。
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