
ポエチウスの個体論
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--Opuscula sacra V， cap . IIIを中心に 一一一
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ポエチウスはその第V 神学論文において， 中世に一つの権威として受けつが

れたベルソナの定 義くna turae ra tio na bilis ind iv id ua s ubs ta ntia )をたて， それを

被造非被造の理性的存在に共通するものとした。 更に第E章の叙述を辿れば，

ボエチウスがこれをキリスト論とし、う特殊な枠， また理性的存在という枠にと

らえられない， 一つの普遍的な個体存在構造論として構想し， その普遍的枠の

内で， キリストという特殊な存在の理解・説 明を可能にしようとしていると 推

測される。 ただし， その普遍的存在構造論なるものも， 当然カルケドンで規定

されたキリストとし、う特殊な信仰対象の説 明・理解の努力から生じ， かくて世

界内存在の構造もあらたな解釈 を 受 け たので あ れ いわば a na logiafi dei と

a na logia e ntis の交錯がここにはある。 これは神学のいと な み につねにつきま

とうことであろう。 更に その存在理解はとも すれば単に物理的・自然学的で非

倫理的であるとし、う批判を受けるものであるが， 実は存在に対する解釈はつね

にそれ自体， その意 図においても効果においても行動的・倫理的・政治的なも

のであり， ある倫理的・ 宗教的・政治的含意によって形成され， かかる含意を

述べ 伝えるものである。 ボ エ チ ウ ス の個体存在論もそのようなものと思われ

る。

451 年のカルケドン公会議の決定 は， キリストとし、う存在について， 論理的

整合性への挑戦とも みえる定式を確立した。 す な わ ち， í唯 一なるキリストが，
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二本性の内にb iJúoφσõ(nν非混合的・非転化的・非分割的・非分離的に J I そ

のー性íiIJWUI'i:のゆえに各本性の差が解消さ れること なく， むしろ各本性の特

性liJlónrr:εEがーなるベノレソナ，ーなるヒュポスタシス (ú拍στ即応s ubsistenti a)
( 4  ) 

へと集って」 存在するとし、う。 この定式は教皇レオ書簡の 宗教的情熱を基礎と

して成立したものであるが ， その表現に哲学的タームを用いており，それ以前の
(5 ) 

諸公会議決定にも増して， 哲学と 宗教のから み合いを如 実に示している。 そし

て それゆえにそれに続く世紀においてこの信条は， それを奉ずるキリスト 教思
(6 ) 

想家に， ギリシャ的存在論との対決を強いた。 この定式を単に「漁夫的に」 解

す ることに甘んじないと すれば， それは必須なことであった。 しかし， ここに

はあるためらいがあったように みえる。 当時のキリスト教界において， カルケ

ドン信条はイエスを世俗化 するものであるという声も大きかったことが 伝えら
( 7) 

れる。 しかし6世紀にあってはこのような哲学的・即物的・自然学的概念性は

もはや時代の要求の一部であった。 カルケドン信条をめぐるネストリウス派，

カルケドン派， 単性説派， 更にいわゆるネオカルケドン派の対立は， イエスの

人性をどう評価 するかという 宗教的対立であると共に， 個体存在の構造をどう

考えるかとし、う哲学的な対立でもあった。 その際に， 当時の哲学者たちによる

アリストテレス注解の努力が重要な理論的共通基盤をなし ている。 Moeller は
( 8 )  

そのい みで，6世紀初頭ビサンツにおける「スコラ神学」の成立について 語り，

Dale y は特に アムモニウスを中心とする アレクサンドリ ア学派の 当時の神学に
(9) 

おける影響について語る。 ボエチウスについても アカデメイアないしムーサイ

オンのネオ プラトニスム系哲学者たちの顕著な影響下に彼なりのポルフュリオ

ス・アリストテレスの論理学注解書を書いていることは 多くの人によって論ぜ
(10) 

られたところである。

Nédo ncelle はボエチウスのベルソナ論は統ーを持たず 多くの視点の間でゆれ

動いているとし， 1. 属性的 秩序のもの (イザゴーゲー注解)， JI. 実体的 秩

序のもの (カテゴリー論 ・ 命題論注解， キリスト論， 哲学の慰め)， ill. 関係
(11) 

的なもの (三位一体論)等の解釈が互いに脈絡なく併存していると する。 しか
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し ボエチウスにおいてもピザンツ・スコラの人々同様， 神学論文集は実は彼の

論理学書と密接な連関を持っていたのではなかったか。 彼の政治的・文化的立

場は全ローマ的なものであった。 年代的にも， 諸注解は神学論文集の直前， ま

たは一部それに重なって書かれていると考えられる。 それらは第V論文を中核

として， 一つの統一的セオリイをなしているのではあるまいか。 結論を先取り

すれば， ボエチウスにあっては， イザゴーゲー， カテゴリー論， 命題論の注解

を通して， 個体の論理的身分と存在構造に関するネオ プラトニスム的な考え方

が次第に明瞭化して， 個体存在の根底に一種の純粋基体を想定する準備ができ

る。 そのような個体観が， カルケドンのキリスト両性説の要請に 対応して， い

わば裏返して用いられる。 つまり， \，、かなる規定性をも持たず， しかしすべて

の規定性に存在を与える純粋基体が， ベルソナの核をなすものとして想定され

て， 両性説の理論的説明を可能ならしめる。 更に第E神学論文において， その

純粋基体が， 個体と第一原理を 結ぶきずなに ほかならないことが示腹される。

1 

1) イザゴーゲー注解における個体

それでは， 論理学諸書 に おいて， 個体 ind ividuumはどのように扱われて い

るか。 イザゴーゲー注解では， まず 他の5つ の述語 p raedic abi l i a (類， 種， 種

差， 特性， 付帯性 )と異なって， 共通的述語でない ことが語ら れ る。 円、かな

る 他のものへも分ち与 え ら れ ず J I自 ら の下に 何 も のも 持 たなL、」ゆえに
(13) 

I si ngulaで individu aな自らについてしか述語されえなし、 」ものどもである。

individuumとは語源的に不可分割性を意味するが， 特にこれ ら の論理学書で 問

題になるのは論理的に下位のものに「分割的に」述語されない と い う い みの
( 14) 

非分割性であれ それは 多なるものに共通的に述語できぬということである。

この限り「個体」は個なるものを表現する， ないし指示す る ターム と し て

扱われている。 しかし， その非共通述語性の理由は， ただちに存在的にその個

体の 他のものと共通ならざる特性 p rop riet as， p rop riet at巴s (ボエチウスは単数複
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数をあまり厳密に区別せずに両方用いている )に求められる。 更にこの特性 の

非共通性， 従ってそのタームの 他への不可述語性は， その特性が偶有性・付帯

性から来る ことによって説明される。 こ こで考えられているのは， r指によって

指し示される 」現実の個体存在とその付帯的属性であり， それは時には述語に

対する subie cturn， supp o siturnとして 明瞭に区別して 語 ら れ る。
)

subm tumと

それを指すタームとの関係が考察されている箇所もある。 すなわち個のターム

は， その一つのものを効果的に特定できれば， 固有名詞であろうと， ある独特

な付帯性によろうと， さまざまでありうる。 ただそれらはいずれも 他のものに
( 18) 

は述語できない， と。 しかし一般には存在の次元と論理の次元の聞の流動性・

不可分性は ボエチ ウスの叙述の特徴であり， 論理構造と存在構造の合致を信ず
(19) 

る 当時のネオ プラトニスム的思想家に共通するものである。 と ころで こ こには

Nédonc e Ileがイザゴーゲー注解の内に見出し， またのち に 見 るようにSchur r

が ボエチ ウスの個体論をすべてそれで説明しよ うと す る. r付帯性による個体

化説」がとなえられていると見るべき だろう か。「個体性 」を差異性と解釈す

れば， 個体化の原理は付帯性だといえよう。 しかし個体存在を成り立たせるも

のと解すれば， 別の視点、が生ずる。 同じイザゴーゲー注解には， 付帯性に 対す

る個体の存在的・論理的先性を述べる箇所もある。 あらゆる述諾されるもの，

類・種・種差・特性・付帯性は本来共通的なものであり， それらが個的になる
(20) 

のはそれらがその内に含まれる個体存在による。

2) カテゴリー論注解における個体

このような個的存在の， あらゆる 他の述語可能なものへの先性は， カテゴリ

ー論注解では 更に強調される。 アリストテレスに 従って， ポエチウスは こ こで

はイザゴーゲー注解から 一歩を進めて， 個は何ものについても述語されないと

云いかえる。 伺的 実体のみ自体的に存立し， し、かなる基体をも必要とせず， 自

らが類・種・特性・付帯性等 他のすべてのものの基体としてそれらに個性と存

在性とを与えるという視点が， イザゴーゲー注解よりはるかに明瞭にとり出さ
(21) 

れる。
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3) 命題論注解における個体

しかし， 本文がそれを強制しない命題論注解においては， この 主語的で非述

語的なものとL、う視点はふたたびあいまいとなり， <individuum)， <singulare)， 
(22) 

<p ar ticu lare ) ( ポエチウスはこれらの聞を厳密に区別しなL、 )は ふ たたび「 他

のものに述語されなL、」述語として扱われる。 ボエチウスにおいては指示する

語である固有名詞や「この何々」が確定記述と 殆ど区別なしに， すべて「個の

ターム」として考えられていることは上のイザ、ゴーゲー注解の箇所からも 推測

される。 従って述語的タームと主語的ターム， また述語文と同定文の区別は重

視されてはいないと思われる。 個のタームはすべて述語となりうる。 しかしそ

れはカテゴリー論注解の強調するように， 存在の次元でそのタームの指すもの

が， 他のあらゆる述語タームの指すものの存在原理であり個体化原理であるこ

とを妨げなし、。 また個のタームの指すものの特性が， 他と非共通的であること

を妨げない。 命題論注解は個体の特性についてある新しい表現を導入した。 そ

れはく Platoni tas ) という語である。「プラトン」というター ムが プラトンであ

る個体以外の何ものにも述語されない理由は， プラトンとし、う個体の性質が唯

一単独的だからである。 それに反し 多なるものに述語されるタームの指すもの

は， 多なるものに共通する性質を持つ， たとえばく humani tas ) の如くに。 人が

humani tas によって人であるごとく， プラトンは Platoni tasに よってプラトン

であり， これはプラトンの非共通的特質である。「プラトン」は唯一にして特
(23) 

定の 実体と特質とを示すタームであり， Platoni tasがその特質で ある。 こ の用

語についてはこれ以上の説明がないので， 種々の疑 問に道を聞く。 a )Platoni 

tasとはプラトンの 多くの性質のうち， 他と共通しないただ 一つの性質なのか，

そうだとすればL、かなる性質か， b )非共通的な 多くの性質があって， そのそ

れぞれが Platoni tas なのか， c )プラトンの持つ 性質 のうち， ある一部のグル

ープが Platonitasなのか， そうとすればL、かなるグルー プ か， d )プラトンの

持つ全性質を指すのか， だとすれば， それが 他 と 共通 し な い とL、ぅ保証はど

こにあるのか， 等々。 たとえば現代では Plantingaが b)の 解釈をとり， その
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<Platoni tas>の各々を individu al essence と 呼び， これらは 認識的には等価で

ないとしても論理的には代入可能で等価であることを指 摘する。 伝統的用語に

直せば付帯性による個体化説に近しその付帯性の各々が個的本質・Platoni tas

と呼ばれるわけである。 こ れ は Frege， Ru ssellの線上 の， 固有名詞の意味に

ついての 一つの考え方として面白い。 しかし ボエチウスの論理学は 伝統的な存

在把握と密接に 結びついているから， 上のように付帯性の一つ一つを プラトソ
(24) 

性と等価におくことを ボエチウスが考えていたとは思えない。 Roland- Gos sel in 
(25) 

はPlatoni tasを 実体的特性と 解し，Schurr はそ れ に反 対して付帯性の集合と
(26) 

考える。 ボエチウス自身の考えはしかし， 恐らく d)に近いものではなかった

かと思われる。 つまり プラトンに属する 実体的・付帯的全性質の集合である。

彼が p r opne tasと pr op rie tate sをかなり任意的に使い， またイザゴーゲ一本文

の翻訳において個が<ex p r op rie tatibu s c onsis ti t…… qu arum c ollec ti o numqu am 
(27) 

in  ali o qu olibe t  eadem si t>と云っていることからもそ れ が 推測される。 これ

について， 最も詳細かつ妥 当と思われる注解をしているのは 12世紀の Gi lb er tu s
(28) 

Porre tan四で あ る。 G山er tu sは 存在を id qu o e st aliquid ( \，、わば形相的なる

もの )と qu od e o  e st aliquid (その形相によってそのものたる 存在 )とに分析

する。 彼に云わせると qu od e st aliquid なるものの個性 singulari tasは id qu o 

の個性 singu lari tasから 結果する。 G山er tu sは 徹底的な形相主義者である (こ

の点で， 実は ボエチウスとは異なると思わ れ る )。 彼は ボエチウスより進んで，

singulari tasと individ 田!i tasを区別する。 singu lari tasは 殆ど説明不能な， 存在

と 置換可能な究極的ー性の如く である。 何 か の形で 存在するものは何 であれ
(29) 

singulareなのである。 そして形相の存在性・ ー性 が， あ ら ゆ る 現実存在性の

存在性・一性の基礎である。 id qu oはしかし， 種 ・類形相にみられるように，

individu aleでなく， dividu aleであることが 多 L、。dividu ale とは 相似な 多くのも

のに共通的たりうること， individu ale とは 他と非共通的・非相似的なることで

ある。 彼は id qu o を分類し， 1単純な id qu o (例えば r ati onali tas， albed o) 

E複合的 id qu oに分け， 後者を 更に a)個体に属する id qu osの一部分の集
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合 (例えぽ humanit as) b)その全部の集合 (例 え ぽ Platoni t as)に分ける。 即

ち Platonit asは， プラトンとし、う個体について現実にも可能的にも， かつて在

り， 今あり， 未来にあるだろうすべての性質の集合体である。 そして上の諸種

の id quo sのうち， これのみが individu ale で 他 のものは singu lareではある

が dividu ale である。 これはライプニッツの個体概念に 似ている。

Gi lbertu sにおいて は， 現実存在 quod (彼は sub si stensとも呼ぶ )は形 相的

存在 quo ( sub si stent 凶によって完全に形成され規定される。 し か し， ボエチ

ウスにおいては， 上掲のテキスト に お い て p rop riet asと sub st anti aを分け，

Platonit asをも， humanit asをも， 明瞭に qu alit as， p rop riet asと 云うことから

も， カテゴリー論注解の考え方がここ に 生き， humanit as， Pl atonit asで尽しえ

ない基体的なものが積極的に考えられているとは云えないであろうか。 論理的

にも存在的にも， 質の， 特性の， 荷い手となる何物かが。 しかしもしそのよう

なものが考えられていれば， これはカテゴリー論の第 一 実体 で はない。Platon

の内で Platonit asを荷うものであるわけだから， それはし、かなる性質をも， 規

定をも持たない裸の基体のはずで、ある。 それを質料と呼ぶこともできょう。 し
(30) 

かし ，Schu rrや Ottoがそう解釈するように， 論理学書においてはその論理学

とし、う性格上， また注解であるとし、う性格上， ほの見えてはいても主題とはな

らなかった存在論を， 正面から扱ったのが第V論文で、あり第E論文 ( De Heb 

<l.omadibu sと 通称される )であるとすれば， そこで基体としてあらわれて来る

ものは神のベルソナにもあてはまるものであり， 形 相的規定を受けとる以前に，

ある積極的存在性を持ち， むしろその受けるすべての形 相的存在を存在たらし

めると解しうるものである。 たしかに， Platonit asがあらゆる規定を含む以上，

それの荷い手は全く無規定の純粋基体である。 しかしそれには第V論文でも第

E論文でも， 質料の名は与えられない。 それはむしろ， その荷う一切の形 相・

性質の個化・存在化の原理として考えられているのではないか。Platonitasの

成分をなす， 自体 dividu ale な諸形 相を存在化・個化する ものではないか。 ポ

エチウスのキリスト教的・ネオ プラトニスム的思考にあっては， 無規定性・無
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(31) 

限定性は， すなわちデュナミスは， 文字 通り源泉的な力なのではないか。 これ

らの点を， 第V， 第E論文について 検討して みよう。

2 

まず ，第V論文第E章のベルソナ概念であるが，これの存在論的構造について

は， 諸研究者の解釈にもあるあいまいさがつきまとっているように思える。 こ

れは部分的には natur a(φσ1>')， subst antia (fJ7CÓσr:aal>'， oùaÎa ) 等の， 多様な 歴史を

持つ語の宿命的な 多義性から来る。 教義論争の時代は特にこの 多義性が混乱を

ひきおこした時代で、あり， ボエチウス自身の この論文の意図も， 当時のピザン

ツ・スコラ学の人々のそれと同様， この用語の混乱を整理しあいまいさを拭

い去り， カルケドンのキリスト論を可能にするような概念規定を確立しようと

い うものであったが， それにもかかわらずボエチウス自身が語をかなり 多義に

用いており， 現代に至るまでその解釈にあいまいさを残していることは， 問 題

の錯綜性をよく物語っている。 部分的には， この 多義性は， ネオカルケドユス
(32) 

ムと呼ばれる調停的な人々の戦略と同じく， 意図的に， 異なる考え方を一つの

定式の内にまとめるために用いられているとも考えられるし， また第E論文に

おし、て成功しているように， 流動的な現実の， 異なりながらも共通性を保つ諸

相の連続性を， 表現するのに用いられているとも考えられる。

しかしそれにもかかわらず，私は諸研究の解釈を参照しながら， 一つの比較

的単純に筋を通せる解釈を， あえて試みて みたいと思う。 手がかりとしてまず

Schurr の解釈を見ょう。 前にも述べたように，Schurr はこのベルソナ 定義を

ボエチウス存在論の中心と見ており， かっこの定義の中心をなすのは個の概念

だと云う。私もこの点は異存ない。 しかしSchurr はこの定義が 結局 不 正確だ

と云う。 その論点は次のように整理 で きょ う。1)こ の定義の云う substantia

は， 個化された natura (ソクラテスの人間性)といっ た も のを 意味するので

はなし個体存在そのもので あ る。2) naturaと 云 わ れ て いるのは， 共通本

性・種形相である。3)しかるに， ある個体は 当然種を分有 す る ことによって



ポエチウスの個体論 55 

個で あり， 種と個 は 分 ち が たいー性 をな し ている。 ポエチ ウスにおいても

natu raと p er sonaの区別は単に論理的な区別でレアルに は両者 は区別ない。

4)とするとこの定義によればキリストの内には 二 ペルソナ があり， 三位の神
(33) 

は四位となってしまうだろう。

しかしまさしくこれらの困難は， カルケドン 後の思想家たちを悩ました困難

である。Schu rr もそうするように， 種形 相 によって 個 の個としての存在が成

立するという プラトン・アリストテレス的な考えをとるかぎり， キリスト両性

説は語ることさえも出来ない。 そこでカルケドン 後の思想家たちは oùaéaとは

何か， <píσ&1:とは何か，Ú1f:Ó何回σ&1:とは何か，μσ&1:とÚ1tÓστa U&1:の関係はどう

なっているのか， という聞いを論じつづけていたので、ある。 そして 当時のカル

ケドン 正統派のもち出した解決は， ボエチ ウスの第V論文に見られるような，

natura (<púuほ)の特異な意味づけであり， ピザンツのLeontiosのtνU1CÓ(J'ca r:仰

とし、ぅ概念である。 このこつは 殆ど同義であ ると考 え ら れる。Schurr はボエ

チ ウスの natura概念の解釈にさいし， トマス等のちのスコラ の解釈を視野に

おいて， この点を見落としているのではあるまいか。

ボエチ ウスに ほぼ同時代の穏和な単性説者アンチオキアのSeverosと， Iネ

オカルケドニスム 」とされるJohannes Grammatikosの論争も， 同じ 問題をめ
(34) 

ぐっている。 いずれもへノ テイコンに近く， アレクサンドリアの C yri llosに近

い思想家ながら， 反カルケドンと親カルケドンに 分 か れ る。Johannes Gram

m atikos の功績は， はじめて 三位一体論の用語とキリスト論の用語の統 ーを意

図したこととさ れ る。 彼 はカバド キ アの教父たもの 三位一体論に依拠して，

ψdσ々を共通本性 oùaéα/c o&同であるとした。 それ に反 対し，Severosは Atha

nasio s に依拠して oùuía =μσ'� =Ú'KÓστασぼであると す る。 これらはすべて，
(35) 

現実の存在者を指す言葉であり， 同義語である。 異義であるのは， 指示の住方

のアスペクトが違うのみで， OÙσiα は主として 具体的に 多 なるものの内に存在

する共通者として見られたかぎりのそのもの，Ú1r:Óστaσ&1:， rrpóσω'11:0νは個別的な
(36) 

ものとして見られ たも の， <púσ&1:， úrrápr;&1:は両方 の 意味が可能である。 この
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<púσIS の両義性を， Severos は三位一体論とキリスト論で使いわけたようであ

る。 つまりキリスト論では ú;róστασIS と同義な判σISを， 三位一体論 では共
(37) 

通者を意味す る判σISを。 すると 当然のことな が ら カルケドンはネストリ ア

ニスムだということになる。Severos はÚ7rÓστασISでないψ6σISはありえぬと

いうことから， キリストの人性はμσISで はな い と 明言 する。 〆αμσISτoÐ

8eoÐ ).óroυ σε σ印刷戸町というのが Cyri110 s に依拠 す るSeveros の定式であ
(38) 

る。 しかし， 三位一体論 はこ の úrróστασIS-q;Ú σIS同義説 で は 成 り 立たない。

Severos 風の説の弱点は， なぜ、キリスト論と 三位一体論とでμσISの異なる語

義を用いるかの説明が 十分 つ か な い こ と で あ ろ う。 そ れ に 対し，Johannes 

Grammatikos は両論に同術語を用い る こ と を試み， {J1róστασISは共通者なる
(39) 

{)ùa，a==μσほ とは明瞭に 区別され τÒ /Ca(}' t:/c(X(J7:0νと 定義 づ け ら れた。 しか

し， 彼はその際， I似 σISが共通者なら全 三位が受肉せねばな ら なくなる」と

いうSeveros の反論に 対して十分な答えをなしえていないことが指 摘される。

Severos はキリストの人性が判σほ ではないとしつつも， アポリナリスムに堕

さぬためキリストにお け る 人性 の現実性 は守 ろ う と す る。 この困難から，

Severos はカルケドン信条にも登 場する語 で あ る， 特性IÒIÓ7:r;S， ïòeoν等に関
(41) 

する考察を深めた。 すでに Cyri110 s の語るμσISにつ い て， 人性は特性・性
(42) 

質の集合であるとL、う解釈もあるらしい。Severos はある箇所で特性を分類し

て， a)個 別的基体自身， b)基体存在を構成し決定する基本的・ 実体的なる特

質， とし， この b)をlòlóτ料収èlJ 1CO'Ó切れ仰 σI/Ci)とよび， キリストの内に

二種あることをみとめる。 彼はここにキリストの「非混合の二性」の説明を見

出 すのである。 二本性はSeveros にとって受 け入 れ が たくとも， 神本性と共

に， ロゴスなるヒュポスタシスが， 人の本質的特性を荷うということは， 受け

入れうる。 それはきわめて本性に近いが， あくまでも性質である。 それならば，

神である性質と， 人である性質が， 非混合に 並存することの説明になる。 これ

はまた Cyrill os に倣ってlòlóτ収 判例吋， �ÒtÓτ収寺/Caτa púσtν， または種差

δtα少opáとも呼ばれている。 ネストリアニスムを避ける ために， これが a )の



ポエチウスの個体論 57 

いみでの「特性」でない こと， つまり 実体的でなく質的なもの 1rOtó-c収である
(43) 

こと， Àórosτoûπ叫山田tである ことが強調される。 こ れ は， カ ル ケドン論

者にもかなり近い解決の仕 方 で あ る。 ビザ、ンツのLeontiosは， 同じ困難を

È.1JU7róara7:0νとし、う概念で解決 し たが， そのÈ1JU1róararoνとは 実体的・本質的

性質問必1:T1'rôs oùσtφðô!sの如きものであれ これは属性 で もな く， 独立存在
(44) 

としてのウシアでもなL、， とされる。 これはSeverosのお!Ó切s tpuσt吋ときわ

めて近いものであろう。 ただしLeontiosは 正統カルケドン 派 として，Severo s  

に反して，判 σ!sとÚ1rÓστασ!sを峻別し， そのレアルな区別によって- útróσm・

σ!s が二例σ!s・ oùσía を分有 しうる， 荷い う る と い う 可能性 を基礎づけよ

うとした。 その荷いのあ り 方 がtνU7i:óarα'roνと い う仕 方なのであろう。 当然

Severosは， 極端な単性説の人々，Timotheos Ailuros， Phi lox enos o f  Hierap o li s， 

Sergius  Grammatikos 等によりキリストを分割するものとして批難さ れ て い

る。

3 

ボエチウスのベルソナ定義は， まさに このような論争の渦中にあり， そのー

環なのだと思われる。 彼の説はJohannes Grammatikos， Severos， Leontiosのそ

れぞれと部分的に似ており， 特にLeontiosにはよく似ているように思われる。

ボエチウスは第V論文第I章においてくnatu ra) の定義 を試み， 第四番目の定

義として， r naturaとは， それぞれの物に形を与える種差 で あ るJ <natu ra est 

unam qu amque rem informans sp eci fìc a  di 仇rentia)と云い， この定義に 従って，
(45) 

キリストの内に二本性 natu rae があると云われうるとする。 すると， 神性も人

性も， かかるものと解釈してよいわけである。 (もとより 神性 に 関しては本来

語りがたいのであり， 神の内ではすべてが ーであり単純であるわけだから， 本

質と存在， 実体と属性とし、う区別は 当然、成りたつわけもなしまたかりに神に

おいてはすべての属性が 実体的に存在すると語っても， その実体が 実は超 実体
(46) 

であると云われている。 またキリストについて類や種を語る ことも 当然できな
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い。 ロ ゴス・ヒュポスタシスと神本質の関係を， 個と本質， 個と形 相のアナロ

ジイで語るのみである。 しかし ポエチウスは一応その留保をしながら， 可能な

かぎり アナログな語り方をしようとしているようにみえる。)とこ ろ でS chu rr

はこの naturaを sp ec ies ， sp ezi五sche Fo rm， esse nti a， forma subst ant ialis等と解
(47) 

釈 する。 しかし， <sp ec ific a d iffere nt ia>は ボエチウスにあっては 明瞭に定義さ

れた意味を持っている。 イザゴーゲー注解によればそれは物 を単 に 他様 aIte r
(48) 

に するのでなく種的に 他なる もの aliud に するような 差異であり， 更にかかる

種 差は種々に分類されるが， そのうちに， 類を分つ 差異 (区分的種 差)と， 集

まって種を構成する 差異 (充足的構成的種 差)との分類がある。 後者は「類か

ら降って類を分つ諸 差 異が集められ， 一 つ の も のに 結合されて種を形づくる
(49) 

ir出rmareJ I種の実体を構成するJ と説明されている。 第V論文第I章の sp e -

cific a  different ia はこの第 二の構成的種 差 と 解 されるべきだろう。Leo nt ios で

1CO'Ó1:7J7:õ'i! Oùσゆれほ と呼ばれ，Severos でlð，óτ7J'i! <puσt吋 ， ð，a<popá等とよばれ

たの も， これにきわめて近い ものであった。

ところでこの種 差は， これ も 明瞭に， qu id と し て 述べ ら れ る ことではな

く， qu ale として述べられることだと規定される。 そのかぎり では p rop riet as，

acc idensと同類であるが， 内容的 に は， p rop riet asは 一つの種についてのみ 云

われる性質， acc idens は 実体を表示せず基体から可分な性質であるのに 対し，

種 差は実体を表示し， かつ基体から不可離な性質である， という 差がある。 し
(50) 

か しいずれにせよ種 差 は 一 つ の質 qu alit asなのである。 これはイザゴーゲー

注解ではおどろくに 当らないが， 種 差の論理的身分があいまいなことで知られ

るカテゴリー論の注解ではどうか。 ここ で も論旨は明瞭 で あ る。「種 差とは同

じ類の下におかれる諸種を固有の質 qu alit as に よって決定する ものJ， 人と馬

の実体の定義は， I理性的と非理性的という質 に お いて 」具なる。 ゆえに種 差
(51) 

は 「 多くの， 種において 異なる事物について qu ale にかんして 述語 される」。

ここで ボエチウスはアリストテレスをポルフュリオス風に解釈していると云え

ょう。 GilbertusPorretanus はここ で も 明断な注釈をしている。 この natu raが
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現実の個体でもなし種的 実体でも類的 実体でも， 実体を構成する原理でもな
(52) 

く ， 類的・種的特性を意味する， と。

以上から見れば，Schurr のように， この種 差を quid にかんして述語される

sp ec ie sと等置して考えるのは基本的にまちがっており， そ こか ら 彼のボエチ

ウスのベルソナ定義に関する誤った解釈が生まれたと考えられる。 natu ra が質

的なものと解されれば， 一つの基体が， 多なる natura e を荷う ことの不条理性

は半減する。 これはキリストにおいて 多かれ 少なかれ神人 二性を 主張しようと

する 当時の人々が共通に採った戦術で、あるように思われる。 しかし近代の研究

家は大抵 この ことを無視し て い る。Nédo nc e lle は natura を文字 通り sp ecifi ca

differ e ntia ととっているが， その ことの意味には 殆 ど注 意を払わず， 第E章の
(53) 

subsist e nt ia と sub stant ia の 差に専ら注 意を向ける。 C hadw ic kはボエチ ウスが

natura の四つの定義において， この語が p er so na と 異 な っ て 実体属性両様の

広い意味領域を持つ ことを示したとするが， キリスト論に関して第 三の実体的
(54) 

定義を用いるか第四の属性的定義を用いるかを明らかにしていないとする。 こ

れはあきらかにまちがし、である。

4 

と ころで ポエチ ウスの上述の第V論文第I章終りの述ぺ方を見ると， このよ

うな na tura 解釈は， キリストの人性とし、う特殊な 場合にのみ あてはめられて

いるわけではなく， あらゆる存在に共通の構造と考えられているようにみえる。

キリストにおける神性とロゴス・ヒュポスタシスの 結びつきに関して， 及び他

の 一般的事物においても， 本性と個の 結合は不可 分 一体 であって， キリストの

人性という特殊な本性のみ， いわば寄留的にロゴス・ヒュポスタシスの内にエ

ンヒュポスタトン的に付け加わるとし、う解釈もありうるわけだが， ポエチ ウス

は全く極端なカルケドン派として， 両性とヒュポスタシスの関係をいわば 対称

的に考え， かっ それを存在 一般の構造とみなすようにみえる。 すると， そ こに

はどうしても， 純粋基体のごときものがあらわれて来る。 これが 恐らくボェチ
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ウスのベルソナ概念の核をなすものであろう。 第E章はその基体がどのような

ものかを説明すると考えられる。 こ こでは人 聞を例にとって， 個体存在の持つ

四つの存在様式， 存在のアスペ クト， oùa，α= essenti a， 0ω占σO'íω仰σz勾s = s印ub s拙1回叫st旬en凶a，

b何πb初στ悶臼仰σtぼs= s叩ub st凶an凶üi ぬa， 7r叩póσω7rOων = pe白rsω0叩naが説明される。 しかし sub st anti aと

per sonaの 差は， 理性的本性の sub st anti a であるかないかという こと で あわ

存在構造の 問題としては重要でない。 存在構造の層は 三層と考えてよいと思う。

essenti a ば「存在するゆえに 」とのみ説明される。 sub si stenti aと sub st anti aの

差は， 前者がし、かなる基体の内にもない自立的存在なる ことを示し， 後者は自
(55) 

立的ならざるものに 対して基体となる ことを示す。 云L、か え れば sub si stenti a

は存在するために付帯性を必要とせず， sub st anti aはむ し ろ， 付帯性の基体と

なって付帯性に存在を与える， とL、う性格を持つ。 従って類 ・種は単 に sub 

si stere するのみであり， 個体は s山slstere するのみならず， sub st are する。 個

体が存在するためには， 付帯性を必要とせず (付帯性によって個が個となると

いう説は こ こ で 否定されているのではな し、 か? )， 諸特性と諸種 差によって形
(56) 

づくられて， 付帯性に存在を与えるものだから。 こ こで sub st anti aが第一実体

に似たものである ことはわかるが， 厳密には現実個体そのものというよりは，

それからいわば付帯性を引き去ったもの， 付帯性以前の， 付帯性の根拠となる

ものであろう。 それにもかかわらず， 上の説明から見れば， 付帯性が個の個性

を与えるのではないと思われるから， それはあるいみで個性をもつものである。

つまり付帯性となってあらわれる現実の 差異性といういみでの個性を持つので

はないが， その根拠をなすものといういみでの個性を持つものと云わねばなら

ないだろう。 その個性の根拠は種形相の側から決定されると考えるか， 基体の

側から与えられると考えるかの二つの考え方がある。 Gi lb ert usPorret anu sは前

者を 主張し， QttoはLeontios解釈を支えにして 後者を 主張 する。 Gi lbertusは

sub si stensと彼が呼ぶ現実存在の si暗u larit asと数的 差 は， そ の そ れぞれの内

にある sub si stenti a の singu larit as と数的 差によるとする。 即ち sub si stenti a

( たとえばhumanit as)自身が数的に 多でありそれぞれSl昭ulare たりえ， それ
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(57) 

が各現実存在を5ingu lare で数的に 多ならしめると考える。 Ot to は ポエチウス

がLeo 凶05と同様， 本性とヒュポスタシスをレ ア ル に 区別 し， 後者を純粋自
(58) 

立個体として考えて いるとする。

ボエチウスの5ubsis tenti aについても疑 問は 多 L、。 そ れ は natu raのような，

個のレアルな構成成分たる性質ではない。 s由sistere するものとし て 類 種を例

としてあげであるが， 単に論理的なものか， 存在として見られて いるのか。 存

在であるとして個体存在を離れて自存して いるとみなされるのか， 個体存在の

内に存在を持つと考えられるべきなのか。 もし両存在様態があるとすれば， 両

者の関係はどう考えられるべきか。 神学論文集の 範囲では， こうした疑 問に答

える手がかりは余りに 少なL、。『哲学の慰め」の内には一種のイデ ア界のよう

なものが考えられているらし い箇所や， それが神の内におかれて いるらし い箇
(59) 

所も見出されるが。

存在構造について 眼をひくことは， ポエチウスが， さきに述べた裸の基体的

なものには名を与えていないとみえることである。「すで に 種 差 によって形を

与えられたもの」が5ubstanti aと呼ばれるのであれ 基体が本性なしに存在す

るということは事 実し、かなる 場合にもありえないのだから， 名づける必要もな

いのであろうか。 逆に， 本性が いわば独自の基体なしに在るという ことは， キ
(60) 

リストの人性の 場合にありえたのであるが。 いったいその純粋基体的なものは，

どのように考えられて いるのだろうか。

5 

その構造は， 第E論文を参照することによって 少し 明瞭さを増すように思わ

れる。 多くの点で周到なSchurr は， す でに 第V 論文第E章の記述と第E論文

(Quo modo subst anti ae in eo quod sint b o nae sint cum no n sint 5ubst anti ali a b ona) 
(61) 

特に第2 Ax io mとの類似・ 並行性に 言 及 し て い る。 第E論文は著者自身が標

模しているように， 第V 論文以上に言葉 少なくあ いまいなもので， 多くの解釈

可能性のあることは， 種々の注釈書・研究書が示すとおりである。 しかしこの
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二論文の 対応はみのがしがたいものであり， この 並行性の 検討は， ポエチ ウス

の存在論の 構造を幾分は明らかに するように思う。参考 のためにSchurr の 指

摘する 対応をあげると次の通りである一一

Tr m: di versum es t ess e  et id q uod est 
Tr V: neque idem videbitur ess e  subsis tentia q uod subs tantia (1.39-41) 

Tr m: ipsum enim ess e  nondum es t 
Tr V: genera et sp ecies nondum s ubs tant (1. 50 の書きかえ)

Tr m: quod es t es t atque cons is tit  accep ta ess endi form a  
T r  V: indi vidua et subs tant et s ubsis tunt， informata enim s unt iam 

p rop riis et sp ecificis 
differentibus. (1.51-54) 

こ こから第E論文の quod est， ess eに それぞれ第V論文の substantia ， s ubsis ten

tia がおよそ 対応することが推測される。 しかし 実はもう一つの パラ レルをあ

げ ることができるのではあるまいか。 これはいろいろ 議論のある第E論文第6

Ax iom の解釈にかかわるが，Tr m: Om ne q uod es t parti cip at eo q uod es t ess e  

u t  sit (第6 Axiom)とTrV: Deus q uoque et oùuiα es t et ess entia， es t 

enim et maxim e ips e  es t a q uo om nium ess e  p roficis citur (1. 87-89)， (cf. Es t 

i gitur et hom inis q uidem ess entia， id es t oùuiα ……oùuiα quidem atque ess entia 

quoniam es t (1. 79， 81s )) とは対応させて考 えてよいのではあるまいか。 つまり

第V論文の存在の 三層 ess entia， s ubsis tentia， subs tantia に， それぞれ第E論文

の id quod est ess eな いし その分有， ess e， id q uod es t が対応す るのではない

tJミ。

問題はこのそれぞれの語の意味である。 Gilbert田Porretanus はすべての神学

論文に つ い て 共通に s ubsis tentia と subsis tens の 対概念で 存在を考 え， sub

sis tens は subsis tentia を内に 持ちつつ， それによって「それであるもの 」 とな

る と解する。 subsi s ten tia は実体形相的なものとして， ある い みで s ubsis tensに

よって持たれつつ， s ubsistens を決定する。 第E論文の ess e は s ubsis tentia と
(62) 

等置され， quod es t は s ubsis tens と等置される。 第2 Ax oim の ipsum ess e， 
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ess endi forma はいずれ も知性によって抽象さ れ た， 自体的に 見られた形相で

あ り， しかし現実には物の内に存在することが 指摘され， かっこれはウシアな

る 範型的形相の似姿 と さ れ る。 第3， 第4 Axiom はその 実体形相によって形

成 された ものが， 実体形相に可能的なる付帯性を持ち うることの説明と解され

る。 その 場合， subs is ten tia自体は， 自らの内に更に 原理的な ものを持つ基体で

はな いので， その 原理的な ものに可能的に付随 す る ものを持つことはな い。 つ
(63) 

まり何かを 分有 することはありえない， と説明される。 第6 Axiom に つ い て

は， 第2 一 第4 Axiom で説明された ipsum ess e  (実体形相)の 分有と， 何か

他 の もの (付帯性)の 分有とが， 一つの もの， つまり id quod es t ess e から も

たらされることを語り， すべての 具体的存在 quod es tは そ れによって何か或

る もの a liquid になるために ではなし単に存在す るために id q uod es t ess e  

を 分有 し， かっ その 同じものに依って「何か他の もの」を 分有 し， それによっ
(64) 

て a liquid になる， と説明される。 つまり Gi lb er tus に あっ て は， id quod est 

ess e を ips um ess e と一応区別することにより存在の 分有と本質の 分有 も一応

区別ばされているが， しかし両者の 分有が 同じーっの 分有の 二面であるように

み なされている。 彼は id quod es t ess eを ウシアとは呼ばず， 範型的イデアを

考 えて それを ウシアと呼んでいるが， 結局のと こ ろ， そ の 範型 的イデアは id

quod es t ess eなる第一原理の もとにあると考 えられる。

これに 対しThomas Aquin as の解釈は， 少なく と もWHebdom adibus 注解』

にお いては， この第6 Axiom について異なって おり， id quod es t ess e を も

<ess e s imp lici ter ) すなわち 実体形相と解する。 つまり第6 Axiom と第3 Axiom 

後半 とを 殆ど 同義と考 え， id q uod es t ess eと ipsum ess eの聞に区別を み とめ
(65) 

ない。 しか も彼は第 1一 第6 Axiom を すべ て単に論理的考 察 とと り， 従って

ここでの id quod es t ess eの 分有の， 他の 分有への 「先住」 も存在的ではなく

知の 秩序と解して いる。 G.S chrimp f はそれに 対し， Gi lb ertus 同様これらを

形市上学的考察と理解し， ポエチ ウスにおける存在論と論理の不可 分性を 指摘
(飴)

する。Schr impfの解釈は詳細 な も の で， ほ ぼ 同義的な ess e -ips um ess eー
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e sse n di f orma， また id q uod e s t - s ubs tan tia， あ る い は ips um e sse 白身 の

lips umjの二義性等の徴妙なアスペクトの差の分析を試 みている 。 こ れら の

徴妙な差 の連続した流れを辿ると， ポエチウスが少しづっず れる 同義的・ 相似

的 な用語を用いて， 本質存在と現実存在， 自存離在する形相と内在形相， 原理

と原理から生じたもの， 等の聞の不即不離の流動的 ・連続的関係を巧みに 語 っ
(67) 

て いる と解さ れて 興味深い 。 C hadw ic kも指摘するように ， こ こに は プロクロ

スの影響が色濃いと思われる 。Sc hrimpfも ipsume ss eを プロクロスのωτ0・

d凶tと 対比し， id quod e s t e sse はボエチウスに おいて ， 低次の aÙ1:0Sf.ν山の

源なる第一存在として ips um e sse から区別されており ， トマスの注解はそ の
(68) 

点を見逃しているとする 。 つまりSc hrimpfは Gil b ertus より やや 明瞭にこ の

二つを段階的に区別する 。

存在の各 段階をこのように 流動的・ ダイナミックなものと解するとき ( ポエ

チウスも partic ip atio， s usce p tio の ほか defl ue re ， fl uere等を諸存在 階層の聞に

用いている 。 後者は主に第一 原理と の関係である)， 論理的に より「一般的」

「抽象的 j r無限定的 」 なタームで語られるものが， より根源的に全リ アリテ ィ

を含むものであることに なる。 現実存在を構成するこの流動・分有の第一の段

階が第6公 理で語られる 「存在するための id quod est esseの分有」である 。

これは第V論文で res t atque max im巴 ipse e s t a quo omn ium esse profic isc iturJ 

と云われる神である OÙ(](α =e ss en tia からの， r q uon iam e s tjと云われた， 人の

持つ e ss en tia の流出 ， 分 有 ではない か 。 そ れ が 実体形相的規定・付帯的規定

の基礎・前提条件と なる 。 ess e凶 ia は s ubsis te n tia の核 で も あり， s ubs tan tia= 

pe rs on a の核でもある 。 ある いはまたそれらを覆い 包むものと 云 ってもよし、。

分化と限定の根源なるもの， そのい みで n on dume s t なるもの， あらゆる 限定

を超えるものが， 最も 実在的・最も 活動的 なものだとい う のは， ユダヤ・キリ

久ト教 とネオ プラトニスムに共通の直観である 。 キリストと い う存在は更にそ

の 原理の深淵をそのままこの世界の内へ ともたらしたが， それと類比的にあら

ゆる人間存在・個的存在の底にもこ の根源とのかかわりが聞けて見えてきたの
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ではあるまいか。 第6 Axiom に語られる第一の分有が， 個なる人間存在の核

をなす。 つまり「純粋基体」は実は第一 原理との 結びつき・関係・分有以外の

何 物 で もないのではあるまいか。 substa ntia の核は， 実はたえまな い 第一 原理
(70) 

からの流出， それとの関わり， に ほかならないのではないか。

こう解することが許されるなら， r純粋基体」は全く受 動的 な 無 にひとしい

もの， 形 相的限定によってはじめて存在性を得る ものではなしむしろあらゆ

る限定に存在を与える 原理的な ものとなる。 ただしその 原理性・存在性は第一

原理とその ものの一 対ーの関わりにおいて成立す る も の で あ るが。無限定な

「ある」というだけのかかわりが， どうして個的な ものでありうるのか， どの

ようにして ess e ntia が個の存在性でありうるのか， それがこの解釈の最 も 問題

的なところであろう。 Ottoが指 摘するような， ボ エ チウスの プロチ ノスとマ

リウス・ ヴィクトリ ヌスとへの関係の追究がその答えをいくらか明らかにする

か もしれない。 神学論文集の 範囲には， その答えは見出せないように思う。 し

か しGilb e rtus 風の， 形 相による個性の説明 も， また質料による 個体化の説明

も， 理論的には同程度の困難を持っている。 ひとつ確 実なのは， それらそれぞ

れのセオリ イがそれぞ れ 別々の世界理解・人間理解・自己理解を合意するとい

うことであり， 存在のどの要素に根源性・優位性をみとめるかということが，

宗教的・倫理的志向の図示で もあり， 主張で もあることである。 その点からい

えばこの解釈はL、わぱ人 聞を人間の枠から自由にする要素を持っている。 人間

の最 も根源的なる ものが， 善なる第一 原理との端的な関わりであり， 人間性と

いう形 相・性質は存在論的に人間個体と， もはやア リストテリスムにおける ほ

どの緊密な 不可分性を持っていなL、。 だがそれを可分だとL、L、きること もでき

ない。 p e rsona-substan tia はつねに na tu ra を負ってはいるのだから。 確かに，

人間性と人間個体の 結びつきは， 他の付帯性と人間とのむすびつき以前の， そ

の基礎をなす ものではある。 しかし， p e rson a-s ubsta ntia のいわ ば 核と， 人間

性の聞には， この存 在論 では， それ以前になかったある切断が生じていること

は， これまでの叙述であきらかであろう。 これがキリスト教存在論の特徴なの
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ではなかろうか。 そしてこの切断は， 多分ネオプラトユスムと密接にかかわり

ながら， しかしカルケドンの挑戦によって， はじめて明確に姿をあらわしたの

ではなかろうか。 この合意 するところは， 少し無用心に誇張して云えば， いわ

ば人間の 実存の神性であり， あらゆる限定的な ものからの自由， 限定的な もの

の(1人間本性 」さえ もの ) 相 対化である。 またNédo ncelleがこのベルソナ概

念について批難した. p erso na がsubsta ntia として閉じたモナドに なるという
(71) 

ことは， 当たらないと思われ る。substa ntia-úrróστauesの存在性は， 第一 原理

との関わりの内にのみ存するのだから。

最 後に， 付帯性に関して一つ付言 しておきたいことは， 付帯性によって， 個

が個化するとは解きれないまで も， 第V論文に おいてさえ も， 付帯性の扱いに

きわめて重きが おかれていること である。subsistentiaとsubstantiaの差ば， 付

帯性を荷うか否かに おいて見られ. su bsta n tia の持つ現実存在性の発現は， ま

さに「付帯性を存在せしめる」ということに おいて見られている。 つまり最 も

深い， 第一 原理との 結びつき， そのかけがえのない唯一性が， 眼に見える形を

とった ものが付帯性なのである。 本質的性質と付帯性の関係は 構造的にはアリ

ストテ レスの存在論と 異ならないわけであるが， その評価・照明のあて方は，

そこに一つ個的存在の核が加わったことによってかく も変化している。 これは
(73) 

屡々指摘されるように， 歴史的存在性を重大視 するキリスト教的直観の存在論

的表現で もあろう。

註
(1 ) Ii'哲学の 慰め』については， 神学論文 との 内容・意図の 整合性について 多くの 議論
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(10) ポルフュリオス の影響は， 特にJ. Bidez， Boèce et Porphyre， in: Revue belge 

de philologie et d' histoi何2 (1929)にお品、て強調され， その後， P. Courcelleは

Les lettres grecques en Occident (Paris 1943)その他 において ， アムモユオス の顕

著 な影響を論証し ， ポエチウス自身 アレクサンドリ ア に学んで、アムモユオスの講義
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aliis transferuntur atque ideo de nullis aliis praedicantur. Ciceronis enim 
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