
抽象1)と直観

一一 オッカムにおける知的認識の問題一一

稲 垣 良 典

1 オッカムは， トマスの人間論において基本的な位置をしめる「知的霊魂は

身体の形相である」わという命題は， 明証的には知られえないものであると主

張した.

「私は， {知的霊魂》を， 全体として身体の全体に， そして全体として(身

体の) すべての部分に在るところの， 非質料的， 不可滅的形相と解した上で，

次のように主張する. すなわち， かような形相がわれわれのうちに在ること，

およびわれわれにおいて知性認識することはかような実体にとって固有的で

あること， さらにかような霊魂が身体の形相であることが， 理性もしくは経

験によって明証的に知られることは不可能であって， ..・H・これら三つのこと

をわれわれはただ 信じているのである」め.

このようなオッカムの立場は， トマスおよびスコートゥスの立場と比較すると

き， 人間の知的認識の射程を著しく狭めるものである， との印象を与える. す

なわち， トマスにおいては， 知的な働き operat i o int el l ect uali s の根源としての

知的霊魂が身体の形相であること， およびそれは同時に， その固有の働きと存

在において身体に依存しない形相であり， 不可滅であることは論証的に知られ

る， とされていたの. これにたいしてスコートゥスは， 知的ないし理性的な霊

魂が人聞の固有形相であり， 種的形相であることは知的認識に関する考察を通

じて知られうると主張したが， そこから知的霊魂の不可滅性が論証されうると

は結論しなかったわ. そしてオッカムにおいては， 知的霊魂の不可滅性はもと

より， それが身体の形相で、あることも明証的には知られえない， と主張される
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に到ったので、ある.

このように知的認識の範囲(ここでは知的霊魂についての認識を例としてと

りあけ'たが)が次第に狭められたのはいかなる理由によるものであろうか. こ

の疑問にたいする答えとしてすぐ頭に浮ぶのは(1)信仰に属することがらと自然

的理性のみによる認識との明確な区別， および後者の限界についての自覚のた

かまり，(2)知的認識， とりわけ論証的認識の確実性についてのより厳格な尺度，

の二つであろう. しかし， ここではこのような一般的な解答の当否について論

ずるのではなく， 知的認識そのものについてのオッカムの理解を検討すること

を通じて， 上の疑問にたし、する解答を求めていくことにする. そのさい， とく

に感覚的認識と知的認識との関係に注目しながら考察を進めることにしたい.

なぜ
、
なら， 知的認識の範囲を限界づけるものは何よりも感覚的認識にたし、する

知的認識の依存であるように思われるからである.

しかるに， あきらかにオyカムにおいては感覚的認識にたし、する知的認識の

依存は， トマスにおけるほど本質的なものとは解されていない. トマスが知的

認識は感覚的認識をもって始まり， そ の範囲は可感的なもの sensi bi lia を通じ

て導かれゆくことの可能なかぎりのことがらを出ることはできないのみではな

くへわれわれの知性は(現世においては)自ら を感覚的表象 phantasmata へ

向けることなしには何ものをも現実的に認識することはできない， と主張して

いるのにたいして\ オッカムはそのような依存をはっきりと否定しているの

である夙

これは一見きわめて奇異な事態であるといわざるをえない. オッカムは感覚

的認識からの知的認識のより大きな独立を主張しながら， 知的認識のおよぶ範

囲をなぜ狭めたのであろうか. 逆に， トマスは感覚的認識にたし、する知的認識

の本質的依存を強調しながら， いかなる根拠によって知的認識が感覚を超える

事物へと到達しうる可能性を肯定しえたのであろうか. オッカムの認識理論が

懐疑主義への道を開くものであるとし、う解釈には異論の余地があるにしてもへ

それが人間霊魂および神に関する形而上学的認識への道を閉すものであったこ
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とは確かである. 何が オッカムをそのような立場へ導いたので-あろうか. 本稿

では オッカムの知的認識についての見方を検討することを通じて， この疑問に

たいする解答を探ることにしたい.

2 オッカムの認識理論をその歴史的枠組において理解するためには， ロジャ

ー・ ベイコンの「スベキエスの多数化」説によってひき起された認識論的問題

を考察に入れる必要がある10) ここではベイコンにおける物理的悶果作用に関

する包括的理論としての「スペキエスの多数化」説， および認識の領域へのそ

れの適用について詳しくのべることはできないが， オッカムとの関係において，

その問題点の一つだけに触れておきたい すなわち， この説によると感覚に直

接に働きかけるのは対象そのものではなく，対象によって媒体 medium のうち

に生ぜしめられた， 対象の類似としてのスベキエス (厳密にいうと， 媒体にお

いて多数化される諸々のスベキエスの最後のもの) であるところから， 認識の

直接性が妨げられることになる. ここからして， 認識の確実性が重大な疑問に

さらされることになり， この問題の解決がベイコン以後， 13， 14世紀のスコラ

学者にとっての課題となったのである11)

ところで， 認識理論としてのスベキエス説は， オッカムによって全面的に斥

けられるに先立つて様々の批判にさらされたが， ここでは オッカムの立場をよ

り明確に浮び上らせるために， まずスコートゥスにおけるスベキエス説を概観

しておこう. スコートゥスはベイコンの「スペキエスの多数化」説を全般的に

受けいれており， スベキエスの存在を明確に認めた. すなわち， ガンのへンリ

クス， フォンターヌのゴデフリドヮスが知的認識にとってのスベキエスは不必

要としたのにたいして， 可知的スベキエスの存在を認めており12〉， さらに対象

によって生ぜしめられたスペキエスが感覚器官， および感覚能力によって受け

とられることを通じて感覚的認識が成立することを否定したベトルス・ オリヴ

ィにたいして， 媒体および感覚における可感的スベキエスの多数化を， ベイコ

ン説に修正を加えつつ認めている13) しかし， スコートゥスによるとスベキエ

スによって媒介される認識は， 表象力ないし外的感覚によってまず動かされる
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ことなしには自ら働きをなしえない人間知性の現在の状態と結びっくものであ

って14〕， 知性としての本来の認識の在り方ではない. その意味でかれはベイコ

ンのスベキエス説が認識理論としては不充分なものであることを見てとってい

たといえよう.

さらに， スコートゥスは認識理論としてのスペキエス説を次のように批判す

る. 第一に， 感覚によって受けとられるスベキエスは対象の付帯有 (とくに可

感的質および量) の類似のみであって， 実体は不可知なままにとどまらざるえ

ない. 第二に， スベキエスの存在は「弱滅され た存在J e sse di minut um (それ

が物体的， 精神的， 志向的のいずれて、あるにせよ) にとどまるのにたいして，

対象は 「無条件的で実在的な存在J e sse si mp liciter et reale を有するがゆえに，

無条件的な仕方で知的認識口市 l lectio という結 果を知性のうちに生ぜしめるの

はスベキエスではなし対象そのものであると考えなければならない15) スペ

キエス説にもとづく認識理論のこうした不完全さを補うために， スコー トヮス

は直観的認識i ntellect io- co gni t io int uit iva (および抽象的認識c o gnit io- inte l lect i o  

abst racti va) の理論を導入した， といえるであろう.

直観的認識とはスベキエスによらず， 事物そのものによって生ぜしめられる

認識であり， そこでは事物の何性がそれの現実的実存 ex i ste nt ia actuali s に即

して捉えられる16) すなわち， 直観的認識において認識能力を 「動かす」のは

「それ自体において現存する事物J re s p r ae se ns in se であって， l'事物に類似

したスベキエスJ sp eci e s  si mi li s re i ではない17) それはまた「実存するもので

ある限りでの実存するものについてのみJ non e st ni si ex凶 e nt i s ut exi ste ns e st 

であるとも1 8九 「実存するものである限りでの実存する本性そのものについて」

ip si us nat ur ae ex i ste nt i s  ut ex i ste ns e st であるともいわれる19) さらに直観的

認識は 「現存的に実存している限りでの対象に関する限り完全であるJp erfecta 

-・q ual is e st de o bi ect o ut p rae se ntaliter e x i ste ns とされる20)

ところで， スコートゥスにおいて， 認識の完全性・確実性への要求を満たす

ために導入された， このような事物そのものの直接的認識としての直観的認識
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の理論は様々の問題をふ〈んでいる. 次にその二， 三のものに触れておこう.

3 まず， スコー トゥスによると直観的認識は感覚的認識のレヴ ェルにおいて

も見出されるものであり21〉， 知的と感覚的のいずれにおいても直観的認識は事

物の現実的実存に即して成立するとされているが， このことは感覚的と知的認

識との聞の区別制度昧なものにするものではないか. ここでいわれる現実的実

存とは， 視， 聴， 喋覚などの外的感覚が， 想像力の場合とは違い， そのi動きの

ためには対象の現実的実存ないし現存を必要とする， といわれる場合の現実的

実存である22) ところで， スコー トゥスは感覚という低次の能力に可能なこと

は高次の能力である知性にも可能でなければならない， と考える ので23\知

性の第ーの働き(不可分なもの・ 単純なもの の単純把捉 sim plex appre he ns叫

inte ll ect io i n  di vi si bi l ium) についても， 対象が実存するか否かに関して中立的

な働き(抽象的認識) と， 離密に現存・ 実存するものである限りでの現存・ 実

存する対象にかかわる働き(直観的認識) の二つを区別する拘.

しかし， 事物の現実的実存がし、かにして認識
一一

感覚的および知性的
ーーを

実現させることができるのか. 事物の現実存在がその事物についての認識を生

ぜしめるという言明は， 認識という事実の記述としてはきわめて明快であるが，

認識の可能性を説明する理論としては明噺なものではない. おそらく， スコ ー

トゥスにとって認識の(可能性の) 問題は確実性の 問 題に集中したためm，

(スベキエスによって媒介されなし、) 事物そのもの の 現実的存在によって生ぜ

しめられる認識としての直観的認識がかれの認識理論の基礎概念、としての位置

を占めた， といえるであろう. しかし， そのことによって知的認識の可能性の

問題は探求されないままに終った， といえるのではないか.

スコー トゥスのいう直観的認識において捉えられているのはいうまでもなく

個体 singul ar e である. すなわち， スコートゥスは感覚によってと同様， 知性

によっても個体がその実存ないし現存に即して se cundu m q u od e st in se e x i s-

te ns e t  se cundu m qu od pr ae se ns secu ndum exi sten t iam 認識される， と主張ず

る26) ここで「それ自体において実存する限りにおいて， および実存に即して
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現存する限りにおいて」といわれていることの意味が問題であるが， 明白なの

は， そこでは当の個体が何であるかにかかわる概念的認識が遂行されるのでは

ない， ということである.

なぜなら， ここでいわれる現実的実存は， 知的認識がそれとのかかわりによ

って基礎づけられ， また特徴づ
、けられるものとし ての有 ens ではなL、からで

ある. 直観的認識を成立させる事物の現実的実存ないし現存は， スコートゥス

のいう， 知性に よって明噺に 捉 え ら れる第一の適合的対象 o bjecturn prirn urn 

adaeq uaturn 一一それは最も普遍的な概念であるーー
としての有27) ens とは直接

に結びつくものではない. なぜなら， 当の現実的実存は感覚的な直観的認識を

も成立させるものだからである. このように見てくると， 知的認識の発端にこ

うした個体の直観的認識を位置せしめる認識理論においては， 感覚的認識から

本質的に区別された知的認識とはL、かなるものであるか， その可能性はいかに

して説明されるか， などの聞いは聞いとして探求されないままにとどまるので

はないか， と考えざるをえない.

4 スコートゥスの認識理論の問題は， 知的認識の成立を説明する理論として

の抽象理論 (能動知性による抽象)においてあきらかに認められる. すなわち，

スコートゥスは人間知性の現在の状態に関する限り， 知的認識は可感的事物の

何性を認識するところから出発せざるをえないのでm， 能動知性によって可感

的な秩序から可知的な秩序へと移行させられる必要があることを認めm， それ

を能動知性による抽象と解している. しかし， スコートゥスはひとたび可知的

な秩序への移行が実現された後においては， 知性が現実に認識を行うために常

に感覚的表象へと自らを 向ける必要があると主張してはいない拘. いいかえる

と， 知性は現実的に認識を行うさいには常に 「抽象することを通じて」山認識

するとの立場をとってはいない. この点においてスコートゥスは， そのような

立場をとるトマスにくらべて， 感覚的認識からの知的認識のより大きな独立性

を主張している， といえるであろう. しかし， 問題はこのような感覚的認識か

らの知的認識の独立性の主張が， かならずしも知的認識の可能性， したがって
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また知的認識の本質を解明しうるものではなかった， というととである.

スコー トゥスの抽象理論， すなわち感覚的認識への移行を説明する理論の特

徴は， もっぱら普遍性 unive rsali tas の観点から説明が試みられて い ると ころ

に見出される. すなわち， 抽象とは感覚的表象において表示・再現されている

対象を， それが置かれている質料的条件 (hi c et nun c， i ndividuati o) から解放

して， 非質料的， すなわち現実に可知的なものたらしめることではなく， むし

ろ感覚的表象のうちに現存している対象と知性との協働によって知的認識が現

実的に成立する， という説明がなされる. すなわち， 対象のうちにはすでに共

通的本性 natur a communis がふくまれているのである が， それは未だ普遍性

と個別性の両者にたいして中立的であるとされる. 抽象とはそれに普遍性とい

う新しい様相を付与することであり， それによって認識は可感的秩序から可知

的秩序へと移行する. このように抽象とは非質料化ではなしすでにそれ自身

として可知的・ 非質料的でありながら， いわば感覚的表象のうちに閉じこめら

れていて， まだ知性を動かすに到っていない共通的本性に注目して， それを見

てとること， そのことによってそれを現実に普遍的なものたらしめることであ

る， とされる32)

このように， 可感的秩序から可知的秩序への移行が語られてはし、るが， 厳密

にいえばスコートゥスにおける抽象の出発点は感覚によって捉えられる個物で

はなく， すでに可知的たらしめられた共通的 本性 (それは感覚的表象のうちに

見出されるが)である33) したがって， スコートゥスの抽象理論は感覚的認識

からいかにして知的認識への移行がなされるか， いし、かえると知的認識はいか

にして成立するのか， という問題を解明する試みではない， といわざるをえな

い. スコートゥスは， 感覚が対象によって認識へと動かされるとき， 知性はこ

うした感覚に続いて sequens tal em sensum そのような対象についての認識を

もっ， という言い方をするが叫， そこで知的認識がいかにして成立するかにつ

いての探求は行わない. いいかえると， 知的認識の働きをその根源である知性

自体までさかのぼって考察することによって， 知的認識を可能ならしめる根拠
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を追求する試みはなされていないのである. そしてこのような知的認識の可能

性の根拠を探求する試みがなされなかったことが， はじめにのベた知的認識の

範囲を狭めるという結果へと導いたように思われる. しかし， このことはスコ

ートゥスの認識理論を批判することを通じて自説を展開したオッカムにおいて

より明瞭にあらわれているように思われるので， 次にオッカムの認識理論の考

察に移りたい.

5 オッカムはスペキエス説について， 理性， 経験および権威にもとづいて広

く支持されてきた説で、あるとのベ， その代表的議論を検討する. まず媒体にお

けるスペキェス s p eci es in  medi o については， 対象そのものとは臭った本質

(側面) rati o をもっスベキエスを媒体のうちに措定する何らの必然性もなし

そのようなスベキエスはし、かなる感覚によっても捉えられないとした上で， ス

ペキエス措定の理由となりうるのは遠隔作用 act i o in distanti a の不可能性のみ

であるが， 実際には遠隔作用は可能であり， したがってスベキエス措定の必然

性はないことを詳細に論じている35) さらに 感覚に おけるスベキエス s peci es

III sensu については， 対象と感覚能力のみで感覚作用を生ずるに充分であると

主張する. 感覚的表象 pha r山smata ， si mu lacr a ，  id ol a なるものは 「先に感覚され

後で表象された可感的事物そのもの」であって可感的スベキエスではなく， 感

覚作用が行きつくのはまさしく個々の可感的事物そのものなのである36)

さらにオッカムは可知的スベキエスをも完全に排除する. スコートヮスが可

知的スベキェスの存在を認め， それを抽象理論のうちに取りいれたのにたいし

て， オッカムは可知的スベキエスと一緒に， 知的認識の形成を説明する理論と

しての抽象理論そのものを排除するのである. そのことは， オッカムが能動知

性に訴えるそれまでの認識理論とは根元的に異った一一
古典的な現実態一可能

態， 形相ー質料説がもはや決定的な役割を果さなくなった一一知的認識の形成

を説明するための理論を提示していることを意味するものといえよう.

オッカムが， 知性が認識を行うためには知性のうちにスベキエスを措定する

ことが必要である， という見解を論駁するために展開している議論の詳細につ
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いてはここでは触れない37) オッカムの議論の要点は， 反対見解がスベキエス

の導入によって整合的に説明しよう salva re と試みていること は， すべてスベ

キエスなしにも説明可能であり， またスベキエスの存在は経験的に確証されな

い， ということに帰着する. しかし， より根本的には， オッカムはスベキエス

説， すなわち現実態一可能態， 形相一質料とL、う形市上学的概念を用いて知的

認識の形成を説明する認識理論に代るものとして， 直観的 一抽象的認識の概念

を中心とする新しい認識理論を提示しているのである.

この点は従来オッカムの立場を批判する論者と， 積極的に評価する論者の両

方において看過されてきており， 強調に値するように思う. すなわち， スコー

トゥスにおいて直観的 一抽象的認識説は， 可能態ー現実態， 形相一質料概念に

もとづく認識理論 (デ・ アニマ) を補完するにとどまるものであったのにたい

して， オッカムにおいては直観的 一抽象的認識の概念を基礎とする新しい認識

理論が構想されているのである. オッカムを14世紀スコラ学の文脈 (神学者で

あり， アリス トテレスの正確な理解をめざしていること， 等) において理解す

べきことはいうまでもないが， かれの認識理論における根元的な「新しさ」を

見落してはならないであろう.

6 オッカムはその著作のいくつかの箇所において， 直観的および抽象的認識

cogni ti o ・not it i a int uit iva ， abst ract iva について詳細に論じているが拘， ここでは

スベキエスおよび抽象理論の排除， 知的認識の成立とし、う問題と関係してくる

かぎりで， その要点のみにふれておきたい.

直観的認識とは「それによって， 事物が在るときには在る， 在らぬときには

在らぬ， と認識されるところの， かの認識である」拘と定義され る. それとい

うのも， 知性は何らかの単純な るもの・ 名辞i n com pl e xum ， e xt rema ， t e rminus 

を直観的に， 完全な仕方で把捉 apprehende re すると， 直ちに複雑なるもの・

命題 com pl e xum ， proposi ti o を形成し， 承認を与える assent i re ことができるか

らである. たとえば物体 co rpus と白さ al bed o を直観的に見てとることによ

って， 知性は直ちに「物体は在るJ co rpus es t I白さは在るJ al bed o est I物体
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は白L、J c o rp us est a lbus とL、う命題を形成し， 直ちに承認を与える. 直観的

認識そのものは単純なるものにかかわるのであって， 命題の形成および‘命題へ

の承認の働きは直観的認識ではない拘.

他方， 抽象的認識は 「それによってわれわれが， 事物が在るときに在る， 在

らぬときに在らぬ， と判断しないところの， かの認識である」と定義される仰.

オッカムは直観的認識について自然的に原因されるものと， 超自然、的に原因さ

れるものとを区別しており山， スコートゥスの直観的認識は前者のみに限られ

ていたことを指摘する的. 超自然的に原因される直観的認識なるものを想定す

ることの意味， およびそれによって引き起された， 実存しない事物についての

直観的認識をめぐる様々の解釈と論争についてはここでは立ち入って考察しな

し、

注目に値するのは， スコートゥスにおいてはスベキエスによって成立すると

された抽象的認識が， オッカムにおいてはスベキエスを排除する仕方でその成

立が説明されている点である. すなわち， オyカムによると， 私が或る事物に

ついて直観的認識をもっとき， 同時に・直ちに simul e t  semel 同じ事物につ

いての抽象的認識をもつのであり， そ し て この抽象的認識(a)は， 別の抽象

的認識(a')へと傾かしめるところの習慣 ha bi tus を生ずる. (a')は， たとえ

ば私がそれによって「事物がかつて在ったJ res a liquand o fui sse と判断すると

ころの， 不完全な抽象的認識であり“九それは習慣によって成立する認識であ

るとされる. オッカムによると， 直観的認識からはけっして習慣は生じないの

であり， また直観的認識が習慣によってより容易なものになるということもな

い的. それは常に対象と知性によって生ぜしめられる認識である. これにたい

して， 抽象的認識は， 直観的認識に常にともなうものか， あるいは抽象的認識

(の反復)によって生ぜしめられたものか， そのいずれかである的.

ここからして結論されるのは， まず直観的認識のためには知性と認識された

事物res c og ni ta 以外の何ものも措定しではならない， というものである. よ

り厳密には， 直観的認識は能動知性と対象 i ntel l ec tus agens c um o bjec to を充
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分なる能動因 age 凶ia su 伍cie nt ia， そして可能知性inte l le ctus possi bi lis を充分

なる受動者 pati e ns su ffic ie ns として成立する， とされている47) ここで注目す

べきは， 認識が能動因一受動者とし、う作動因 causa e 伍c ie ns の因 果性にもとづ

いて理解されている点である. スベキエスを導入する必要性はないという主張

は， 認識を作動因 果性にもとづいて理解することを前提とするもので， スベキ

エスはもはや形相 一質料説の観点から理解されてはいないことに注意する必要

がある.

抽象的認識に関しては対象と知性のほかに何ら かの準備要因 praev ium を措

定する必要がある. ただし， この要因は認識作用 actus inte l l ige nd iに先行する

ものではなく ， 後続するものであるから， スペキエスではありえず， むしろ認

識作用によって生ぜしめられる習慣であるとしなければならない的. ところで，

この習慣は経験されるものであり， そしてスベキエスによって説明のつく すべ

てのことは習慣によって説明されうる. したがって， 抽象的認識を成立させる

ために必要とされるのは習慣であって， スペキエスではない， というのが オッ

カムの立場である的.

7 ところで， オッカムが直観的認識について語るとき， かれは「認識J cog 

n it io， not it ia という言葉にどれだけの意味をふく ませているのであろうか. い

いかえると， この言葉は「認識」の本質に関してどのような洞察をふく んでい

るであろうか. まず言えることは， オッカムは認識の本質， とりわけ知的認識

の可能性の問題にたいしては関心を示さなかった， ということである. このこ

とは， たとえばかれがスベキエス措定の論拠を反駁するさいの議論においてあ

きらかに認められる附. すなわち， スペキエスを措定することが必要で‘ある論

拠として(1)類似化 ass im i lat io(2)知的認識の形成 causat io inte l le ct ion is (3)対象

の表示・再現 re prae se n tat io ob je ct i  (4)可能態の確定de term inat io pote n t iae (5)勤

者と被動者との合一 un io m ove nt is e t  m ot iの五つが挙げられているが， オッ

カムはこれらの論拠を知的認識の本質ないし可能性にかかわるものとは見てい

ない. むしろかれは， 認識を能動因age ns と受勤者 pat ie ns との聞の一種の作
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用と見た上で， そのような作用が成立するためにスベキエスは何ら必要とされ

ない， という議論を展開しているのである.

認識の本質， ないし知的認識の可能性の問題にたし、する オッカムの無関心は，

かれが抽象理論にたいしてとっている立場を検討することによってさらにあき

らかに示される. まず注目に値するのは， スコー トゥスにおいてと同じく， 知

的認識がそれ自体としては感覚から独立に成立すること， いし、かえると， 感覚

への本質的依存の否定が主張されている点である. さきにも触れたように， ト

マスにおいては知性が現実に認識する intel li ger e ためには常に「感覚的表象へ

(知性が自らを) 向けることJ conv er si o  ad p hant asmata が不可欠であること

が一貫して主張されているのにたいして， オッカムはそれを明確に否定する51)

じっさい， 知的な直観的認識のためにも， 抽象的認識のためにも， 対象と知性

(および認識作用に後続するものとしての習慣) で充分であるとされており，

感覚的認識の成果としての感覚的表象は不必要であるとされているのである.

たしかに オッカムは或る者が認識することへの付帯的な可能態p otentl a ac. 

ci dental i s の状態に在るためには， r身体お よびすべての諸能力の然るべき構成

および態勢J debi ta comp l ex i o  et di sp osi ti o corp or i s  et omnium vir tu tum が必

要であり， したがって表象能力 p har出 sia もそこにふくまれることを認めてい

る52) したがって幼児とか狂乱状態にある人聞のように， そうした然るべき態

勢を欠く者は認識を行いえない. しかし， そのような態勢を必要とするという

ことは， 知的認識が必ず感覚的認識への非質料化ないし照明という働きかけ，

すなわち抽象を通じて形成されることを意味しない， というのが オッカムの立

場である.

じっさい， オッカムによると感覚的表象は無条件に sir即li ci ter 直観的お よ

び抽象的認識のために必要とされるのではなく， 単に付帯的に現世においての

み tantump er acci d ens p r o statu i s t o 必要とされるにとどまる. それというの

も (身体から) 分離した霊魂 ani ma sep ar ata は何ら感覚的表象なしに， 自ら

にたいして現存する事物を見てとることができるからであり， アリストテレス
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が感覚的表象の不可欠性を主張したのは， かれが現世における事物とその過程

のみに目を 向けていたからにほかならない， と オッカムは指摘する53)

さらに オッカムは能動知性による拍象を次のような議論でもって斥けている.

すなわち， もし能動知性が多くのものを無差別的に ind iff erenter 表示・再現す

るところのスベキエスを造りだすがゆえに普遍を造りだすのである， と主張さ

れるのなら， 同様の仕方で感覚も普遍を造りだすといえよう5ペと オッカムは

論を進める. オッカムの議論の出発点は， 人間にせよ白さにせよ， 諸々の全く

類似したものが存在するとし、う事実であり， そこからして一つの似姿 imago が

それら類似物の一つに類似し， それを表示・再現するというのなら， 他のもの

にも類似し， それをも表示・再現する筈であり， したがって感覚も普遍に到達

することになる， というものである.

オッカムが能動知性による抽象という考え方を否定していることは次の箇所

において明白に示されている. す なわち， r能動知性は可能的に可知的なるも

のを現実的に可知的たらしめるJ55)
一一これはトマス的抽象理論の中心命題で・

ある均
一一ー

という言葉は， オッカムによると アリストテレスにも アヴ ェロエス

にも見出されないのであって， 実際に語られているのは 「能動知性は可能的に

認識されていたものを現実的に認識されたものたらしめる」ということである，

という町. そして， オッカムによると後者は真なる命題である. なぜなら， 能

動知性は認識作用i ntellec t io を造りだすのであり， それによって先には可能的

に認識されていたものが現実に認識されたものとなるからである58) このよう

に， 能動知性の働き operat io は知性をして現実に認識ぜしめる ことであり，

能動知性と可能知性は認識作用に関して能動因agens と受動者 pat iens の関係

にあるとされる均. すなわち， r能動知性の働き は認識作用を造りだすことで

あり， 可能知性の働きはそれを受け とること であるJ60) 照明あるいは非質料

化という意味での能動知性による抽象を オッカムが完全に否定していることは

疑う余地がない.

これにたし、して， オッカムが認める「能動知性の抽象」とは(1)直観的あるい
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は抽象的認識を原因する働き(2) rそれを通じて認識的存在 esse ob jec tivum の

うちに普遍もしく は事物の普遍的概念を造りだすところの抽象」仙のみである

が， それは先述した， 能動知性は認識作用 i nteI l ec tio を造りだす， ということ

の言L、かえにすぎない.

ここからして， 能動知性が感覚的表象に働きかけて， 可能的に可知的なもの

を現実的に可知的なものたらしめる， つまり抽象する(可知的スベキエスを造

りだす) という トマス派の説は誤りである， と オッカムは結論する. その議論

の要点、は， 感覚的表象に働きかけることによって生ぜしめられるもの(可知的

スベキエス) は， (1)実在 esse su b jec tivum に即しての何ものかであるか， (2)認

識的存在 ess e o b jec tivum に即しての何ものかであるか， いずれかでなければ

ならないが， (1)は トマス派によって斥けられており， (2)は トマス派によると，

むしろ可能知性によって生ぜしめられるものであり， 能動知性の働きには属し

ない， というものである62)

オッカムは別の箇所において63勺能動知性によるものではない抽象について

のべているが， そこでは次の三種類の抽象が区別されている. (1)知性が乳の白

さを認識して， その甘さを認識しない場合のように， 実在において共に見出さ

れるものの一つを， 他のものなしに認識する場合H・H・これは感覚にとっても可

能である， (2)知性が個別から普遍を抽象する場合…… 「すなわち， 普遍は個別

を言表し， 代示するとは いえ， 個別と実在的に同ーのものであるのではなL、J.

(3)或る主語について一つの述語可能なものを述語し， 他の述語可能なものを述

語しない場合.

あきらかに， ここで言及されている抽象は， それによって感覚的認識から知

的認識が形成される働きとしての抽象ではない. トマスもここでオッカムがの

べているような抽象について語っているが6ペそれと知的認識を成立させる能

動知性の抽象とは明確に区別している. 哲学史的に重要なのは， オッカム以後

「抽象」とし、う言葉はもっぱらここで言及されている意味で用いられるように

なった， ということである向.
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8 オッカムカ" 知的認識は能動知性による(感覚的表象からの可知的スベキ

エスの) 抽象によって成立する， というトマスの見解を斥けた背景には， 質料

mat e ri a 理解における根元的な変化があったと考えら れる. すなわち， トマス

のいう(能動知性による) 抽象とは対象を質料ないし質料的条件から切り離す

ことによって可知的ならしめる こと， すなわち非質料化であり， そして認識の

様相は非質料性i mmat e riali tas の様相にもとづく66うというのが認識に関する

かれの基本的理解である. いいかえると， 質料は可能態において在るものであ

り， その本性からして(それ自体としては) 認識されえないものとされている.

これにたし、して， オッカムにおいて質料はもはやそのように単に可能態にある

ものでも， それ自体で認識されえないものでもなく67)， したがって知的認識の

成立のために非質料化としての抽象が必要とされる理由も消失する.

こ こではトマスとオッカムにおける質料， とり わけ第一質料 mate ria prima 

の概念について詳述する ことはできないが， 以下の概観によってもその相違は

明白であろう. まずトマスによると， 広い意味では実体的存在 esse su bstanti

ale にたいして可能態にあるものも， 付帯的存在 esse acci d e r山I e にたし、して可

能態にあるものも質料と呼ばれうるが， 厳密にいえば， 後者 mate ri a i n  q ua は

基体 su b jectum であり， 前者 mate ri a ex q ua が第一質料である68) 質料と基

体との根本的相違は， 後者 がそれ自体によって pe rse 完全な存在 esse com

pl etum を有するのにたいして， 前者 は自らによっては完全な存在を有しない

がゆえに， 自らに到来するものからして ex eo q u od si bi adveni t 存在を有す

る， という ことに存する.

したがって， (第一) 質料は「自らによっては けっして存在し えない， なぜ

なら， 自らの本質のうちに何らの形相も有しないがゆえに現実態における存在

を有しなし、からであり(というのも現実態に おける存在は形相によっての他

は与えられなし、からである)， それはたんに可能態において存在するに すぎな

いJ69). こ こからして， r第一質料はそれ自体によっては認識される ことも定義

される こともできないj10)とトマスは主張する.
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とのように， トマスが第一質料は 「それ自体によって実在界に存在するもの

ではないJ71) と主張したのにたいして， オッカムはそれと正反対の見解を表明

している. すなわち， I質料は実在界に現実にactuaJite r 実存する何らかの事物

であり，すべての実体的形相にたいして可能態にあるJ72). このように，オッカ

ムによると質料は実在するものであるから， トマスが 「形相は質料に存在を与

えるJ73) fo rma dat esse mat e ri ae I形相は質料が存在する ことの原因であるJ74l

f o rma est causa essendi materi ae とのべているのは誤りであるとして斥けられ

る75) じっさい， 存在しないと ころのものはいかなる有の部分ないし根源でも

ありえないが， 質料は現実に複合的有の部分であり， 根源、であるから， 質料が

現実に現実態における有 actuaJi t e r enti tas i n  actu である ことは明白である，

とオッカムは主張する76) 次に， 第一質料の認識に関しては， オッカムはそれ

が 「単純な， 自らに固有的な認識J cogniti o simpJex et p rop ri a  si bi によって認

識されえず， 形相への関連においてのみ pe r anaJogiam ad f o rmam 認識可能で

ある ことを認める77) しかし， それは実体的形相についても 同様であって， 実

体的形相は質料への関連においてのみ認識されるのである78)

さらにオッカムは質料は拡がりをもっ mater i a es t ex tensa と主張する79) と

ころで， かれによると質料は実体であるから80)， I質料は拡がりをもっ 」とい

う命題は厳密な意味で自体的 pe r se 命題ではない. しかし， 質料が一つの部

分から分離された他の部分なしに在る ことは不可能であるから， この命題は必

然的であり， 常に真であり， その意味では自体的命題である， とオッカムは主

張する81)

たしかに， 後にデカルトが主張するように， オッカムは質料的実体あるいは

物体の本質は拡がりである， と主張しているのではない叫. しかし， 質料は現

実的に存在するものであり， 必然的に拡がりを有する， という自然、学的見解を

支持しているかぎり， かれにおいて質料がもはや認識を阻害する要因とは見な

されていなかった ことはあきらかであり， したがってかれは知的認識の成立の

ために非質料化としての抽象が必要であるとは考えなかったので、ある的. むし
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ろ， オッカムにとって質料的事物 res ma teriali s は直接に知性にたL、して働き

かけうるものであり， かれの直観的認識の概念はそのことをあきらかに示して

し、る

9 ところで， 抽象理論に代るべきものとして オッカムによって構想されたの

が， 人間的認識の全体が直観的認識にもとづいて成立することを主張する認識

理論である叫. 単純かつ基 本的な言い方をすると， オッカムの認識理論は， 人

間的認識のすべてが直観から始まり， 直観に基礎を置く ものであることを主張

する. オッカムのいう直観的認識の特徴は， 事物とそれを認識する働きとの聞

にし、かなる第三のものの介在も許さない (認識の) 直接・ 無媒介性， およびこ

のように直接・ 無媒介的に認識される対象は個体であることのこ点に存する，

とひとまずはし、える. し かし， それより も更に根源的な特徴は， 直観的認識

は「より大いなる類似のゆえに で はなした だ原因性のゆ えにJ non pro p ter 

ma jorem assimi lat ionem ・.. sed sol um pro pt er causal出t em85)， すなわち， 作動原

因 causa e 伍ci ens としての個体によって原因されたものである， という点に見

出すべきであろう. 人間的認識 (自然的な仕方で遂行される) の全体が直観的

認識にもとづく ものであり， その直観的認識が現実に実存する個体の作動因果

性によって成立するとすれば， 事物と知性との聞には， 事物の側からの一方交

通的な接触のみが見出され， 知性の側から事物のなかへと， いわば入ってゆく

可能性は全く 閉されている， といわざるをえない拘.

抽象理論においては， アリス トテレスが感覚ないし理性は「質料なしに事物

の形相を受け取るJ 87) とのべたことに導かれて， 対象たる事物そのものと認識

能力が「ー」となり， それによって認識が成立することの可能性を解明する試

みが為され， スベキエス説はそのなかで仕上げられたものである. このような

認識理論が現実態と可能態， および形相と質料という形而上学的概念を前提と

するものであることはすでに指摘した通りである. これにたいして， オッカム

は認識における対象と認識能力との合ーの可能性を形而上学的に解明すること

には関心を示さず， むしろ作動因果性の観点から捉えられた， 対象と知性との
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直接・ 無媒介的な接触としての直観的認識によって認識の成立を説明しようと

試みた， といえるであろう.

10 ここでは抽象理論と直観理論の優劣， およびその相互関係については立入

って論ずる余裕がない. 注目に値するのは， 冒頭で、ふれたように， 後者の場合，

知的認識の及ぶ範囲が前者にくらべて著しく狭められるとし、う事実である. し

かも， 前者においては感覚的認識への知的認識の本質的依存が主張されている

のに， 後者においては知的認識のより大きな独立性が主張されていることが事

態をより奇異なものたらしめている. この一見奇異な事態に光をあてることで

結びとしたい.

オッカムにおいては， かれの質料観からあきらかに見てとられるごとく， 個

体についての知的な直観的認識は感覚的なそれに後続するにしても， 後者に依

存するのではない88) 最初に感覚によって捉えられた対象それ自体が次に知性

による直観的認識を生ぜ
、しめるのである89) これにたいして， トマスの抽象理

論においては， 知的認識は感覚的認識に本質的に依存しており， 知性は感覚的

表象を非質料化するとし、う仕方によらないて、は対象を現実に認識することはで

きない， とされている. これはどのようなことを意味するか.

はっきりしているのは， トマスにおいてはこうした(能動) 知性による抽象

=非質料化の働きへのふり返りが， 非質料的である知性， ないし知的霊魂の本

質の認識(知的霊魂の自己認識) への道を聞いた， ということである叫. すな

わち， 知性が感覚的表象を非質料化することによって(質料によって個別化さ

れた) 個別的形相ではなく， 純粋形相f orma abs ol u ta 9りないしは事物の普遍的

本性 univ ers al es rerum naturae92)を認識しうること， そのこと へのふり返りを

通じて， そのような認識を可能にする可知的スベキエスが非質料的であること，

さらに認識を行う知性自身の非質料性が認識されるのである93)

そして， 見落しではならないのは， トマスにおいて知的認識の働きは， この

ような非質料性を本質とする知的霊魂の働きとして捉えられている， というこ

とである. トマスにおいて認識理論が第一に認識の形市上学であるのは， それ
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が形而上学的な霊魂論(人間論)の一部分を構成するものであるからにほかな

らない. たしかにトマスによると， 知的霊魂はその働きを通じてのみ自らの本

質を認識しうる94) しかし， 知的霊魂の本質を何らか認識することなしに， そ

の固有の働きである知的認識について何ごとかを説明しうるとは トマスは考え

なかったのである.

他方， オッカムが抽象理論に代るべきものとして提示した直観的認識の理論

が， 知的霊魂の自己認識への道を聞く ものではなかったことはあきらかである.

人間霊魂ないし精神による自己認識， したがってまた形市上学的な霊魂論の不

可能性は後にカン トによって指摘されることになるが9へそれは知的認識その

ものの限界を示すものというよりは， オッカムにおいて始った新しい認識理論

の論理的帰結ではなかったか. しかし， この問題についてはより詳細な歴史的

研究が必要である.
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