ドゥンス ・ スコトゥスの形而上学
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はじめに
ドゥンス・ スコトゥスが彼の形而上学をどのような学として規定したかは
案外に困難な問題である. 実際， 彼の真作と認められているすべての作品に
基づいてそれを規定しようとしても， かえって最終的決定を見合わせている
多 くの記述によってその企てが挫かれることは， 今日までの研究ですでに明
らかである1)

しかしながら，

現在進め ら れ て い る テキストの批判的校訂

作業は『オルディナチオ 』と『レグトゥーラ』の初めの部分とへ『第一原理
論�3)， W任意討論集t)に限られている. そしてこれらの作品は神学について
の規定をたしかに多くもっているが， 形而上学への直接の言及は数えるほど
しかない.
ではスコトゥスが形市上学の規定に消極的に見えるのは， スコトゥスが，
形而上学は存在であるかぎりの存在を主題とするという， トマス・ アグィナ
スの示していた規定で満足していたからであると判断してよいのだろうか.
この憶測が誤りであるのは， スコトゥスが神学を規定する際に， 学一般の
規定を単なる「主題」ないし「対象Jという言葉によってで は な く， I第一
主題J primum subiectumないし「第一対象J primum obiectum とし、う， よ
り限定された言葉によって示していることから明らかである. すなわち， ス
コトヮスは学の主題ないし対象のうちに， その主題の全体を潜勢的に含む よ
うな「第ーのもの」を， 特別に示そうとするのである日.
たしかに， これだけのことなら大した問題にはならないのかも知れない.
なぜなら， これだけのことなら， われわれはスコトゥスに従って「存在であ
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るかぎりの存在」を潜勢的に含む「第一のものJを見出せばよいだけのこと
である. ところがスコトゥスの記述はわれわれ研究者を極度の混乱に陥れる
のである. というのも， スコトゥスは学の第一対象の一般規定を示したあと，
すぐに学的認識の第一対象と能力の第一対象は区別されるべきであると主張
しているからである6)

ところで， スコトクスは， 一方で、たしかに形而上学

の第一対象は「存在」であると述べ ており， 他方， r存在の一義性」 を主張
する際には， r存在」 を知性能力の第一対象として扱って いる. したがって
以上の事実からすれば， 知性の第一対象としての「存在Jと， 形市上学の第
一対象としての「存在」は， スコトゥスにおいて区別されなければならない
と結論せざるをえない. ところが， スコトゥスのテキストを読み進むかぎり，
実際にはそれらは同一で、あるとしか思われないのである.
ベリュベ神父はいささか異なる視点からこの困難に言及し て い る. rさら
にまた， wオルディナチオ』 に即しでさえ， 一義性が何に存している のか，
またどのような関係をスコトゥスが存在の一義性と知性の対象としての存在
の聞に規定しているのか， 明確にすることは決して容易なことではない. と
いうのも第一対象の概念それ自身が成熟途上にあり， スコトゥスの『任意討
論』第十三問題のうちにしか最終的な決着はないであろうからである7)

そ

の理由はフランシスコ会派の人々の中で， またガンのへンリクスにおいて，
流行になっていた第一対象の概念がつぎのようなものだったからである. つ
まり諸科学とその対象を考えて見る場合に， その学によって達成される特定
の諸対象を潜勢的に含んでいる或る一つの対象が， 第一対象なのである. た
とえば形市上学は存在の概念のうちに含まれており， すべてのものの知は神
の本質のうちに含まれている. 他方， スコトゥスにとって能力の第一対象は，
}oo
--J
•
•
•
•
•
・

その能力を固有の力によって動かすところの対象すべてに共通の何かである

ベリュベ神父の言葉は歴史の複雑さに及んでいる. 言うまでもなくわれわ
れは康史には関わらない. しかしスコトヮスが当時のフランシスコ会， また
討論集会で名を馳せていたところの引へンリグスが用いていた「第一対象j
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という概念を取り入れていたこと山， そしてその概念が充分成熟していなか
ったことは留意しておくべきことかも知れない. さらにまたスコトゥスが主
な論敵としたのはこの問題においてもトマスではなくへンリグスであったこ
とは， われわれの研究の背景に必要な形而上学の概念は， トマスからではな
く， へγリグスから受け取らなければならないことを指示している.
しかしながら， われわれはへンリグスの形而上学の規定をあらかじめ探究
する余裕はない. この点では哲学の歴史を総観するようなプル ノワの最近の
論文がよい資料を提供してくれている. スコトヮスがへンリクスを通して，
アヴィチェンナ的解釈を伴うアリストテレス形而上学を受け取っていたこと
はすでによく知られた事実であるが11}， プルノワはこの点をよく理解して，
アヴィチェンナとへンリクスの形而上学に関するテキストを重ね合わせるこ
とによって， スコトゥス以前の形而上学の概念を簡略に明らかにしてくれて
いる12) われわれはスコトゥスの研究の背景となる過去の形而上学の概念に
ついてはこのような研究にまかせて， スコトゥス自身の形而上学の正確な規
定を， 最近の校訂版テキストに基づいて研究することにしようと思う.

1

スコトゥスは『オル ディナチオ』の或る個所でつぎのような註記を付け加
えている. r第一の学の主題 は， その学と一緒に既に知られている. すなわ
ち， 名によって指示されているものが， w存在するか� si est， また『何であ
るか� quid estが， 第一主題に関してはすでに知られているのである. なぜ
なら， すべての学は自身の第一主題について『存存するか』とも『何である
か』とも， 問うことはないからである. それゆえ， それについては全く問わ
れえないか， または先行の学において問われるかの， いずれかである. とこ
ろで， 第一の学に先立つ学はない. それゆえ， その第一主題につ い て は，
いかなる仕方においても， w存在するか�， w何で あ る か�， と問 わ れ ること
はない. それゆえ， それは端的に単純な概念である. それゆえ， それは存在
13) •
(ens)であるJ

52

中世思想研究32号

ここで第一の学とは， 言うまでもなく形而上学である. スコトゥスは， そ
の学の第一主題はその学が他のL、かなる学にも先行してい る ゆ えに， I存在
するか」も， I何であるか」も， 問われることのないもの，すなわち， 両者に
関してまったく自明でしかないものでなければならないと論じ， それは「存
在J ensであると結論している.
われわれはまずこの論述の根拠となっている命題「学は自身の第一主題に
ついて『存在するか�， Ir何であるか』問うことはなし、」を問題にしよう. ス
コトヮスのヴァチカン版編集註によれば141， へンリクスの『スンマ』にほぼ
同様の主張が見出される. すなわち， Iなぜなら， アリストテレスによれば，
151 •
学において第ーのものは， 'si est' 'quid est'を前提しているからであるJ
他方， スコトヮスは『パリ報告』序章第三間第一項で， アヴィチェンナの命
題として「し、かなる学も自身の主題の実在 (esse) を証明する こ とはなし、」
を引用している161
さて， へンリグスから受け取られている先の命題と， 後者の命題との相違
は明らかである. それはまずへンリグスの命題が「第一主題」を問題にして
いて単なる「主題」を問題にしているのではないという点であり， 第二に，
ヘンリグスの命題が「実在」だけでなく「何であるか」も含んでいる点であ
る. 第一の問題はさておき， 学がその主題の「実在Jを前提していることは
一般的に認められることであろう. たとえば神学は神の実在を前提している
し， 自然学は事物の運動の実在を前提している. そして一般に学はその主題
の実在を前提してその何であるかを探究するもの で あ ろ う. し た がって，
「実在」ばかりか， I何であるか」まであらかじめ明らかであるなら， 学の探
究は何についてあるのであろうか.
この点についてのスコトゥスの真意を探ることは， 即， スコトゥスが形而
上学の第一主題としての「存在J ens をどのようなものとして理解している
かを， 探究することにほかならない. 実際， 上に引用した一文で、スコトヮス
は， 形而上学は「存在J ens を第一主題としており， それは端的に単純な概
念であって， その「何であるか」も「存在するか」もあらかじめ明らかであ
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ると言っている. しかし， 第一主題の「実在」と「何であるか」がすでに明
らかな中で， なお何が形而上学において探究されるのであろうか. 細かな問
題はさておき， われわれは引き続く文を検討しよう.
「なぜなら『自体的存在�

ens per seは， その諸部分の概念組み合わせの

可能性について疑われるものである. 一同様の理由によって， 神は端的に単
純な概念ではない. なぜなら， われわれは神を他から区別するような端的に
単純な概念をもつことがないからである. ーそれゆえ， その種の概念〔端的
に単純でない概念〕 のいずれについても， w存在するか』 の問いがあり，

概

念がそれ自体において誤りでないことの証明がある. それゆえ， 神は， われ
17) •
われに可能なし、かなる概念に即しでも， 形而上学の第一主題ではなL、J

さて， I自体的存在J

per seとは， 一般的に「実体」を意味する. ス

enS

コトゥスはまずこの概念について， それは端的に単純ではないゆえに， その
諸部分の概念組み合わせの可能性が問われると言っている. つまり「存在J
enS と「自体的J per seが矛盾をもたなし、かどうかが間われると言っている
のである. 同様に， 神についても， 神は「無限な存在J enS infinitumと定義
されるので18)， この概念についてもその諸部分の聞に矛盾がなし、かどうかが
問われる19)

というのも， スコトゥスによれば， 複数の実在的概念の間で，

それらが複合されることに矛盾を生じることがないものがあるなら， それは
「実在可能」であると見倣されるからである. 反対に矛盾 が あ る の な ら，
「実在不可能」である20)

したがって複合概念によって定義されるようなも

のは， まず「実在可能か」 が関われる. すなわち， I存在するかJの聞いが
ある. したがって， そのようなもの， すなわち， 複合的であって端的に単純
でないものは， 第一の学である形而上学の第一主題ではありえないと， スコ
トゥスは結論するのである.
ところで， スコトゥスは「端的 に単純 な 概念J simpliciter simplexとは，
より単純な概念に還元できない概念であると言う21)

たとえば， われわれは

「人間」 とか， I白j とし、ぅ概念を単純把捉によって得るが，
念であっても端的に単純ではない22)

それは単純概

というのもそれはより単純な概念へ還
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元することが可能と見られるからである. そしてこのように単純ではあって
も端的に単純でないものは， 論証を通してか， 経験を通してしかそれが「実
在する」ことは明らかでない. なぜなら， 知性はそれをより単純な概念へ還
元することができるのであるから， 知性の中では， 分割された概念の結びつ
きはただ可能性としてのみ考察されることになるからである. これに対して，
端的に単純な概念は， 知られるか， 知られないか， のいずれかでしかありえ
ない. すなわち， 端的に単純な概念については知性がそれに出合うか， 出合
わないかの違いしかないのであるから， 知性がそれに出合えば， それが何で
あるか， すでに知性には明らかであるし， さらに， 出合ったことですでにそ
れが実在することも明らかである.

そしてスコトゥス は， r存在概念j はこ

の種の概念であると言っているのである.
つまりスコトpスによれば，

実体や神が 「実在することん またその定義

のうちに内部矛盾をもたないことによって「実在しうるものであること」も，
決して直接には明らかでない. したがってスコトゥスは， 形而上学はそれに
ついて聞い， それについての証明を提示するものであると見ている. つまり
形而上学は， r存在するかjも「何であるかJも， いず れ も明噺であるとこ
ろの「存在J

ens を第一主題として， それを根拠にもつことで， 実体ないし

神について，

その「何であるかJ
， またそれが「存在するか」を問い， その

証明を見出してゆく学であると， スコトゥスは理解しているらしい.
しかし， このように大雑把に言うことはできるとしても， しかもスコトゥ
スが言うように， r存在」を端的に単純な概念として受け取るとし て も， 端
的に単純であるがゆえに「何であるか」も「存在するか」も直接的に明噺な
「存在」と， それについて直接には明らかでないところの「実体」や「神」
との関係は， どのように受け取られるのであろうか. 一われわれはさらに引
き続く文を検討しなければならない.
「同様に， 神について証明されるどんなものも， 存在概念のうちに， 存在
を第ーのものとして2 3)潜勢的に含まれている. なぜなら， ちょうど置換え可
能な単純属性が， 基体のうちに基体を第ーのものとして含まれているように，
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disiuncta) も， 基体のうちに基体を第一のものとして含ま

れているからである. それゆえ， 基体のうちには， 基体を第ーのものとして
選言属性の一方が或る存在に一致することが含まれている. それゆえ， 存在
は『或る存在が第一のものである』という命題を， 存在を第ーのものとして
潜勢的に含んでおり， それゆえ ま た， 11存在するか』も『何であるか』も，
存在は含んでいるのである. すなわち， このことゆえに第一存在は第一義的
に〔存在を第ーのものとして〕存在のうちに含まれている. それゆえまた，
この全体の概念， すなわち， 存在の概念によって第一存在について結論され
るものは何であれ， 存在のうちに含まれている. したがって形而上学は， 終
極的に (finaliter)， また， 始源的に (principaliter)神学なのである. なぜなら，
ちょうどアリストテレスが『形市上学』第七巻で， 形而上学は偶性について
よりも実体についてより主要にあると言っているように， 類比をさらに進め
れば， それは神についてより主要にあるからである」凶.
こ の 一文 は か な り多 くの事柄を凝縮している. 簡略に説明すればつぎの
ようになる25) (1)固有属性はその基体のうちに潜勢的に含まれている. たと
えば， 真， 善， ー， は「存在」のうちに含まれている. 同様に(2)選言属性は
基体のうちに含まれている. たとえば， 必然か偶然か， 現実態か可能態か，
先行か後続か， は「存在」のうちに含まれている. それゆえ， (3) r存在」の
うちには，

選言属性の一方，

たとえば，

先行が，

或る存在に一致すること

が含まれている. それゆえ， (4) I存在jは「或る存在が第一のものである」
を含んでいる. それゆえ(5)第一存在が「存在するか」も「何であるか」も，
「存在Jのうちに含まれている. それゆえ， (6) 第一存在， すなわち， 神につ
いて結論されるすべての事柄は， r存在jのうちに潜勢的に含まれ て い る.
したがって， (7)形而上学は終極的にも始源的にも神学である.
まず， (1)�(6)は「神の存在証明jの全体像を示している. つまりスコトゥ
スはこのような推論を通して「存在Jの直接的明噺性に基づいて， 直接には
明噺でない「神の存在J
， また「神の何性」が結論されることを， 簡略に示し
ているのである. そして直接的に明噺な「存在Jと神について結論されるこ
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とがらの聞の関係を， r潜勢的に含むj という言葉を用いて表して い る. す
なわち， 直接的に明噺な「存在Jは， 実体や神の「存在するか」と「何であ
るか」を， 潜勢的に含んでいるとスコトゥスは語っているのである. このこ
とが何を意味するか， われわれは後に問題にしなければならない. 実際， 以
上のことからスコトゥスは， 形而上学は終極的にも始源的にも神学であると
結論しているのである. しかし形而上学と神学の区別がトマス以 来のスコラ
の流れであるとすれば， この結論は歴史の流れに逆行している. なぜなら，
終極的にも， さらに始源的にも， 形而上学が神学であるなら， 始端から終端
まで両者は同一で、あることになろうからである. われわれはスコトゥスがど
のような意味でこのように言っているのか， その根拠を明らかにしなければ
ならない.

2

スコトゥスの記述の検討を通して， スコトゥスの形市上学を理解するため
には， スコトゥスにおいて直接的に明噺であると見倣されている「存在Jの
概念と， 他の存在との関わりを知ることが， 必要であると判明したのである
から， まずはスコトゥスにおいて「存在概念Jが直接的に明噺であることの
根拠を探究することから始めよう.
簡略に言って， スコトゥスは「端的に単純な概念Jとは， すでに述べたよ
うに他のより単純な概念に還元しえないもので あ る と定義し， r存在概念」
はその種の概念であるから明噺にしか把握されえないと述べている. すなわ
ち， スコトゥスは「明噺な把握」とは， 言わば「定義J definitio において実
現している把握であると言う26) ところで， 定義は「共通的概念」によって
作られる. そしてもっとも共通的概念は 「存在概念Jである. 他方， 何性を
示すどんな概念であれ， r存在概念」を含んでいる. し た がって，

存在概念

の明噺な把握なしには他の概念の明噺な把鐘はありえない. これに対して，
存在概念は他の概念なしにも明噺に把握される. それ ゆ え， I存在概念Jは
明断にしか把握されない第一の概念で ある と スコトゥス は 結論するのであ
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る2 7)
さて， スコトゥスにおいて大略以上のように言われる「存在概念」は，

ト

マスにおいて一般に言われるところの 'ens'とは， 明らかに異なっている.
実際， トマスにおいて ‘ens' は， 具体的に「存在しているもの」を， より特
殊な規定抜きに一般的に指し示すものであるが， スコトヮスに おける ‘enS '
は， むしろ他のすべてから抽象され， それ自身以外の何ものも形相的に含ま
ないところの概念である.
属性J

したがってスコトゥスにおい て は， ["存在の固有

passio propria entisさえ， 存在に形相的に (formaIiter)述定できない

と言われるのである28)
すなわち， スコトゥスにおいて「存在J は他のいかなる概念もそれ自身の
うちに形相的に含まない概念である. したがってこの概念から他の概念を分
析的に引き出すことは不可能 で あ る. したがって， スコトゥスが， ["存在J
が形而上学の 「第一主題」 であると言っているとしても，

このことは， ["存

在」が形而上学の「第一の原理」であると言っていることを意味しない. な
ぜなら， ["原理」からは他のものが推論を通して引き出されるが， ["存在」か
らは他の何ものも決して引き出されないからである. 実際， 他のすべてを本
来的に含んでし、る「第一原理jは， スコトゥスにおいて神であろう. しかし，
言うまもなく， 神はわれわれのもつ学の原理にはなりえない. 聖書神学でさ
え， 原理となるのは「啓示された限りのことがら」であって， 神そのもので
はない四\実際， スコトゥスにおいて形市上学の原理は， むしろ「全体は部
分より大きい」とか， ["現実態は本性上可能態に先立つ」 と か， その他範晴
を超えて超越的に言われる命題 であり， ["存在J は， その原理が通用する範
囲を示す意味で， 形而上学の第一主題と言われていると理解されるべきだろ
う. 実際， 周知のようにスコトヲスは， ["存在」は神と被造物に 一義的に述
語されると主張している. このことは形而上学の原理が被造物だけでなく ，
神の何性にも一義的に適用されることの主張にほかならない30)

さて， この

ことからすれば， スコトヮスが， 形而上学は「終極的にJfinaIiter 神学であ
ると言うのは当然のことと言える. なぜなら， スコトゥスにおいて形而上学
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の原理は神的ことがらにも適用されて神学を形成するのであるから， ちょう
どアリストテレスが形而上学は偶性より実体についてより主要にあると言う
のと同じように， 類比をさらに進めると， 形而上学は被造物についてより神
についてより主要にあると， 言うことができるからである. 同様に， 形而上
学の原理が神的ことがらに適用されて神学が形成されることから言えば， 形
而上学が「原理的にJ

principaliter 神学であると言われるのも， 額かれるこ

とであるに違いない.

3

つぎにわれわれは， rw存在』はその他のすべてを潜勢的に含む」と言われ
る側面一言うまでもなく， これは少しも自明ではないーを検討しなければな
らない.
さて， 全体はつねにその部分を含むのであるから， より全体的な概念は，
つねにより部分的な概念を含んでいる. また同様に， より普遍的な概念はつ
ねにより特殊な概念を含んでいる. この意味で， 類は種を含み， 種は個を含
んでいると言える. しかし， 類は種を「形相的に」含んでいるのではない.
なぜなら， 種は類がもたない特殊性をもっているからである. このような場
合に， スコトゥスは「潜勢的にJ

virtuaJiter 含むと言う. これはちょうど太

陽が地上のさまざまな生命を産み出す力(virtus) をもっているゆえに， 太陽
は「潜勢的に」地上のすべての生命の原因であると言えるように31} ， 類は種
の基盤であり， 種は個の基盤であるかぎりで， 種は個を， 類は種を潜勢的に
含むと言われ， また， 実体は偶性の基体であるかぎりで， 実体は偶性を潜勢
的に含むと言われ32)， そして「存在」は実体と偶性の両者に， さらに被造物
と神に， 一義的に述語されるかぎりで， r存在」 は実体と偶性を， さらに神
と被造物を， r潜勢的に含む」と言われるのである.
たしかに， 一方で他の何ものも含まないものが， 他方で他のすべてを含む，
と言うことは， はなはだしい矛盾に聞こえる. 実際スコトゥスが「存在は，
たとえ混ぜんとした認識対象(confusum cognitum)であるとしても， 混ぜんと
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して認識される(confuse cognitur) ことはないJ33)と述べているのを知るとき，
われわれは当惑を覚える.

しかしながら. I混ぜんとしたものj とは， 存在

がもっとも共通的な概念であるゆえに「多 くのものを含んで、いるJことを意
味し“り他方， それが「混ぜんとして認識されなし、jということは， それが
形相的には「他の何ものも含まずJ. それゆえ， それ自身だけで 「明噺に認
識されるJ ことを意味していることが分かれば35Uスコトゥスの矛盾めいた
言い方にも， 相当の理由があることが分かるのである.
さて， すでに述べたように， 存在概念が形相的には他の何ものも含んでい
ないということは， 知性の抽象力によってどんなに克明に存在概念自体を調
べ上げても， 存在概念以外には何も抽出されないことを意味している. した
がって， 存在概念が潜勢的に何を含んでいるかは， 存在概念を抽象化するこ
とによって明らかになることはありえない. そうではなくて， それを明らか
にするためには， われわれの経験の中で， 存在概念が他の何と関わってわれ
われの知性のうちに現れるか， ということを検討しなければならないのであ
る. なぜなら， 存在が潜勢的に含んでいるものとは. I存在j を共通の基盤
としているもの， つまり存在概念が共通の概念としてそのものの概念のうち
に含まれているところのものだからである. それゆえ， われわれは経験する
ものの中で， 何らかの仕方で存在概念が共通的に述語されるものが何かを探
究しなければならない.

すなわち. I存在」 が潜勢的に何を含んで、いるか，

それを明らかにするためには， われわれの知性の中で「存在Jが述語される
ものを枚挙することが必要である.
しかしながら， このようにして枚挙されるものとは， 結局， われわれが感
覚を通して認識するところのすべてと， またそこから論理的に結論しうるす
べてのものである. なぜなら， われわれが経験的に認識するところのものす
べては. I存在」 が本質的にか偶性的に述語できるもので あるし， そこから
論理的に結論しうるものとは， やはり経験的に認識されるもののうちに本質
的にか偶性的に含まれたものであるに違いなし、からである制. 実際， われわ
れは偶性ないし属性を感覚を通して知る. そしてスコトゥスによれば， われ
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われはそこから実体の存在を結論することができる. すな わ ち， íかくかく
の性質であるとか， かくかくの量であるとか， その他多くの偶性が同じもの
のうちに共存していることが見出される. ところで， その性質とその量が別
々の存在であることは， 一方が無くとも他方が存在することによって証明さ
れる. さらに， その性質もその量も， それらに共通の基体が存在する聞に存
在しなくなることがあることから， その共通の基体は， 性質や量とは別の第
三の存在であることが結論されるJ37l. こうして諸々の偶性， な い し属性だ
けでなく， そこから結論しうる実体についても， われわれは「存在Jを述語
することができる.

それゆえ， スコトヮスによれば， í存在」 は偶性と実体

を潜勢的に含んでいると言うことができるのである.
他方， スコトヮスによれば， 超自然的教え， すなわち， 神の啓示が承認さ
れるなら， 神についても「存在Jが述語される. 実際， スコトゥスは『オル
ディナチオ』の最初の問いにおいて， í自然Jを原罪の状態として受取引ベ
他方， 神の啓示を「超自然Jとして受け取ってこれら両者を対比しながら附，
神の啓示の必要性が自然的に了解されるものでは決しでなく， 信仰を前提し
てのみ了解されるものであることを鮮明にしている州. したがってスコトゥ
スにおいても， 神と被造物に「存在j が一義的に述語されることは， 信仰を
前提してのみ承認されることであって， í自然的に」
は否定されるのである41 l
しかし， 言うまでもなく神学者スコトゥスは信仰を前提して 神 に，つ い て も
「存在」が述語されることを主張している. したがって， スコトヮスにおい
て「存在」は， 神をも潜勢的に含むと言わなければならない.

4

われわれは以上のことを， スコトゥスにおける「存在の分割J divisio entis
をたどることで整理しておこう.
スコトゥスは或る とこ ろ で， í存在は第一の分割で何性的存在と ， 何性を
もっ自存する存在に分 けられるJ42lと 言 っ て い る. ここで「何性的存在J
enS quiditativeとは， 存在の何性的側面である. 他方「何性をもっ自存する
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enS habensquiditatemquod est ens subsistensとは， 何性をもって存

在しているもの， つまり現実に具体的に「存在しているもの」である. した
がって後者の存在には実存(esse)が含まれているが， 前者には実存は含まれ
ていない叫)

しかし， 以下の分割はすべて前者の存在についてのみ進むので，

スコトヮスはまず「存在」のうちから実存を外し， 残る「何性的存在」につ
いてのみ分析を続けることになる. このことは恐らくつぎのことと関係する.
すなわち， スコトゥスによれば， 学聞は本来対象の実存を問題にしない44)
なぜなら， 学聞は一般に対象の何性を問うからである. 実際， 神の実存は別
として， 被造物の実存は偶然的なものである. 他方， 学聞は必然を対象とす
る. したがって. r存在の分割」が学の対象としての存在分析と し て 進むな
ら， まずは実存がそこから外されなければならないのである削.
さて， 第二の分割についてスコトヮスはつぎのように言っている. すなわ
ち. r存在は先に無限と有限に分けられ，

つぎに十個の範晴に分けら れ る.

なぜなら， それらの一方， すなわち『有限』は， 十個の範曙に共通だからで
ある」州.

つまりスコトクスによれ ば， 何性的存在は十個の範鴎に分けられ

るよりも先に「無限存在」と「有限存在」に分けら れ る の で あ る. そして
「無限存在J. すなわち， 神には分割はありえないので，

より 以上の分割は

「有限存在jについてのみ進む. そしてこの[有限存在Jが十個の範曙に分
割されるのである.
そして範時的存在は言うまでもなく， 下位の類， 種， 個別者へと分けられ，
そこで存在の分割は停止する.
なお， 超越概念(transcendens)については， スコトゥスは， それは十個の
範晴への分割以前に「存在」に一致す る と，

明確に述べているが4九「選言

的属性J passio disiunctaのように一方が無限存在にのみ一致するものもある
ので， すべてが有限と無限への分割以前に「存在jに一致するとは述べてい
ない48)

すなわち， 或る超越概念は有限と無限への分割以前に「存在」に一

致し， 或る超越概念はただ十個の範晴への分割以前 に 「存在J (有限存在，
あるいは， 無限存在) に一致していると見られる.
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5

スコトゥスにおいて「存在j は以上のように分割される. つまりスコトヮ
スによれば， 形而上学の第一主題である「存在jはこれらすべてを潜勢的に
含んでいるのである. ただし， すで十こ述べたように， 第一主題の「存在」は
明噺に知られ， 形相的には他の何も含まない概念なのであるから， それは決
して実存を含んだ「存在」ではなく， あ く ま で も それを捨象したところの
「何性的存在」である. したがって形而上学の主題も， 恐らくスコトゥスに
おいては「何性的存在」一般であって， 実存はそれとの何らかの関わりおい
てのみ問題になると言われるべきだろう. しかしながら， このことは， すで
に述べたように実存が神においてのみ必、然的で、あることから， 充分了解され
ることであろう. 今ここに生じる問題は， むしろ形而上学の主題が， その第
一主題が潜勢的に含んでいるところの， 何性的存在のすべてであると言われ
るとき， それは他の特殊学の主題との聞にどのような関係をもつのか， とい
うことである.
すで、に述べたように， 形市上学は「超越的原理に基づいて」何性的存在の
全体を研究する. というのも， 学は本来或る「原理」 に 基 づ い て 主題を扱
うものだからである.

ところで，

スコトゥス は 学の 原理 を「自明な命題」

propositio per se notaであると主張する49)

そして「自明な命題J とは， そ

の命題を構成している「諸名辞から明らかな命題Jであると定義している50)
たとえば， I全体はその部分より大きし、」とか， I白は黒で は な し、」と か，
その名辞からただちにその命題 の 必然的一致(肯定的真理)， 必然的不一致
(否定的真理) が明らかな命題がそのようなものである51 )

実際， これらの

命題は名辞が知られれば， ただちにその真理が明らかである. 言うまでもな
く， これらの命題は自然的な経験から知られるものであるかぎり， 自然、的な
諸学の原理を構成する. そして， その原理が特定の類に限定されるかぎり特
殊学の原理となり， 類を超えているかぎり， 形而上学の原理となる.
さて， われわれはこれまでの検討を通して， スコトゥスの形而上 学の規定
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を明らかにするために， 第一主題が「存在Jであること， 主題は， それが潜
勢的に含んで、いるところの「存在の全体Jであることを見てきたのであるが，
つぎにわれわれは， 形市上学の「諸原理」とこれらのものとの関係を見なけ
義ればならないだろう. ところで， スコトゥスは第一主題(第一対象)叩を定
義してつぎのように言っている. すなわち， I第一対象とは， それ自体のうち
にそれを第一のものとしてその所有のすべてを潜勢的に含んでいるものであ
るJ
5 3). ここで「所有Jhabitusは具体的には学知を指す. したがって当面の
課題に当て醍めれば， I存在J enS が形而上学の第一主題であることは， I存
在J それ自体のうちに， I存在jを第ーのものとして， 形市上学のすべての
真理が潜勢的に含まれていることであると言える. とこ ろ で， I原理」はす
でに述べたように「自明な命題j であり， それは必然的真理である54 )

また

そのような原理から結論されるものも， スコトヮスによれば推論の形式的明
証性を通して原理の必然性を受け取って， 必然的真理であることは明らかで
ある55 )

したがって， 形市上学のすべての真理とは， 形市上学のもっすべて

の原理と結論であると言える.
しかしながら， I存在j は「存在全体」を潜勢的に含むのであるから， I存
在」が潜勢的に含んで、いる真理は， 形而上学の真理だけでなく， 特殊学の真
理でもあると言わなければならない56)

しかし， 特殊学が形市上学から独立

に存在していることからすれば， このことはどのように理解されるのだろう
か. もLも形而上学の第一主題が他の特殊諸科学の真理をも含むなら， すべ
ての特殊諸科学は， 始源的に， また終極的に形而上学で、あると言えることに
なるだろう.
スコトゥスは， 形市上学は他の特殊学の基礎概念をより明噺にすることが
できると言っている刊. すなわち， たとえ形市上学と他の特殊諸科学は相互
に独立しているとしても， つまり形而上学を知らずに幾何学者になることは
できるとし、う意味で， それぞれの学の原理は独立に知られうるとしても 58)，
形而上学はわれわれの知性において第一に明噺に知られるところの「存在J
を第一主題としていることに基づいて， 他の諸学の原理を構成している諸概
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念をより明噺にすることができると， スコトゥスは言うのである. すなわち，
スコトゥスは決して形而上学なしには他の特殊学の真理は成り立たないとは
言わない. むしろ形而上学は最終的な基礎を特殊諸科学に提供し， 諸科学を
より完全にすることができると， スコトヮスは見ているのである.
ところで， 諸科学的知識の真に完全なかたちは， 神の知性のうちにある.
それゆえ， 言うまでもなくスコトヮスにおいても， 至福直観によって神の知
性のうちのイデアを見ることができるなら， それこそ完全で明噺な知識を得
ることである59)

形而上学による明噺化は， 言わばその手前の明噺化であり，

至福直観の完全性から見れば， まだ不完全なものである. さて， 形市上学に
おける第一主題の把握も， この至福直観と対比されてスコトヮスにおいて説
明されている. すなわち. r至福者に よ る直視は， ちょうど形市上学におけ
60 )• rそれは言わば， 学知に本性的に先立つ， 主題の非
る存在の認識であるJ
複合的完全把握であるJ61l.

スコトゥスは， 至福者のもつ神学を， 至福者が

神を直接見る恩恵に浴していることから論じている. つまり至福者の神学に
おいては， われわれの神学とは異なり， 第一主題， すなわち， 神の， ‘si est'，
'quid est' は， 直接的に明噺である. しかし， スコトゥスによれば， 至福者
とて， 神のすべてを見ることが許されているのではない62)

それゆえ自余の

部分は現前した神に潜勢的に含まれていると判断されなければならない. こ
れと同様に， われわれの知性における「存在」の明噺な認識は， 形市上学の
第一主題の非複合的完全認識であるが， 主題の全体はそれに潜勢的に含まれ
ていると判断しなければならない. そして第一主題の認識は「学知に本性的
に先立っている」と言われているように， その学知の原理が知られて形市上
学が実際に成立するのは. r存在」 の認識と同時では なし それ以後のこと
である. つまり「存在Jの明噺な認識を端緒として形而上学に関わる他の諸
名辞が明噺にされ， この諸名辞の明噺化によって諸名辞の聞の必然的一致な
いし不一致が発見され， こうして超越的な諸原理が発見されるときに到って，
はじめて形市上学は成立するのである.

ドゥγス・スコトゥスの形而上学

65

終わりに
以上， われわれはスコトヮスの形而上学の概念を検討してきたが， 言うま
でもなく， われわれはまだはじめに触れた問題を解決できていない. すなわ
ち， スコトヮスにおいて学知の第一対象と能力の第一対象は区別されるべき
であるにもかかわらず， 形而上学の第一対象と知性の第一対象は同じである
ことは， どのように解されるべきか， とし、う問題である. 実際， われわれは
この考察において， スコトヮスにおいて存在であるかぎりの存在を主題とす
る形而上学が， 明断に認識される「存在」を第一主題としていることの意味
を， 明らかにしえただけである

われわれが先の問題を解決するためには，

さらにスコトゥスにおける知性能力とその第一対象の関係を明らかにしなけ
ればならないし，

その上，

学知一般と， 能力一般に関して，

それらとその

「対象J， 及び， r第一対象」の関係を明らかにしなければならないだろう.
これらのことは， 認識能力とその対象がもっ関係と， 認識能力が獲得した認
識 (所有)とその対象がもっ関係を， 解きほぐす仕事になる. 実際， スコト
ゥス自身がこの両者の関係を同ーの関係と見ていない以上 3
6 )， 複雑に絡み合
ったこの関係を解きほぐすことが， スコトゥスを理解する上で是非とも必要
な仕事であることは明らかである. われわれの仕事はその第一段階に過ぎな
いと言える.
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