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実体と認識

一一 トマス・ アグィナスによる自存の形而上学一一

矢 玉 俊 彦

この小論では， í自存J (subsi sten ti a) がトマス・ アクイナス の 形而上学を動かし

ている根本的な洞察を表現する概念であるとL、う見通しを出発点とした上で， この概

念の取り扱いの中でいかにして彼がアリストテレス的実体論を新プラトン主義的な存

在理解に基づいて解釈し直しているかを示し， さらに ， この過程において「認識」 が

「自存」という存在活動の本来的な特質として主題化されるということに基づき， 存

在と認識の関係という形而上学の根本問題をトマスに即して理解するための展望を開

くことを目指 したいと思う1)

I 自存概念の重要性

subsi stenti a ないし subsistere という言葉は， �神学大全』に 表明されている彼

の神学体系の中でしばしば非常に重要な意味を担って登場する . すなわち， 何よりも

まず神は「自らによって自存する存在そのもの」と 規定されておりへ また三位一体

論においてもベルソナはその自存性に基づいて概念化されている3) そして， 創造の

意 図は「自存するもの」つまり実体を存在せしめることであるとされ引， また天使5)や

魂6) が知性的形相であることもそれらが「自らによって自存する」という存在性格を

持っていることに基づいて理解される. このため人聞の知性認識， 特に自己認識の可

能性が魂の白存性との関係で考察されることになる7) が， 他方プラトン的なイデアは

それが「自存するもの」と考えられている限りで批判の対象となる向. また， キリス

ト論9) においても， やはり自存概念が 駆使されているのである. このことを単なる偶
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然ではなく， むしろトマスの思惟のある根本動向に基づくと考えることはできないだ

ろうか . しかしながら， これまでのトマス研究は自存概念を 今挙げられたようなそれ

ぞれの主題についての個別的な議論の中で， そのつどの制約された問題設定の中で取

り上げてきたに過ぎず， 筆者の披見し得た範囲ではこの概念をトマスの形而上学の根

本概念として， あるいは彼の神学体系の中'U概念に属するものとして取り扱った研究

は行なわれていないのが現状である10)

11 自存概念のニ源泉

それゆえ我々は， 自存概念を個別的な主題の制約の下においてではなく， その本質

的な形而上学的意義において主題化しなければならない. 実際彼はこの「自存」とい

う言葉を， 常に自らの最も根本的な存在理解を踏まえて語っているのである. 彼のこ

のような存在理解の現場を最もよく示すテキストとして我々は『真理論� q. 1， a. 1 

を持っている. 周知の通りそこでトマスは人間の経験に対する哲学的反省によって，

認識の根源的生起が存在するものをまさに「存在するもの」として洞察するというこ

とにほかならないことを示し， かっこの生起の内容をいくつかの板源的概念において

展開 していく. これらの根源的概念は， r存在する」ということが自らにおける実体

的な統ーを志向するものであり口らかつ他 (ないし自ら ) との関係における「活動」

(認識および欲求という存在活動 ) にほかならない山ことを示しているが， 存在者の

存在のこのようなこつの側面を， つまり存在者の存在の実体的統一性と活動性とを統

合する存在把握こそが， トマスの存在理解の中心的な特質なのである. トマスの「自

存」の概念は， まさにこのような統合を主題化するものとして理解すべきであり， 逆に

このような統合の意味を更に 明確にしてくれる . というのは， この統合は トマスがこ

の概念を アリストテレスとプロクロスという二つの異質な源泉から受容し， かっこれ

らの二源泉を独自の自存概念へと止揚した際の統合と重なり合うものだからである13)

トマスの自存概念の第ーの源泉は ， アリストテレスの実体論であり， トマスの自存

概念の理解の出発 点はここに求められねばならない. すなわち， たしかに「自存」と

いう言葉自体はアリストテレスに由来するものではないが， r我々は， 他のものにお

いてではなく自らにおいて存在するものの こ と を， <自存する〉と言うJ (ST， I， 29， 

2， c. ) と言われていることから 明らかなように， r自存する」と い うことはまさに ア

リストテレス的な意味での「実体」の存在の仕方にほかならない. それゆえ， r実体
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の特質 ( ratio)は， 自らによって自存するということであるJ (In III Sent ， 6， l ， l ， c.) 

とされるのである. そして ， 実体の存在の仕方である自存とは ， 付帯性のように他の

何かに帰属するという仕方で存在するのではなく14) ， 自らに帰属して存在することを ，

つまり (1自存」という日本語が適切に示しているように) 1自ら」という性格を持っ

て， 自己同一的に存在することを意味する. 1存在」の活動は ， 何よりもまずこのよ

うな自存者に属するのである. 1存在するということは ， 本来的には自存するものに

帰属する……というのは ， 存在するということが本来的に帰属するのは， 存在すると

いうことを持つものに対してであるが， これは自らの存在において自存するもののこ

とだからであるJ ( ST ，  1， 4 5， 4 c.). このことからトマスはこの個所で「創造」とい

うこと， つまり存在を与えるということの意 図が自存するものを存在せしめることだ

と結論付けているが， 言い換えればこれは「存在する」ということの目的， ないし本

来的な様式が「自存すること」にほかならないということなのである . つまり， 自存

はある特殊な存在の仕方なのではなく ， 存在の本性そのものに基づく ， いわば存在活

動の本領なのである.

トマスの自存枇念の第二の源泉は ， プログロスの『 神学綱要�15) に見られる「自ら

存立するものJ (aùOυrróσTaTOν)という概念 である. モルベカのグイレルムスは『神

学綱要』をラテン訳叫する際， この概念を au thypo stato n ないし au thypo statu m

と音写した上で， これに「自らによって自存するものJ ( p er se sub s ist ens)という

訳を付記し17) ， またúrpíσ句仰を sub si stere，úrróσmσ1<;を sub si st en ti a と訳して

いる18) プログロスはこの著作の Pro p. 40 -51 においてこの「自ら存立するもの」

について論じているが， 特にその内の Pro p. 4 0 に お い て ， 彼は「自ら 存立 するも

の」であるということが「ー者」ないし「善」から第ーに発出するものの特質である

ことを主張している. つまり， 絶対的な善から第ーに自らの善を分有するものは ， そ

れが「自足的なものJ (TÒ aurap肘宮)であるということ ， つまり自身を生み ， 自身に

存在を与え， 自身から(παp'εω叫ν)自らの存在を得るという自立的な自己存在を確

立するということにおいて絶対的な善そのものと類似するのであり ， まさにこのこと

によって「善」から第一に発出するものたり得るのである. Pro p. 42-44 でプログロス

が「自ら存立するもの」の自己還帰(irrlaTporp�)のちからについて語るのは ， このよう

な自己産出の可能性を示すためである. そこで彼は働きに即して(IWTà吋νilJéprεlaν )

自己に還帰するちからを持つものは， その実体的存在に即して (附吋吋ν OÙσ/αν )
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も自己還帰的 (e11turρε14TtKÓν )でなければならないことを強調している. さて， トマ

スはこのような新プラトン主義的な自己還帰の思想を ， 特にこの『綱要』をもとに編

纂された『原因論Jの第 15命題19) (1自らの本質を知る， そのようなすべてのく知る

者〉は ， 完全な還帰によって自らの本質に還帰するもの で あ る20)J)から摂取し ， こ

れを重視して『真理論』や『 神学大全』で、たびたび引用し21) ， また 『原因論註解』で

は， 11綱要』のグイレノレムス訳を参照して， 彼がこの命題の源泉と見なした そ の 中の

いくつかの命題に基づいてこの第 15命題の意味を解釈している22) その中には「自ら

存立するもの」について取り扱う Pro p. 43 及び44も合まれる . しかし， プログロス

において特に「ー者」から直接発出するものの自己産出性に関わるものであった自己

還帰性の議論は， トマスによって非質料的実体の存在論という異なる文脈に移される

ことになる . トマスは『原因論』第 15命題に 言われる「自己の本質への完全な還帰」

が， 物体， つまり相互に隔絶した諸部分へと拡散する延長性を持つ存在者には不可能

な働きであるとい う こ と を， 11綱要』の Pro p. 1 5 及び 16 を用いて指摘した上で23) ，

Pro p. 42 及び 43 により， 自己還帰のちからを持つ者は「自らによって自存するもの」

でなければならならず， か つ働 き に お い て自己還帰的なものは実体においても自己

還帰的であると 述べ， さらに Pro p. 83 (1自己自身を認識することができるすべての

ものは， あらゆ る面で自己自身へと還帰することができるJ)によって自己認識の働

きを自己還帰に関係付けて ， 11原因論』第 15命題を証明するのである. かくして ， 非

質料的な存在者による認識の働きに即して (s ecu ndu mo per atio nem)示される自己

還帰性 は， この 存在者 の 実体 に即し て の (s ecu ndu msubs tanti am)自己還帰性を

表わす . 1実体に即して自己自身へと回帰すると言われるのは， 自己自身によって確

立して自存しているもの ， 従って付帯性が実体へと向かつて行くような仕方で， 白ら

を支えてくれる他の何かに向かつて行くということがないものである . そして， この

ことは魂， 及び自己自身を知るし、かなるものにも属している . なぜなら， そのような

ものはすべて， 自己に対して自己自身によっ て充足 してい る単純な実体， つまり質

料による支えを必要としない実体だからであるJ(In LC， XV， 31 1).ここで「自存す

る」ということは， 専ら非質料的な実体 な い し 自存する形相の存在様式と して語ら

れ， かつそれは自己へと立ち返るという存在の活動として理解されており， またこの

自己還帰的存在遂行は「自己認識」へと関係付けられる. このように， 非質料的実体

に固有なものとして展開 された「自存」概念は， トマスの自存概念の実体論的な基礎
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理解とどのように関係していると考えるべきなのであろうか.

III 自存概念の統合(1 )一一自己還帰的な実体存在

今引用した『原因論註解』のテキスト自体からも明らかなように， トマスは非質料的

な自存を実体の存在活動として ( “s ecu n du msubstan ti am ad s eips a co nv erti "  ibid.) 

理解しており， その意味でここでも実体論的自存理解が基盤となっていることに変わ

りはない. 問題は以上のようなトマスにおけるプロクロス的な自存概念が主題化する

「自己還帰の存在活動」という契機がただ単に非質料的な実体の特殊相に過ぎないの

か， それとも非質料的な存在活動において明確な形で現われるこの契機が存在活動の

本来的形式として理解される自存， すなわちあらゆる実体にそれが実体である限りで

属する自存の本質をかえって何らかの仕方で開示しているのか， ということである.

実体的存在活動の成立は実体的な形相によって媒介されるのであるから「形相 ( =実

体的形相) は自存するということの原理であるJ ( ST， 1， 29， 3 ad 5) が， 自らが自ら

によって自存し得ず， 基体としての「質料による支えJ( ibid.)を必要とする質料的な

実体的形相が自存性を実現する原理となるときには， この自存もやはり何らかの仕方

で「自己還帰の存在活動」の契機を含むことになる. 確かにトマスは先に触れた 『原

因論註解』の中で第15命題に対する解釈に際してはプログロスに依拠しつつ自己還婦

の前提としての非物体性を強調しており24りまた他の個所でも， 質料的な形相には自

己還帰が不可能であるということを， 例えば次のように言明している. í自 ら に おい

て自存するのではない ( 質料的) 形相は， 他のものの上に放散させられており， 全く

自己自身へと集約しなし、J( Ver， 2， 2， c.) . しかしな がら， 質料的な実体は， その形

相と質料の合ーした総体において， 実体である限りで自らにおいて存在を持ち， それ

ゆえ非質料的な自存的形相とおなじく確かに自存する. í知性体 (int elli gen ti a)は物

体的な事物の階層全体を超越する. とはいえ， その何性ないし本質は， 自らの存在そ

れ自体ではなく， むしろ自らの分有された存在 において 自存する事物であるのだか

ら， それゆえそれは， やはり自らの存在において 自存する物体と， 類において何ら

かの仕方で一致するのであるJ (In LC， VI 1， 181). 従って， 物体的実体の自存の本

質も， 非質料的実体の自存との共通性において理解すべきであり， それゆえ物体的実

体について語られる拡散性も自己還帰の欠如態として ， もしくは不完全な自己還帰と

して理解すべきなのである. このような自己還帰を， トマスは「欲 求」ないし「愛」
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という言葉で表現している25) すなわ ち， r各 々 のも のは， 自らの仕 方 で 存 在を欲

求するJ (ST， 1， 75， 6， c.)のであり ， このように「各々のものが自らの 存在を愛す

るということ， このことは自然本性的なことなのであるJ (In IX Eth， 7， 1846). つ

まりこのような自己還帰的存在活動は ， 認識能力を持っかどうか， 非質料的であるか

どうかということに関りなくあらゆる存在者に， それが存在を持つ限りで帰属する.

従って， r自存するJということの本質は自己へと立ち返るという存在の活動にほかな

らず， 自己還帰という存在の仕方は， 実体一般にその実体的形相に基づいて帰属する

存在の仕方， しかも存在の活動の本来的な様式なのである. それゆ え， r自己自身に

回帰するということは， 完全性に属するJ (In LC， XV， 305) . そして， 実体が質料か

ら独立してそれ自体で存在し得る形相として存在するように なることに応じて， r自

存する」ということは， より完全な自己還帰のはたらきとして完成されていくのであ

る26)

IV 自存概念の統合( 2) 一一認識する・されるという存在活動としての自存

しかし， 既に見たように『原因論』第十五命題や関係する『綱要』の諸命題27)が記

述する非質料的な自己還帰， つまり「完全な自己還帰」は， 本質的に自己認識へと関

係付けられたものであった. 一方， 質料を基体としてのみ成立し得る質料的実体は，

形相を持つ限りで自存するとはいえ ， このような「完全な自己還帰」を果たすことは

不可能であり， それゆえ自己を認識するちからを持たない28) のみならず ， それは多

くの場合感覚的認識を含めそもそも「認識」という存在活動を行なういかなるちから

をも持たないのである. しかし「自存する」ということが「存在する」ということそ

れ自体の本来的形式であり， かつ「自存する」ということの完全な姿が自己を認識す

ることであるとすると ， 認識能力を持ち得ない質料的な自存も， それが自存の本質に

与 る 限りで， r自己還帰」ということだけではなく， r自己還帰」の特質 である「認

識」とし、う契機にも何らかの仕方で本質的に関与していると考えることができるので

はないだろうか. このように「自存的存在活動」を焦点に据えて「存在する」という

ことの純粋な 完全性を「認識する」という活動の内に見るという 点に， アリストテレ

ス的な実体論を新プラ トン主義的な存在理解を媒介として再解釈するというかたちで、

到達されたトマスの形而上学洞察が姿を現わし て い るのである. 彼はやはり新プラ

トン主義的な「分有」の概念によって ， 実体を自存させ， 自存する実体に分有される
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が， それ自体は実体に先立つ次元とし て「存在」を主題化 す るが29)， í認識」という

契機も個々の実体の本質上の差異の次元にではなく， 根源的にはこの「存在」という

より先の次元に位置付けられ， それゆえ「存在Jが各々の実体形相を媒介にしてその

本来の様式ないし目的である自存的存在を実現 し て さ まざま な実体を成立させると

き， 各々の形相の許容力に従って， 認識するという能力を持たない物体さえも含めて

あらゆる実体が， 各々の自存の活動においてこの「認識」という契機に何らかの仕方

で参与するのである . トマスが「知性的であるということは非質料的であるというこ

との帰結であるJ (ST， 1， 1 05， 3 c. ) とか， í魂がその実体に即して質料を免れている

ということそれ自体から，魂が知性認識のちからを持つということが帰結するJ (8ρIr. 

Creat. 11 ad 17) と述べ得 る の は， 明らかにこのような形而上学的な存在洞察を前

提とした上でのことである . すなわちここで語られているのは， 存在の (自存の )活

動が質料の制約を脱すると， まさにそのことによって「知性認識する」というその本

来の在り方を実現するということにほかならないのである.

さて， 自存とは文字通り個々の実体に独自のものではあるが30)， しかしこうした個

々の自存が成立するのは， í自存する」ということが存在の活動それ自体にとっての

本来の様式だからである. それゆえ， í認識」と い う 完全性も， 個々の実体の自存を

根拠としているのではないとはいえ， í自存」という存在の 本来的様式に 従って成立

するのであり， 個々の実体の自存的活動において実現するのである . そして， 何らか

の形相が「自己白身において自存するJ (In LC， XV， 304) あるい は「自らによって

自存するJ (ST， 1， 1 4， 2， ad 1)とき， すなわち自己同一性の原理である形相が拡散

の原理である質料を自存のための基体として必要としないときには， 存在は形相に従

って完全な自己還帰を遂行するのであり， この形相ないし非質料的実体の自存の遂行

は ， 自らにおいて ， 自らの本質が， 自らに対して現前するということ， つまり自己を

知性認識するということを意味するのである川 . そして， このような存在の仕方をす

るもののみが， 他の存在者をその存在に即して自らにおいて， 自らに対して現前させ

得る . つまり他の存在者をその存在において認識し得る32) 従って， 自己認識は認識

それ自体の基本的で必然的な形式なのである . 一方， このような自存を成立させる原

動力は個々の自存に先立つ存在の活動それ自体であるから， 認識する実体が自存する

ことによってその自己が自己に対して現前するとき， このような自己の現前において

より根源的に自らを現前させているのは， 存在の活動それ自体にほかならない. それ
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ゆえ， r存在」 が認識の根源であり， そ の本質的内容なのである. 認識 す る 実体の

「自己」がそうなのでは ない叫 . このため知性認識 は， r存在するもの」であ る限り

で， 自らにも他のものにも向かっていき， 存在する自他のものをまさに「存在するも

の」として認識するのである. 従って， 自存を成立させる存在の活動に込められた意

図は， 存在の自己開示のため， その場たるべき自存者を成立させるということにある

のである.

一方 ， r存在」に本来帰属する「認識Jという契機は， 質料的な実体の自存におい

ていかにして実現されるのであろうか. 質料は， それ自体で自存することができない，

いわば弱い形相を受け取って「確立させ……支えるJ (/n LC， XV， 3 11)ことにより，

複合的実体を全体として自存させる基体となるという積極的機能を持つ原理である .

ただし， 質料はまたこの機能を果たす際に， 受け取った形相に制約を加える. そして

この制約はまさに「自存する」ことに対する制約なのである. 質料が形相によって存

在の現実態を受け入れるちからは限られているので， 実体的形相を受け取るときそれ

が媒介する存在の活動を実体自身へと集中ないし還帰することを妨げ， 存在の現実態

の諸要素を拡散させてしまう34) 自己還帰は自己を構成する諸部分を通過することに

よって不完全に達成され得るに過ぎず35) ， 自らが自らに対して直接に現前することは

ない. また， 質料がある特定の存在によって現実化されると， その上にこの特定の存

在を変化させたり失った り す る事な く自らに対し て他の存在の現実態を現前させる

ことはできない， と い う こ とを意味する . 従って， このような意味で拡散ないし排

他性の原理である質料は， r認識するJという存在 の本来の活動を不可能するのであ

る36)

それゆえ， 質料的実体の自存は自らにおいて認識を， つまり自らに対する存在の自

己開示を実現することはできないが， 他の認識者において「認識され得る」というか

たちで ， すなわち「可知的である」というかたちで， r認識」の契機を保持す る37)

そしてそれは， まさに自存の原理にほかならない「形相」による のである. r至高の

光はすべての事物を現実態において可知的なものとする . すなわち， 諸事物がく認識

される〉ということを ， それを通じて得るところの形相のすべてが， まさにこの至高

の 光から由来するものである限りにおいてJ (/0， VIII， 1142 ). r光Jとは， 存在が自

己を「開示J (mani festatio ) 38)するという活動を意味し， それゆえこのテキス トにお

いて トマスは， 存在そのものの「光」の(つまり自己開示の )活動が諸事物の自存を
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成立させる形相において， 諸事物の可知性を構成しているということを述べているの

である . しかし， 先にのべたように質料性は現前を問害するのであるから， 質料的実

体はこの可知性を質料によって制約された在り方のままでは他の認識者において現前

させることができず， その限りで可知性は可能的なものに留まる39) それゆえ， 質料

的実体の形相が認識者に受け取られて現実的な存在の自己開示を媒介し得るものとな

るためには， 認識者の「知性の光」の働きが求められることになるのである州 . ただ

し， 質料的存在者が「認識される」ということが， 一方で依然としてこの存在者自身

に属する存在活動の可能性であるということも， 忘れては な ら な い . r魂の外に存在

する事物は， ・・ ・・自らの形相を通じ て， 人間の知性の内に自らについての真なる把援

を作り出すような本性を 持 つJ (Ver ， 1 ，  8 c.)従って， r知性の光」によって， 質料

的存在者が「照らされる」というとき， 言ってみればそれは単に外から表面を照らさ

れて照り返すということではなく， この存在者自体がこの照らしによって内側から自

ら輝きつつ認識者の知性に現前するのだ， と考えるべきであろう. つまり「認識され

るもの自体が， 認識される限りにおいて， 自らの内に知性的な光を分有されたものと

して 含んで い るJ (Ver， 9， 1 ad 2)のである.
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