スコトゥスの個体化の理論に対する
オッカムの批判
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ソクラテスとプラトンは， ともに人間性とL、う共通な本性を持つ点では一
致するが， 然しそれぞれ別な個物 (この人間とあの人間) であるという点で
は異なっている. で、は， ソクラテスを， プラトンではなく， まさにソクラテ
スたらしめているものとは一体何であろうか. あるいは ， この石がまさに或
る一つの不可分な物であり， あの石から区別される根拠とは一体何であろう
か. スコトゥスによれば， 事物はそれ自体の本性(人間であること， 石であ
ること) によって個物たるのではなく， その共通本性をこのもの， この個体
へと特定化する個体的差異 d i 仇
ren tia ind ivid ualis c on r
t ah en s(このもの性)
が共通本性に付加されなくてはならぬ. これがスコトゥスの言う個体化の原
理であり， この原理は， 或る特定の質料m ateria sign ata やその他の附情的
な性質ではなく， 個物に本質的に内在している原理である.
スコトゥスは， これら共通本性と個体的差異(このもの性) の関係につい
て， r両者は同ーの事物の， 形相的に異なる二つの存在性 re a il tateseius
d em rei，
formal iter d istinct ae .である」と述べている1)

スコトヮスの説の特徴は， 実

在的に同ーの事物のうちに， 更により原初的な区別を措定し， 共通本性とそ
れを特定化する個体的差異 (このもの性) との 聞 に「形相的区別J d istin c ti o
formalisを立てたこと で あ る. 共通本性と， そ れ を 特定化す る 個体的差異
d i ff erentia ind ivid ualis con r
t ah ens(この も の 性) と の 聞 に， 実 在 的区別
d istin cti o rea ilsではなく， 形相的区別 d istinc ti o form a lis が措定される理由
を， スコトゥスは次のように説明している. ①実在的区別が成立するのは，
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例えばソクラテスとプラトンの場合のように， 事物 res と事物 res の関係
においてである. 然し， 共通本性と個体的差異の関係は， res と res の聞の
関係ではなく， 同ーのm における二つの存在性 duae realit ates --ー可能
態と現実態・完成態ーーの聞の関係である . 共通本性は， いわば可能態が現
実態によって現実化され完成されるごとくに， 個体的差異によってこのもの
へと現実化されるわ.
②然し， 共通本性と個体的差異(このもの性) との関係は， 類と種の関係
とも相違するわ.

類と種の聞には， 実在的区別が成立している. 他方， 共通

本性と個体的差異(このもの性) との間には， 形相的区別が成立する. もし
XとYが実在的 reali ter に異なる場合には， xとYは分離可能であり， 或る
時に或る場所 において， xはYなしに存在することが可能である. xとYが
形相的 formal iter に異なる場合には， 両者が分離して存在することは不可能
であり， xはYなしに存在することが不可能である.
然るに， 類(例えば動物性) と種(例えば理性的) は分離可能であり， 一
方が他方なしに存在することは可能である. それゆえ， 類と種の関係は， 他
から分離可能な独立して存在しうるものどうし res abs olu ta と res abs oluta
の関係であり， 両者は実在的 realiter に区別される. これに対して， 共通本
性と個体的差異(このもの性) は不可分に結びついており， 一方が他方なし
に存在することは不可能である. それゆえ， 両者は実在的 realiter にではな
く， 形相的 form aliter に区別される.
③更にまた， 共通本性と個体的差異(このもの性) との関係は， 形相一質
料の関係とも相違する. スコトゥスによれば， 一つの個体のうちに二つの種
類の結合が存在する. 一つは， 現実態における res abs oluta(他から分離可
能であり， 独立して存在しうるもの) と， 可能態における res abs olut aの結
合 comp os itio e
x re actuali et re p oten tiali である. 形相と質料の結合は，
この種の結合であり， それゆえ形相と質料は， 実在的 re aliter に区別される.
いま一つは， 同ーの res abs olutaのうちの， 現実態における realitas と可能
t ali et
態における re alitas の結合 c om pos itio e x re alit ate et realitate ac u
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poten tiali in e ad em re である. 共通本性と個体的差異 (このもの性) の結合
は， この種の結合である. それゆえ， 形相的f ormaliter に区別される4)
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①， ②， ③から， 実在的区別と形相的区別の相違は， 図のように理解される.

、
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re ali tasf orm alis
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\両者は不問あり，引他方なしに /
ー/
存在することは不可能である

更にまた共通本性は， 次のような特質を持つ. 例えばソクラテスとプラト
ンは， 人間性とし、う共通本性を持ち， 一つのク+ル ー プにまとめられる. ある
L、は， ソクラテスとプラトンとこのサルは， 動物性とし、う共通本性を持ち，
一つのグループにまとめられる. こうした共通本性の有 す るー un itas は，
このものゃあのものといった「数的なーJ un itas n umer alisと は別 で あ る.
フ

一
フ

一
ア

'・の
は ・こ
ン 'と
ト ン
ラ ト

一
フ

ソ

数的なーとは別な或るーを有する. あるいは，
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数的なーにおいて， 等しく異なっている. 然し，
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ソクラテスとプラトンとこのサルとこの石は， このものとあのものといった

サルは， 数的なーとは別な或るーを有する. メ、コトゥスは-. このような共通
本性の持つーを，

数的な ーよ り も「よ り 小 さ い 実在的なー」 uni tas realis

min or と呼ぶ.
このスコトゥスの理論を， オッカムは『セシテンチア註解』第一巻第二匹
分第六問題. w大論理学� Summa L ogic ae 第一部第十六章の中で批判してい
る. 本論文では， オッカムのスコトヮス批判を検討することによって， Fζ コ
トヮスの理論が如何なるものであるのかを， より明確にしたい.
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2

オ'"カムの批判(1)一一形相的区別に対するオ'1力ムの批判一一

オッカムは先ず， スコトゥスが共通本性 と そ れ を 特定化 す る 個体的差異
(このもの性) との聞に「形相的区別J d is tinctio formalis を措定したこと
に対して， 次のように批判している.
「スコトゥスの説に対して， 二通りの仕方で反論することができる. 第
一に， 被造物においては， 形相的 form ali t r
e に異なるものは必然、的に，
実在的 r ealit r
e に異なる. …・・・なぜなら， もし本性と特定化する差異が
全く同じものとし、うわけではないとしたら， 何か或る事が， これら本性
と個体的差異のうちの一方について真に肯定され， 他方について否定さ
れることが有りうる. 然、るに， 被造物においては， 同ーのものについて，
同じ事が真に肯定され， 同時にまた真に否定されることは有りえない.
従って， 本性と個体的差異は同ーのもの un ar es ではない. 議論の小前
提は明白である. もし， 同ーのものについて， 同じ事が真に肯定され真
に否定されるとしたら， 被造物における事物の相違を証明する， すべて
の方法が失われる. 矛盾律が， 事物の相違を証明する最も有力な方法だ
からである5)， J
スコトゥスの「形相的区別lに対するオッカムの 同様の批判は， 彼の『大論
理学� Summa Lo g ic a e 第一部第十六章のなかにも見出だされる6)

これらの

テキストにおいてオッカムは， r形相的区別は実在的区別 へと還元さ れる.
それゆえ， 実在的区別のみが措定されるべきであり， 形相的区別は否定され
る」と主張して， 次のように議論している.
(大前提)もしスコトゥスの言うように， a(本性)と b(個体的差異・ この
もの性) が形相的に異なり， 全く同じものとL、うわけではないとしたら， 或
る性質Fが aについて肯定され， bについて否定される. すなわち， aはF
であり， bはFではない.
(小前提) 然るに， 同ーのもの ead em r es について， 同じ事Fが肯定され，
同時にまた否定されることは有りえない. すなわち， aと bが実在的に同一
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e dem
a
res であるならば， r aがFであり， かつ bがFではなし、」というこ
とは有りえない(不可弁別同ーの原理). 或るものにつ い て， 矛盾する事柄
(F， n o n F) が真である場合には， これらは相異なる resである.
(結論) それゆえ， 本性と個体的差異 ・ このもの 性は 実在的に 同ーの もの
un a resではない. もし本性と個体的差異・ このもの性が形相的に異なると
したら， それらは実は実在的に異なっているのである. 実在的区別のほかに，
形相的区別を認めるとすれば， 不可弁別同ーの原理や矛盾律といった， 事物
の相違や同ーを証明するあらゆる方法が失われることになる.
〔オッカムの批判
(I)の検討一一オッカムの批判は正しし、か?一一〕
このオッカムの批判は正当なものであろうか. 私は， オッカムの批判は正
しくないと考える. なぜなら， スコトヮスは形相的区別と実在的区別との聞
に， 存在のレベルの相違を設けているからである. このような存在のレベル
の相違を設定することによって， 不可弁別同ーの原理や矛盾律を犯すことな
し スコトゥスの言う形相的区別を認めることができると， 私は考える. 以
下， 私の主張を更に詳しく論ずることにしたい.
①前述のごとく， スコトヮスの個体化の理論の特徴は， 同ーのもの resの
うちに， 更により原初的な区別を措定したことである. スコトゥスは次のよ
うに述べている.
「共通であるが限定されることが可能な各々のも の は すべて， (如何に
それが一つの resとしてあるとしても) 形相的に区別された複数の存在
性 re al it s
a へと更に区別されうるのであって， それらの一方は形相的に
は他方ではなく， 一方は形相的に個別(個体的差異) の存在性であり，
a I烹!
他方は本性の存在性なのである. ……こちーら二竺月烹烹性〈戸alit s
resと resとしてあることはできない. ー一一 それらは， 常に 同ーのもの
のうちにあって(部分のうちにであれ， 全体のう ち に で あ れ)， 一旦二?
res'の形相的に区別されたこつの存在性 re ali t ates eiu
s
d em rei， form al it er
d istin ct ae である7). J
このテキストから， 次の事が明らかである. スコトヮスは，

(ー) re
sと r es
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(互いに他から分離可能であり， 独立して存在しう るも の) と， (二) 同ー
の resのうちに属している realitasと realitas(不可分であり， 一方が他方
なしに存在することが不可能なもの) との聞に， 空宇竺竺�JV竺担遣を設定
している. (ー)の resと resとの聞に実在的区別が成立し， (二)の rea il tas
と reali tasとの聞に形相的区別が成立する.

実在的区別
_./ res......_ -ーーーーーー一一一

res

� 形相的区別 �
re ali tas

re alit as

オッカムは， これらの存在のレベルの相違を認めようとしない. 然し私は，
このスコトゥスの提案を， 存在の考察に際し て 有用 な も の と 考え る. 私は
D. P. H enry の記号B)を用いて， 個体的差異の realit as(例えば， ソクラテス
性σ) と共通本性の rea il t as(例えば， 人間 の 本性α) の 形相的区別を次の
ように
{(]}手{α}
表すことにしたい. この形相的区別 {σ}手{α}は， resaと resbの実在的区
別(a)=/=.(b)とは明確に異なる. 両者においては， 同ーや区別ということが，
それぞれ異なった存在のレベルにおいて語られているのだからである.
②不可弁別同ーの原理， 矛盾律の適用範囲の拡張一一こ れ ら の規則は，
オッカムの言うように resと res の存在のレベルのみに成立するものでは
なく， rea il t asと rea il t asの存在のレベルにおいても成立する

realit asσ

と rea il t as α が形相的に同ーの r ealit as{(]}= {α}であるならば， íσがFで
あり， かつαがFではなし、」ということは有りえない.
③前述のオッカムの議論を， ①で用いた記号によって表わすならば， 次の
ようになる. もしスコトヮスの言うように， 個体的差異・このもの性σと共
通本性αが形相的に異なる{σ}手{α}としたら， σはFであり， αはFではな
い. 然るに， resa と res bが実在的に同- ead e mres(a)=(b) であるな
らば， a が F であり， かつ b がFではないということは有りえない (不可
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弁別同ーの原理). それゆえ， 個体的差異・ こ の もの 性 σ と 共 通 本 性 α は
実在的に同ーのものではない n on sunt un a res (Sent. 1 ， d. 2 ， q. 6， OThlI，
p. 17-!， lin. 3). (n)学(α). 従って， もし本性と個体的差異・ このもの性が形

相的にことなるとしたら， それらは実は実在的に異なる の で あ る. す なわ
ち， オッカムの議論は次の式で表わすことができる.
{σ} * {α} →(σ)学(α)
然し， オッカムの議論の結論(σ)手(α)は明らかに， 存在のレベルを混同
する誤りを犯しているが故にナンセンスである. なぜなら， ( )*( ) は res
の存在のレベルにおける， 二つのものの相違を表わす記号であるのに， σ個
体的差異・ このもの性やα共通本性は realit asの存在のレベルにおけるもの
だからである. オッカムは， 存在のレベルの相違を無視している.
オッカム の 議論 は， 次 の よ う に訂正 さ れ る べき で あ る. realit as σ と
realitasαが形相的に同ーの realit as {σ}= {α} であるならば， 1σがFであ
り， かつαがFではなL、」ということは有りえない(②不可弁別同ーの原理
の適用の範囲の拡張). 然るに， 個体的差異・ このもの性σは或る性質 F で
あり， 共通本性αはFではない. それゆえ， 個体的差異・ このもの性。と共
通本性αは形相的に同ーのものではない.
{σ}* {α}
かくして我々は， 不可弁別同ーの原理や矛盾律を犯すことなく， スコトヮス
の言う形相的区別を認めることができる.
更にまた， D. P. H enry の指摘するごとくへ『大論理学� Summa L ogic ae
第一部 第十六章 の な か で の，

オッカムのスコトゥス 批 判 も ま た， res と

rea
li t asの存在のレベルの混同に基づいている.

3

オッカムの批判 (11)

第二にオッカムは， スコトゥスの個体化の理論の内部に矛盾が存在するこ
とを指摘している.
「第こには， 前述の説に反対して， たとえ仮に此の様な形相的な区別が
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成立するとしても， この説は正しくないことが論じられうる. 最初の議
論は次のごとくである. 相対立す る もの(A， B)の一方 A が或る も の
Cに実在的に属し， それゆえ真に， 実在的に， C はAであると呼ばれる
場合には常に， A が自らの力によってCに属する場合であれ， 他のもの
によってCに属する場合であれ， 一一一 この事が存続し， 変化しない限り
一一， 相対立するものの他方BがCに実在的に属することはなく， むし
ろ無条件に， C がB であることが否定されるであろう. 然るに， あなた
(ドゥンス・ スコトゥス) によれば， 或るものは自らの力によって個で
あり， 或るものは付け加えられたものによってのみ個であるとしても，
心の外のものはすべて， 実在的に個であり， 数的にー un u m n u mero で
ある. それゆえ， 心の外のものが実在的に共通なものであることはない.
更にまた， 個別性のー(数的なー) と対立するーによってーであること
もない. 従って， 個別性のー(数的なー) 以外には， 実在的に如何なる
ーも存在しない .10) J
オッカムは， 次のように議論している. スコトゥスの個体化の理論は， 三つ
のテーゼを含む.
(Tl) 外界の実在の世界において， 本性は共通であり， 数的なーよりもより
小さいーを持つ.
(T2) 外界の実在の世界においては， 本性も， それを特定化する個体的差異
(このもの性) も， 或る個物の構成要素としてのみ存在する. 従って， 本性
が個体的差異を伴わずに存在することはできない.
(T3) 個体的差異 (このもの性) と結びついて， 個物の内に存在する限りに
おいて， 本性は個物的であり， 数的にーである.
(T2) 八(T3) から，
外界の実在の世界において， 本性は実在的に個であり， 数的にーである.
然るに， 次 の 論理規則(R) が成立す る.

相対立す る性質(A， B) の う

ちの一方A(個であり， 数的にーである) が或るものc (本性) に属する場
合には常に， 他方の性質B (共通であり， 数的なーよりも小さいーである)
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はc (本性) に属さない.
それゆえ， (T2) 八(T3) と論理規則(R) から， 次の命題が導き出され
る
外界の実在の世界においては， 本性は共通なものでも， 数的なーよりも小さ
し、ーでもない.
この命題は，(T1) I外界の実在の世界にお い て， 本性は共通で、あり， 数
的なーよ りも小さいーを持つJと矛盾する. 従って， スコトヮスの個体化の
理論の内部に矛盾が存在する.
〔オッカムの批判(II) の検討〕
M. Ad ams は， Iこのオッカムの批判は， スコトゥス の 理論にとって致命
的なものであるJと述べている11)

然し， 私はそうとは思わない.

(IJ先ず第ーに， Tweed a e
l 1Z) も Ad ams �こ反対して指摘しているごとく，
オッカムがスコトゥスの個体化の理論のテー ゼ として挙げた(T1) I外界の
実在の世界において， 本性は共通であり， 数的なーよりも， より小さいーを
持つ」そのものが， スコトヮスの精妙な理論を覆い隠している. 実際には，
スコトヮスは次のように述べている.
テキスト①(Ord . II， d. 3， p. 1， q. 1，

n.

32)

「本性は， 実在的には， これら個別的なもののうちの或るものであるこ
となしに存在することはないが， 然しそれ貫性巳哲竺とτ:!主d e se， これ
ら個別的なもののうちの或るものではない. これらすべての個別的なも
のよりも， 本性的により前なるものである13) . J
テキスト②(Ord . II， d. 3， p. 1， q. 1，

n.

34)

「外界の事物においては， 本性は何らかの個別性を伴っているが， 然し
それ自体においては d e se， 本性は或る特定の個へと限定されているわ
けではない. 本性は， それを個へと特定化する性質(個体的差異 ・ この
もの性) よりも本性的により前であり， 本性的により前である限りにお
いて， 特定化する個体的差異・ このもの性なしに存在することは， 本性
それ自体に反することではな� '. ……外界の実在の世界においては， 本
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性はその存在性に基づいて， 心の外に真なる実在的存在を有しており，
この存在に基づいて， 本性は自らに相応しいーを有する. このーは， 個
別性 (このもの， あのもの)に対して中立 indi ff eren s であり， それゆ
え， どんな個別性のー (数的なー) とともに置かれようとも， このこと
は， 本性のーそれ自体に反することではない. (この意味で， í本性は，
数的なーよりも， より小さい実在的なーを持つ」と私は理解する14) . ) J
テキスト③(Ord . n， d. 3， p. 1，q. 1， n. 41)
「特定化する或る個体的差異・ このもの性が置かれるならば， 本性は他
の事物に内在することができないけれども， 他の事物に内在することは，
本性それ白体に反することではない15) . J
テキスト④(Ord . n，d. 3， p. 1， q. 1， n. 37)
「現実態における普遍 un iv ers ale in

ac tu は， すべての個別的なものに

対して中立的なーを有するものであり， このーによって， 同ーのものが，
すべての個体について述語づ け ら れう る. な ぜ なら， アリストテレス
『分析論後書』第一巻によれば， í普遍」とは多くのものに お け る， 多
くのものについてのーだからである. 然し外界の事物においては，一一
如何なるーによってであれーー確然たるーによって， すべての個体につ
いて， íこれはこれである」と述語づけられうるような も の は 存在しな
い. なぜなら， 外界の事物のうちに存在する本性が， 今現にそのうちに
存在している個物(A)とは別な個物(B)のうちに存在するということは，
本性それ自体に反することではないけれども， 然しそのような本性は，
「すべてのもの (A， B， …) はこれである」というふうに， すべての下
位のものに真に述語づけられうるものではなし、からである16) . J
d 3， p. 1， q. 1， .
n 38)
テキスト⑤(Ord . I1，.
「外界の事物における本性はく共通〉であれ それ自体においては d e
se， このものではない. 従って， このものではな し 他のもの・ あのも
のであることは， 本性それ自体に反することではない. 然しながら， こ
のような共通な本性は， 現実態における普遍 un iv ers ale in

ac u
t ではな
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い. なぜなら， それによって普遍が完全な意味での普遍となる， すべて
の個別的なものに対する中立性一ーす な わ ち， 或 る 同一性によって，
「すべてのものはこれである」というふうに， 同じものがすべての個物
に述語づけられうる根拠一ーを， このような共通本性は欠いているから
である17) . J
これらのテキストから， 次のことが判明する. r外界の実在の世界において，
本性は多くのものに共通であり， 数的なーよりも， より小さいーを持つ」と
いうスコトヮスの個体化の理論のテー ゼ (T1)の「共通」と い う 言葉 の 意
味に， 我々は注意すべきである. オッカムのスコトヮス批判の議論のなかで
は， r共通Jとし、う言葉が肯定的 p os
ti iv e な意味で用いられている. すなわ
ち， オッカムはスコトゥスのテーゼ「本性は多くのものに共通である」を，
「同ーの本性が同時に， 多くの事物のうちに存在している」とし、う意味に解
して議論している.

然し，

C三ケ--------吋三三つ

テキスト①「本性は， 実在的には， これら個別的なもののうちの或るもので
あることなしに存在することはない」
テキスト②「外界の事物においては， 本性は何らかの個別性を伴っている」
テキスト③「特定化する或る個体的差異 ・ このもの性が置かれるならば， 本
性は他の事物に内在することができなし、」
から明らかなごとく， スコトゥスは， r共通」と い うi言葉 を 肯定的 p ositi v e
な意味で用いてはいない. スコトゥスによれば， 外界の実在の世界において
本性 (例えば人聞の本性)は個体的差異・ このもの性と結びついて， このも
の (ソクラテス)の内に存在している. この限りにおいて， 本性はこのもの
(ソクラテス)に固有な， 個別的なものである.
むしろスコトゥスは，

Tw ee
d al e8l ) が指摘しているごとく， r共通」とし、ぅ

言葉を， 本性は或る特定の個物の内にのみ存在するように限定されているわ
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けではないという， 否定的 n ega tive な意味で用いている. すなわち， スコ
トゥスは， r本性は多くのものに共通である」ということを， r本性は，それ自
体においては d e se， 或る特定の個物の内にのみ存在するように限定されて
いるわけではなし、」とし、う意味で語っている. 本性 (例えば人間の本性) は，
外界の実在の世界においては， 個体的差異・ このもの性と結びついて， この
もの (例えばソクラテス) の内に存在しており， この限りにおいて， 本性は
このもの (ソクラテス) に固有な， 個別的なものである. 然し， ソクラテス
の内に存在している人間の本性は， それ自体においては d e s e， ソクラテス
の内にのみ存在するように限定されているわけではない. テキストの①②③
から明らかなごとく， 本性はこのもの， あのものといった数的にーで、ある個
物よりも本性的により前 p rior na tura liter であり， これらのものに対して
中立 ind iff eren s である. それゆえ， ソグラテスの内に存在している人聞の
本性が， このもの (ソグラテス) の代わりにあのもの (プラトン) の内に存
在する， あるいは別の人の内に存在することは， 本性それ自体に反すること
ではない n on rep ugnare na tura e d e se. スコトヮスはこの意味で， r本性は
多くのものに共通であるJ と主張しているのである.
更にまた， テキストの④⑤ から明らかなごとく， スコトゥスの言う「共通
本性」とは， 不完全な， 可能態における普遍 un iversa le in po ten tia であって，
完全な現実態における普遍 un iversa le in ac tu ではないことに注意すべきで
ある. 外界の事物における本性は， 今現にその内に存在している個物(A)の
代わりに， 別の個物(B)の内に存在する， あるいは他の個物(C)の内に存在
する耳箆墜を有しており， それゆえ多くの事物の内に存在することは， 本性
それ自体に反することではない. 然しながら， このような外界の事物におけ
る本性は， 現実態におピ主， 同時に， 多くの事物の内に存在し， 多くの事物
に述語づけられる (個物Aは本性αを持つ， 個物B は本性αを持つ， 個物C
は本性αを持つ， ……) わけではない. それゆえ， スコトゥスの言う「共通
本性」は現実態における普遍 un iversa le in ac tu ではないのである.
オッカムは， r共通」とし、う言葉に関して多義性の誤謬を犯している.
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(lD同様に，(T2)八
(T3) I外界の実在の世界において， 本性は実在的に個
であり， 数的にーであるjも， スコトヮスの理論を正確に表わしていない.
実際には， スコトクスは次のように述べている.
テキスト①(Ord . 11， d. 3， p. 1， q. 1，

n.

8)

「この石の中に存在している本性にとって固有な， 実在的で十分なーは，
数的なーよりも小さいーである191. J
テキスト②(Ord . 11， d. 3， p. 1， q. 1，

n.

30)

「事物のうちに， 数的なーすなわち個物に固有なーよりもより小さい，
或る実在的なーが存在する. このくー〉は自体的に本性に属するーであ
り， この， 本性としてある限りでの本性にく固有なー〉に基づいて， 本
性は個別性のー(数的なー)に対して中立である. それゆえ本性は， そ
れ自体において は d e se， かのー， すなわち個別性のー(数的な一)に
よってーなのではない201. J
テキスト③(Ord . 11， d. 3， p. 1， q. 6， n. 173)
「もしあなたが，く数的に同ーの個体のうちにあるも の はすべて， 数的
に同一なはずである〉と反論する場合 に は， 次 の よ う に答え る.
表面は派生的 d en omina tiv e に〈白い も の〉と呼ばれる. 一一それと同
様に， 私は次のように言う.

現実態においであるもの ac tua le(個体的

差異・ こ の もの性)によって特定化 さ れ る 可能態 に お い て あ る も の
po ten tia le(共通本性)は， この現実態におけるものによって形相づけら
れ， それゆえ， この現実態に伴っているー(数的なー)
によって形相づけ
られている. かくして本性は， この現実態におけるもの(個体的差異・
このもの性)に固有なー(数的なー)によってく一〉である. 然しなが
ら本性は， 派生的 d en omina tiv e にこのような数的なーなのであって，
(決してそれ自体において d e se 数的なーなのでも， 第一の仕方におい
て p rimo modo 数的なーなのでも， 本質的に p er par tem essen tial em 数
的なーなのでもなし、) 211. J
これらのテキストの①②から， 次のことが明らかである. スコトヮスの理
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論によれば， 外界の事物， 例えばこの石の中に存在している本性は， それ自
体においては d e se. 数的なーよりもより小さいーを持つ. これがスコトゥ
スの真意である.
では何故スコトゥスは. (T2)^(T3) í外界の実在 の 世界において， 個体
的差異・ このもの性と結びついて， このものの内に存在する限りにおいて，
本性は実在的に個であり， 数的にーである」と述べ て い る の で あ ろうか.
オッカムが主張するごとく， スコトゥスの個体化の理論の内部に矛盾が存在
するのであろ うか. これらの疑問に対する解答は， テキストの③から得られ
る
スコトゥスは. í或るものが数的にーで あ る」こ と を. (ー)そ れ自体にお
いて d e se 数的にーである(二)自体的に第一の仕方において per sepri mo
modo，本質的にperp
a rte m essen tia le m数的にーである(三)派生的 d en o mi 
na ti ve に数的にーであるに分類し. í外界の実在の世界 に お い て， 個体的差
異・ このもの性と結びついて， このものの内に存在する限りにおいて， 本性
は派生的 d en o mina ti ve に数的にーである」と述べている. スコトゥスの理
論によれば， 可能態においてあるものが現実態によって形相づけられ， 完成
されるごとくに， 本性は個体的差異によって， このものへと特定化され， 個
体的差異の持つ数的なーによって形相づけられる. この限りにおいて， 本性
は派生的 d en o mina ti ve に数的にーである. それは丁度， 机の表面が白色の
附帯的形相によって形相づけられている限りにおいて， 机の表面そのものが
派生的d en o mina ti ve に「白いもの」と呼ばれ る の と同様で あ る. 然しなが
ら， 机の表面の定義(本質) の中に白色が含まれていないのと同 様に， 本性
の定義(本質) の中に「数的にーであるJことが含まれていない. それゆえ
本性は， それ自体においては d e se. 数的にーではない. すなわち， 本性は
派生的には d en o minat i ve 数的にーであるが， それ自体においては d e se ，数
的なーよりもより小さいーを持つ.
かくして. (T1)í外界の実在の世界において， 本性は共通であり， 数的な
ーよりもより小さいーである」と. (T2) 八(T3) í外界の 実在 の世界にお
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いて， 本性は個であり， 数的にーである」が， 矛盾しないことは明らかであ
る. もしスコトヮスが， r本性は派生的 d en ominat iv e に数的なーよりもより
小さいーであり， かつ数的にー であるJ， あ る い は「本性はそれ自体におい
主旦竺J戸数的なーよりもより小さいーであり， かつ数的なーである」と主張
したのであれば， オッカムが言うごとく， スコトゥスの理論の内部に矛盾が
存在することになるであろう. 然し， スコトゥスが主張し て い る の は， r本
性は派生的 d en ominat iv e に数的にーであるが， それ自体においては d e se
数的なーよりもより小さいーである」ということなのであって， このことは
何ら矛盾を含んでいない.

4

オ"1カムの批判(111)

更に， スコトヮスの個体化の理論に対して， オッカムは次のように批判し
ている
「スコトゥスによって，くこれらの本性 (ソクラテス の 中 の 本性， プラ
トンの中の本性) が異なるのは， ;;を匙旦F:::'恒)坦主!地主個性坦善塁Iミ
よるのであり， それらが数的にーであるのも， 付け加えられた個体的差
異による. それゆえ， これらの本性はいずれも， それ自体においては個
ではなく， それ自体においては共通である〉と言われるならば， これに
反対して， 私(オッカム) は次のように答える. すべてのものは， それ
自身によって， あるいは， それに内在的なもの !aqi u id s ibi int rin secu m
によって， 本質的に異なる他のすべてのものから本質的に区別される.
然るに， ソクラテスの中に存在している人間の本性は， 本質的に， プラ
トンの中に存在している人間の本性と異なる. 従って， ソクラテスの中
の人間の本性は， それ自身によって， あるいは， それに内在的なものに
主�， プラトンの中の人間の本性と異なるのであって， それに外的に
付け加えられたもの Jaqi u id e
x t rin se
c u m additu m lil i によって異なるの
ではない. 大前 提は明白である. なぜなら， ソクラテスがプラトンによ
って， 本質的にこのロバと異なるとは言え な し、か ら で あ る. 同様に，
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同一であるとか， 異なるとかし、うことは， 存在している事物に直接に伴
うものであり， それゆえ， 何物も自らに外的なものによって他の物と同
ーであるとか， 異なるとかし、うことはない

同様にアリストテレスやア

ヴェロイスの『形而上学』第四巻によれば， すべての事物は， 本質によ
ってーなのであって， 付け加えられたものによってーなのではない. そ
れゆえ何物も自らに付け加えられたものによって数的にーなのではない.
従って， ソグラテスの中の本性は， もしそれが数的にーであるとしたら，
それ自身によって， あるいは， それにとって本質的なもの a lqi ua

s ib i

essen tai l si によって数的にーであるだろう221. J
オッカムは， スコトゥスの理論が次のルール (α) rものAが本質的にーであ
り， 他のものB から区別される A手B のは， A 自身によって， あるいはAに
とって内在的なものによってであって， A に外から付け加えられた外的なも
のによってではなし、」に反すると批判している. スコトゥスによれば， 本性
は個体的差異・ このもの性によって個体化され， 数的にーであり， 他の本性
から区別される. 然、るに， 個体的差異・ このもの性は本性と形相的に異なる
のであり， 個体的差異・ このもの性は本性に外から付け加えられた外的なも
のである. 従って， スコトゥスの理論はルール (α) に反する. こ のオッカ
ムの批判を正当なも の と認 め て， M目 Ada ms はスコトゥスがルール (α) を
否定したと述べている231
〔オッカムの批判 (II1) の検討〕
(1) 然し私は M.. Ada ms 教授に同意できない. スコトヮスはルール (α)
に反してはいない. むしろ， 個体化の問題についての議論の中で， スコトヮ
スはしばしば， このルール(α) を採用して い る. 例えば 『オックスフォー

ド註解.n (O rdina t io)第二巻第三区分第二問題の中で， ガンのへンリクスの説
を反駁しながらスコトゥスは， r事物は何か外的なものによって で は な く，
事物に内在するものによって個体化される」と主張する. スコトヮスによれ
ば， このものを不可分なーであり， 他のものと異なるようにさせている何か
が， この石のうちに内在している. スコトヮスは次のように述べている.
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「存在するものの中には， 下位の部分へと分割されえないもの， すなわ
ち多くのものへと分割されることが形相的にそれに反するものが存主す
み ……このように， 多くのものへと分割されることがそれに反すると
いうことは， 一体如何なる近接する内在的な 根拠

funda men tum p ro・

x imum et int rin secum によってこのものに生ずるのかが問われているの
である. この石の中の一体何が， 近接する根拠となって， 多くのものへ
の分割がこの石に無条件的に反するということが生ずるのかが， このよ
うな事柄についての問いである刊. J
それゆえ， スコトゥスは個体化の原理に関するルールとして， (α)を採用し
ている.
C2Jスコトゥスを弁護する立場から， 私はオッカムに対し て反論する. オ
ッカムの議論は次のように要約される. スコトゥスが個体化の原理として措
定した個体的差異・ このもの性は， 本性と形相的に異なるものであり， 本性
にとって外的なものである. それゆえ， 個体的差異・ このもの性によって，
ソクラテスの中の本性Aがーであり， プラトンの中の本性Bから区別される
A*B というスコトヮスの理論はルー ル (α) に反する.
く私の反論〉然しルー ル (α) は， スコトゥス自身が個体化の原理の問題を
探究した際に用いたルー ルなので‘ある. 個体的差異・ このもの性は確かに，
本性にとって外的なものであるけれども， 然し個物全体 (例えばソグラテス，
あるいは， この石) にとっては内在的で本質的なものである. 従って， スコ
トヮスの主張するように， 個体的差異・ このもの性によって， ソクラテスが
不可分なーであり， プラトンから区別さ れ る， あ る い は， こ の 石 が不可分
なーであり， あの石から区別されることはルー ル (α) に反して は い ない.
オッカムの批判は正当ではない.

5

結

論

以上， 私は， スコトゥスの個体化の理論に対するオッカムの批判の三つの
主要な議論を検討してきた. オッカムは『センテンチア註解』第一巻第二区
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分第六問題の中で， スコトゥスの個体化の理論を批判し否定した上で， r如
何なるものも， それ自身によって個である」というオッカムの存在論の最も
基本的なテーゼを提出している. それゆえ筆者は， オッカムの存在論を研究
する過程の中で， スコトゥスの個体化の理論に対するオッカムの批判の検討
を試みたのであるが， これまでの考察から明らかとなったことは， 意外にも，
オッカムのスコトゥス批判はスコトヲスの側から充分に反論可能なものであ
り， 必ずしも正当とは言えないということで ある. だ と す る と， r如何なる
ものも， それ自身によって個である」というオッカムの個体主義を， 我々は
少なくとも無条件には， 容認することができないであろう. もし我々がオッ
カムの個体主義を採用するとしたら， 我々は新 たに多くの問題に直面するこ
とになる. 例えば， 我々が多くの個物を一つのグループにまとめて， 普遍た
とえば「人間」という名前で正当に呼ぶことができる根拠とは一体何である
のかという， スコトゥスの個体化の問題とはちょうど反対の， 普遍化の問題
が生じてくるであろう. オッカムがこれらの問題を如何に処理しているかを
見てみることが， 私の次の研究課題である.
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