
ボエティウスの認識論とアリストテレス解釈

一一 『命題論註解第二』を中心として一一

石 井 雅 之

序

ポエティウ ス は， w哲学の慰め( PhilosoρhiaeConsolatio).!1において， r認識され

るものはすべて， 認識されるものの力に則してではなく， むしろ認識するものの能力

に則して把握されるJ (5， 4 ， 25B ieler) との説をPhilo so ph ia を通じ て語り， 認識論

上 の転回を促している. 認識論においてこの点を強調する者は彼以前にもおり， しか

も彼に至 る系譜を有 するとみ なされうるにしても1)， むしろそれだけに， 後世の人々

の哲学及び 思想へ の影響を考えるとき， 他ならぬ彼がその点をいかなる文脈において

強調したかは哲学史的に重要であると考えられる幻.

本稿において筆者は， その点を解 明 するために， さしあたって『哲学の慰め』 とそ

れに先 立 つ 二つの『命題論註解 .!I ( とり わけ第二註解 )の仕事3)の連繋に注目す る.

両者の間には， 立 場や用語法において一貫性や連繋を認めがた い と い う 見方も ある

がへ筆者としてはなおその連繋を主張したいのである. 両者の接点は， 前者の所論

の特徴とされる何点， すなわち先 の強調点が予知(praescientia )ないし予見(prae

videntia )をめぐる問題の論究において示されてきているという点に 見いだされるで

あろう. つまり， 前者は， 神 の摂理 (providentia )を人間的 認識との類推から予見・

予知として理解することの誤り， さらにはその予見・予知を必然性の概念と結 びつけ

て論じ るときに陥る誤りの原因を旧来の認識 説に求めて認識論的 転回を促しているの

であるが， 後者も， w命題論』に関する解釈 上 の諸論点を吟味することに お い て同様

の認識論的 転回に向かう契機を得ていると考えられ， そしてその諸論点は， 予知・予

見の概念と神 の摂理の関係の問題に繋がっているからである.

そして， このような観点に立 った場合， w命題論註解 』 の中でも， とり わけ『命題

論』第1 章16a3-18 と第9 章の解釈に関わる論述に着目しなければならないと考えら
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れる.本稿において筆者は， 第二註解におけるそれらの論述の内在的 理解に努めつつ ，

その中で， w哲学の慰め』 の論究に繋がってい く契機を， 次の1 -3 のよう な三 つ の

文脈に分けて析出 していこうと思う.

1. reø， paløio， intelleduø--intelleetuøの成立をめぐって

第1 章に関してまず注目されるのは， animae passio nes と intellect us の関係を

めぐる解釈 上 の論点である. すなわち， 16a3 -9において二度言及さ れ る πaO仰at'a

と16a9-18において二度言及される凶甲μaの関係をめぐる旧来の論点的である. こ

の論点に関するポエティウス の論述には， 認識するものと認識されるものの関係に関

する問題が， intellect us と res の関係 という局面においていわば浮き彫りにされて

いると考えられるからである. そこで， この論点に関する彼の論及を以下に示し出 し

てみ よう.

まず intellect us に関する論によると， w命題論』に即する限り， res， intellect us， 

v o ces， litterae という 四者は或る種の「秩序 (ordinatio)J (Int. ed. sec. p. 20， 31 

Meiser. 以下， 第二註解につい ては同版7)の頁 と行のみ で 箇所を示す)によって存立

していることになる. そして， その「秩序J における res と intellectus の関係に関

しては， (a) intellect us は res を「とらえる(co ncipiant)J (20， 28). また(b)res 

「からJ intellect us は 「とらえられる(co ncipit ur)J (20， 3 2) のであって， (c) res 

はそこからとらえられた intellect us に 「いつも伴っている( semper co mitant ur) J 

(20， 31). というのは， ( d) res が「先に提示されている( ante pro po sitis) J (21， 

1)のであり， íまた(et)J (e) res は「固有 の実体 に定在させられている(in pro pria 

substantia co nstit utis) J (21， 1-2) のであって， (f) そうした res から intellect us

は「発する(ori unt ur)J (21， 2) のである.

これによると， (1) intellect us は， 四者の 秩序において在る限り， 先に在る res

を元として成立 してくることになる. そして， その成立過程 は， (b) のよ うに陀S

からの， 何らかのものによる把握ないし獲得の過程 であるかのようにも考えられるし，

(f) のように陀Sからの何らかの意味での発出 の過程 であるか の よ うに も考えられ

る. (2) それとは 逆の過程 は， í認識に関する( ad co gnitio nem) J (21， 7 -8) 過程 と

呼ばれうる. その場合， 別 々の人であっても， í同じ (idem)J (21， 13) intellect闘

が彼らに存しているのであれば， 彼らの intellect us の「基にある(subiectas)J (21， 
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14) (ものとして見いだされる) res も「同じ (eadem)J (21， 14) である. (3) ただ

し， すべての intellect us につ いて(1)と(2)が成り立つわけではない. intellect us が

存するからといって， それに対していつ も subiecta res が見いだされるべきものと

して存在するとは限らないのであって(22 ， 2 - 3)， それは， subiecta res なしに成立

する intellect us というものがあるからなのである(22 ， 3 - 4). たとえば， centauros 

や ch imaera といった intellect us を「詩 人」 が考案した場合がそれであって， それ

らにはたしかに subiecta substantia 81はないのである(22 ， 4-6). つまり， intellect us 

には， 先 の四者の「秩序」において存しないようなものもあるとい う こ とに な る.

( 4)しかし一方， res が存在する以上 は， そ れ の intellect us もまた存在するのであ

る(22 ， 7-8). その intellect us は， 人間のもとに存在するとは限らないが， たとえ

人間のもとに存在していなくても， r神性 ( divinitas)Jによってすべてを識る者のも

とに存在するというのである(22 ， 9 -11). 

他方， animae passiones に関して提示された論によると， (5) animae passiones 

とは sensus のことではない(27， 18-20). なぜなら， sensus は corporis passiones 

であるからである( 2 7， 20). (6) animae passiones とは intellect us のことだと

「考えられるべきJである(27， 22-25) 91• ( 7) では， なぜア リス トテレス は端的に

intellect us と言わず， animae passiones と言ったのかといえば(33 ， 2 4-27)， ここ

で彼が言及したいのが， res から何も 受け取ることなしに成立するような intellect us

(先 の(3)のような intellect us) ではなく， res から或る種の 受容を先 行させたとこ

ろに成立する intellect us でなければならなかったからだということになる(cf. 33 ， 

31-33) . 

そこで問われなければならないのが， そのような intellect us= animae passiones 

を成立させる， res からの 受容とはどのようなものかということである. この点につ

いてはとりわけ， ス トア 派の説を吟味しつつ 論じられている 箇所が注目される川. そ

の 箇所によると， (8) intellect us を成立させる た めに は， 人は anim us に お い て

res の imago を「受容している(passus)Jのでなければならな い の で あっ て， そ

の場合の imago とはどれも皆. res の simi 1it udo を保っているものなのである(35，

5- 7). そして， res の simi1it udo と言われるものは， res の“forma " ないし“pro ・

prietas" とも呼ばれうるものである.r誰であれ人は， intellect us によって把握する

res の proprietas を 受容してある(passus)J ( 3 3 ， 3 3 - 3 4， 1) と言われ， また「人が
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或る r es を intelleger e するときには， intelleger e された r es の for ma ないし

pro pr iet討 を， まず先に imaginatio によって 受け入れなければならないJ (34 ， 2-4) 

と言われるからである. (9)しかし， intellectu s は， 単なる 受容のみによって成立す

るのではない. その成立 のために は， intellectu s を成立 させる主体 の能動的 な働き

がなければならないのである. すなわち， 一つには， ír atio という内なる能力」に基

づ くものとしてのí intelleger e する働き( actu s)J なるもの(34 ， 7-9) で， この場

合の intelleger e する働きの主体 は mens であって， その働きとは animu s におい

て存するír es の similitu do を解する(co mpr ehendit)J ことである(35， 7- 8. cf. 

35，4). いま一つには， r es の similitu do を「保持する(optiner e)J (35， 14- 15) 

という ， 同じ mens がなす(35， 14)， memor ia (35， 11)に関する働きである.

では， その場合のr es とは何であるのか. (8)及び(9)が適合するような intellectu s

の成立 過程 が， まず， 感覚されるものとしての r es( これがいかなるものとして考え

られているかということからして問題であるが， それはここでは措くとして)に関し

て考えられていることは， 画家の比喰 によってその過程 を説 明 する先 行 箇所から明 ら

か である. その 箇所によると， sensu s および imaginatio ( これらにおいて作用と内

容の区別 は明確ではない) は， intellectu s が成立する過程にお い て いわば pr imae

figur ae としての位置を占めうるものであり， intellegentia ( ここでは intel lectu s と

区別されない. 29 ， 9 参照) はそれらを何らかの意味 での「基盤(fu ndamentu m)J 

として， それらに「支えられる( nitatur )J ことによって， そ れらの上に成立 してく

るのである(28， 28-29， 2). それらがのような意味で「基盤J となるのかといえば，

それはちょうど画家の素描のようなものとしてである(29 ， 3 -4). 彼はそ れを下絵と

して色 をほどこすことによって対象 を「描き出す(ex pr imant)J のであり(29，4- 5)， 

これが intellectu s の成立に相当する. ただし， sensu s および imaginatio という

「素描」 の場合， それが natur aliter に行われるという点で画家の素描とは異なって

いるというのである(29 ， 5- 6). そして， (8)及び(9)で参照 した 箇所 でも， 例とし

ては感覚されるものとしてのr es が挙げられていると見なされうるのである(cf. 34， 

2 7-35， 6; 35， 9 -15). 

しかし， 感覚されるものとしてのr es に限定さ れ て しまうわけではない. この点

に関しては， ボエティウス がアスパシオス 説を批判する 箇所(41， 14-42， 6) が 注目

される. すなわち， アスパシオスによれば， í 正義」や「善」につ い ては異なった 諸
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見解 が存する以上 ， どうして passio nes animae はす べての人において悶じ である

(lnt. 16a6-7) ということになり得ょうか ， という問いに対しては次のように答えら

れるべき である. すなわち， ア リス トテレス がここで言及している passio nes animae 

とは「感覚によってとらえられうる限りのものJ (41， 18-19)につ いてのそれであっ

て， r非物体 的 な resJ (41， 17-18)についてのそれではない， と. このアスパシオス

説に対して， ボエティウス は， 中立的 な立 場をとることなく， きっぱりと「これは全

くの誤りであるJ (41， 19) と断ずるのである. 彼によれば， r正義」や「善」 という

ものには， r取り決め(po sitio )における」 ものとrnat ura における」 ものとがあっ

て(41， 28-29)， 前者については passio nes animae がすべての人において同じ であ

るわけではないといえるにしても， 後者， すなわち 「自然的 な善と正義」については

「すべての国民・民族において同一であるJ (42 ， 3 -4). そして， 同様のことは「神 」

についてもいえるのであって， 神 の崇め方は様々 で あっ て も ， 神 の eminentissima

nat ura の intellect us はすべての国民・民族において同一 であるというのである(42 ，

4-6) . 

ここにおいて， それらの「非物体 的 な resJ について， 先 の(8)及び(9)が( 感覚さ

れるものとしての res の場合とは別の意味においてであれ) 適合す る よ う な intel .

lect us の成立過程 があるのかどうか ， その成立過程 が改めて問題化していると考えら

れるのである. さらに， それらの「非物体 的 な resJ を数え入れた こと は， res， in

tellect us， vo ces， litterae の 四者の秩序をどう考えるかという点にも関与して， その

点における， ア リス トテレス の字句とそこから広がりそれを越え出 ていくところに成

り立つ 思想との緊張関係を示し出 しているのである山.

2. intellectuøの真理性とeøøeの適合

認識 説 の要素として intellect us と res の関係を見ょうとする と き， さ らに問題

になるのが intellect us に 関して起こる真偽という事態である.

ボエティウス の論述によると， まず， ある場合には intellect us は真であることも

偽であることもなしに存する(cf.lnt. 16a9-10) というのは， r単一な intellect usJ

(45， 3 -4)について言われることである. たとえば， r人間の intellect usJ (44 ， 24; 

cf. lnt. 16a14) がそれにた当る. この場合， その単一性(intellegentiae simplicitas) 

ゆえ真偽の認識(agnitio ) は生じない(44 ， 18-19). また他方において， ある場合に
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は intellect us には真偽のいずれか一 方が内在する(inesse )のでなければならない

(cf. Int. 16a l0-11 ) と い う のは， r単一 なintellect usJ に， た とえ ば「人間の

intellect usに， esse あるいは no n esse ， あるいはまた album esse あるいは alb um

no n esse が結 びつけられJ (44 ， 24- 25 )た場合につ いて言われることである.一一

以上 の論述においては， [f'命題論』第 7 章 で sing uralia としての res と区別して論

じ られる universalia としての res が念頭に置 かれていることになる山.

さて次に， 偽と真は結合と分離に関するものだという， 原文 の続 く一節( Int. 16a 

12 -13)に関しては， すべての真理が結合と分離に関するものであるの か と いう聞い

を提示し(45， 2 7-29 )， そうではないという論を示す. すなわち， その論においては

「それゆえ， あらゆる真が， またあらゆる偽が. 結合と分離に関して存立するわけで

はないJ (46， 24 -26 )と結 論づけられるのである. その論拠としては，次のような場

合が挙げられる. (1 )真理には， 分離も結合もなしに res のあり方との関係において

成立するものもある. つまりfimaginatio が subi ecta res からとら え られている

場合， あるいはさらに進んで res のあり方の通りに intellect us が imaginatio を受

け取っている場合J (45， 3 3 -46， 2 )そこには真理が存するのであり， このときには結

合も分離もない(46， 9-12 ). この場合の res として何が考えられてい るのかは明 示

されないが， 後の論述を参照するならば， sing uralia としての res， あるいはそれに

関わる事柄であるとも見なされう る で あ ろう. というのも， そこ ではまずfimagi .

natio と res のあり方(h abit udo )そのものにおいては結合 は な いが， [複数の]

intellect us の連結において結合は生じるJ (46， 2 7-29) と， 上 の論を受けたと解され

うることが言われた 上 で， この言の前半に関して， rソクラテス が歩いてい る こ と」

がとらえられている限りでは結合はないのだと言われ， さらに 後半に関して， i ntel . 

lect us において 「歩行」 が「ソクラテス 」に連結されたときに結合ができあがるのだ

と言われる(46， 3 0-4 7， めからである. もしそうだとすると， ここ では， sing uralia 

としての res に関して， res のあり方に対するいわば分節のないありのままの一致

としての真理と， 何らかの要因による分節と連結を伴う真理が考えられていることに

なると思われる. というのも， rソクラテス 」 と「歩行」 の結合においても， r真と偽

の vis が現れるJ (47， 5) と言われるからである. そして， この後者のような真理の

成立に関しては， intellect us における分節と連 結 の原因が問われることに なるであ

ろう.(2 )それとは別に 「熟考されるべき」こととして「神 」 の場合が あ る. 神 にお
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けるものとして intellegere されるものは， 神 において偶有 的に( 付格 的に) 存する

ものとして intellegere されるのではなく(つまり神 に偶有 的に( 付帯 的に) 結合さ

れたものが intellegere されるということはなく)， 実体 的に， あ る いは実体 におい

て存するものとして intellegere され る の で あ る( 46， 15- 18). r善」 であるという

ことがそうである( 46， 18-19). 一般 に， r本 性 上 単一 である も の ど も」においては

結合も分離もないであろうが( 46， 22-24)， 神 はそのようなものである とともに， し

かも「真理そのものと言われるべきであるJ ( 46， 21-22). 神 に関 し て は， 真理は，

偶有性 ( 付帯 性) としての intel lectu s が分節し連結されることによって得られるも

のではありえないのである.

さてその次に， 結合と分離に関しての真理の成立について， 以上 のような論をふま

えて示 された，次のような原文 に関する論述を見てみ よう. す な わ ちresse あるい

は non esse が， simpliciter にあるいは secu ndu m tempu s に付加 されなければ，

いまだ真あるいは偽を意味しないJ (Int. 16aI 7-18) という一節 である. この一節の

主語は h ircocervu s であって， これはu niversalia としての resに当 たるものと考

えられるが， そこに関する論述の中では， singu ralia としての res における結合と

分離がいかなるものであるかという点が， 神 の場合との比較のもとに問題化してきて

いると思われるのである. それによると， (1)まず， 或る intellectu s に付加 される

esse と non esse には二通りの場合がある. 一つ は， (a)上に触れた， 別 の intellec.

tu s の結合と分離をなす esse と non esse である. たとえば"S ocrates ph ilosophu s 

est" と述べた場合の est である. また "S ocrates ambu lat" も， "Socrates ambu. 

lans est" という est による結合なのである( 48 ， 3 3 - 49 ， 4). いま一つは， (b) r当

のものの実体 の存在を定めるJ ( 48， 3 3 ) 場合の esse である. た と え ば “S ocrates

est" と述べた場合がそうで， この場合には ipsu m esse すなわち単独のものとして

の esse が S ocrates に「適合」させられるのである( 48 ， 3 2 - 3 3 )  (3). (2)そ して，

simpl iciter と secu ndu m tempu s の区別については， 三 つ の解釈 が示 されるU)が，

ボェティウ ス 自身 が同調していると思われるのは次のような解釈 である山. すなわち，

「単独のものとしての esseJ (51， 6) は， 或るものに適合させられた場合は「実体 」

を， また 或るものに付加 された場合は「 或る種の現在(praesentia)J (51， 7)を「指

示するJ . 前者に当 たるのが “ deu s est" と言われた場合で， この esse は「実体 に

おいて在る(i n su bstantia esse) J (51， 9) ことであり， し か も「不変の実体 J (51， 
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9)に関係づけられているのである. 一 般 的には， 前者に相当する 「或る も のど も」

(51， 3 -4 )の場合は，rそれら自体 について述べられることが， 実体 に即して(sec un

d um substantiam ) 提示されるJ (51， 4-5) とい える. 他方， 後者に 当 た る のが

“dies est " と言われた場合で， この esse は「今ある( n unc est) J (51， 13 ) ことで

あって， 何ら dies の実体 に関わるものではない(51， 1 1). そ し て， 前者の場合に

“simpliciter "に esse が「付加 される」と言われ， 後者の場合に“sec und um temp us " 

に esse が付加 されると言われる， というのである(51， 14- 16). 

この(2)の論述において考慮、に入れられた res がいかなる種類のものであると言

うべきかは問題であるが， このような区別をふまえた上 で， (1)に挙げられていた

So cr ates のような sing uralia としての res の場合に 立 ち返った と き， 単純に上 の

(b)のような括り方 でとらえきれるのかが問題化しているように恩われる. また， (a) 

についても， sec undum temp us という観点から， ないしは「現在(praesentia)J と

いう観点から追究することを迫られているように思われるのである.

3. 個別未来命題と真理

第9 章に関しては， r個別的 で， 未来のもの( sing uralia et f ut ur a) J についても

命題の bivalence が成り立 っかという問題が議論の焦点となる. この問題について

のボエティウス の論述は， ス ト ア派批判 として展開されていると見られる.

それによると， ス ト ア派(を含む人々) の解釈 では， ア リス トテレス は個別 未来命

題に関しては bivalence を放棄した(208， 1- 7). それによって彼は決定論に陥るこ

とを避けたという解釈 である附. それに対し， rス ト ア派は， すべては必然性と摂理

によって生起すると考えJ ( 194 . 23 -2 4 )決定論の立 場をとった. そ れに よって， 論

理学の基 礎として biva lence を個別 未来命題についても保守したのである.

これにボエティウス は反対し， 個別未来命題に関する bivalence の保持 と決定論

の回避をア リス トテ レス は両立させているとする解釈 を示そうとした. その解釈 は，

次のような理解に基づ くものである. すなわち「未来事におい て は， [矛盾する〕二

つの出来事のうちどちらか一方が生起し う る が， 一方が限定されて(definit um) い

るのではなく， どちらにも傾く， ということが明 らかであり， そして， 一方なり他方

なりが必然的に起こる， すなわちどちらか一 方 あ る い は他方が限定的に( definite )

生起することはできない， ということは明 らかであるJ ( 19 1， 5 -10). こ う し た理解
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に基づ いて彼が bivalence を保持するべく不明確ながらも示そうと し ていた主張と

は次のようなものであったと考えられる. すなわち， 矛盾する一対の個別未来命題が

あった場合， 一方が真で他方が偽であるということは必然であるが， 一方が限定的に

真で他方が限定的に偽 であるということはありえない， という主張である111

この主張を正しく理解するために注 意 しなければならないのは， 一方が限定的に真

で他方が限定的に偽ではありえないというのは当の個別未来事が知られていないがゆ

えのことではない， という点である. つまり， 個別未来事がまだわれわれには知られ

ていないがゆえにそれに関する命題の真偽も定まらないということ ではなく， その未

来事そのものが本 性 ( nat ura)において「不定(indefinit us)J であ る がゆ えにそれ

に関する命題も限定的には真偽が定まらないものとなる， というのである(192 ， 3 -5;

208， 15-18; 2 45， 9sqq.). そこ で， そうした本 性を有 するものを基として成立 してく

る命題は， N. Kretzmann の用語を借りれば“the disj unctive pro perty either- tr ue

or- false川8)を持つ ものとなって， その限りで bivalence が保持されたということに

なるのである.

さて， この場合に未来事をなす res として考慮されているのは， たとえば「ソク

ラテ ス 」といった sing uralia としての res であり(202 ， 19sqq.; 2 45， 12 -13)， そ

して， その種の resに関して未来に起こる出来事としては， 主に， ソクラテ ス のき

ょうこれからの行動(cf. 245， 12-13)や， í われわれの決断を伴った自由な意 志に由

来する(ex no stro arbitrio et libera vo l unt ate) J こととしてとらえられた(246，

18-19) 明日の「海戦」 の勃発(cf . 2 46， 5sqq.) と いった， mentis ratio な い し

animi cogit atio にかかり(231， 14-15)， われわれにおける ratio の判 断(i udicare)

によって(231， 10) 起こる事柄 であると考えられる191

するとこの場合， 本 性 上 不定 である出来事のあり方をを決めるのは， もはや言うま

でもなくわれわれの mens ないし anim us であり， あるいはそれの ratio であると

いうことになる.í われわれもまた res の principia であり， われわれの熟慮と行為

から res において多くのことが成立するJ (232 ， 11-13)_ つま るところ， この種の

res に関するこの種の出来事( 未来事) の如何は， mens ないし anim us において在

る， あるいはそれの ratio において在ると主張する方向に論は向かっ て い ると 思わ

れるのである.

すると， この種の res をそ れとして認識する場合は『命題論』第1 章に関して論
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究された， r es， int eIl ectu s (an imae passion es)， voces， l itt er ae とい う 四者の秩序

に則して su bi ect a r es から認識するにしても， ー またr or at io はr es と同様 である

ときに真 である」 という原則を， r不定な r esJ と同様 な or at io として矛盾対立 命題

の各々が " eit her.tru e. or・f al se" であるとすることを以て満たし(cf. 246， 20-257， 

10)， bi val en ce を保持 したにしても， なおそれに関する出来事(未来事)を知ろうと

いう場合には， r at io ， な い し men s や an imu s(それが私 や他者のそれか， われわ

れのそれか， あるいは他様 なものかは措くとして)を知ることが重要になってくる で

あろう. そして， その種のr es のあり方を決定する men s， an imu s 及びそれのr at io，

cogit ati o は， r es からの 受容を得る ani ma， 及び int eIl ectu s に対していかなる位

置 に在ることになるかが(本稿 1 節(9)と関連 して) ここに問題化してくることにな

るであろう.

ところで， ある種の r es を本 性において「不定な」ものと見定め ， そ う し た r es

の未来のあり方をわれわれ人間という prin ci pia に委ねるとす れ ば， そ れに 関して

は「神の知識(d ei scienti a) J (225， 1 1， et c.) もありえないのではないか， という疑

問にも， ボェティウスは考察を加 えている. 彼の論述によると， 神は， 必然、 的に起こ

ることしか知ることが できないのでは決 し て ない(225， 9 - 17). r神は未来事を知っ

ている(n ovit)Jのであって， その場合「必然によって起こることとしてではなく，

contin gent er に起こることとして」である(226， 9 - 1 1). そして「そのようにして，

(未来事が)他にもなりうることをよく知っており， また， 他ならぬ人間たちと行為

のr ati o によって何が生起するかを熟知する(per sci scat)J (226， 1 1- 13) のだとい

う. このような点において， 彼は， 人間の認識と真理へ の関わりを， 神についての考

察のもとに論究していこうとしているのである.
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