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イスラム哲学が西欧中世哲学に与えた影響は大きく， 特に 13 世紀 後半に

おける思想の流れを追う場合， その影響を無視することはできない. 周知の

ように， スコトヮス哲学 全体ら直接または間接に( ガンのヘンリグスを介

して) アグィケンナの影響を強く受けている. ところで， スコトヮス独自の

概念としての「この も の性(ha ecceit as)J一一以下「此性」と表記一ーは，

特異かっl慶|床な概念で、あれ現在でも決定的な解釈は与えられていないと思

われる. アヴィケンナからの影響関係を考察する こ と は， í此性」の内容の

ー側面を 或る程度解明することが期待される1)

以下のところでは， 二つの論点を扱う. 第 一に， スコトヮスの「此性」が

イスラム哲学からどのような影響を受けてい る か， 第二に， 現代に お け る

「此性」の解釈として， 多くの支持者を見出している「此性J = í裸の個別

者(bar e parti cu1 ar) Jとしづ理解が妥当かということである.

一 謎としての「此性」

「此性J は見 通しのよい概念ではない. [fオルディナチオ』第二巻第三篇

の 結論部も， 判然としないところ が あ る. í個体的特性(=此性〕は， その

特質が質料・形相・合成体のいずれに属する場合にも， 本性としてある限 り

は， 質料でも形相でも合成体でもない. この特質は， 存在者の最終的 事象性

( ul tim a r ea1it as ) であり， それは， 質料・形相・合成体のいずれの最終的 事

象性であってもよし、J {D uns S cotus，  Ord. II， d. 3， par s  1， q. 5-6， n. 188， [ J 

は沢者の補足)と記されるとき， í此性」とは一体何か， 明確な理解が得られ
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るわけではない. とは言え， との箇所を表面的に読 む だ け で も， í此性」は

質料・形相・合成体のいずれにも認められているように見える. にもかかわ

らず， í此性」が「 一意的な形相的原理( the uni que for mal pr incipl e) J と解

された場合もある. 個体性の原理が， 或る個体に一つで は な く， 質料・形

相・合成の それぞれに見出されることは理解しにくい以上， 形相的原理に一

元化するのは了解できないことではない.

しかし， �パリ講義録』の個体化に関する 結論部分においても， í質料の内

には，(共 通〕本性と個体的特性(=此性〕があり， 形相の 内 に も， 合成体

の内にも，(共 通〕本性と個体的特性がある.(共 通〕本性の形相性が， 共有

不可能であるのは， 派生的意味においてでしかない. しかし， 合成体には，

共有可能な形相性 が あ る. し た が っ て， 合成体の 内には， 六つの存在性

( entitat es ) があり， 同一性によって融合している( p er i dentitat em unitive) J 

(Reþ . II， d. XII . q. 8. n. 8 ) とある. 真正さに問題がありなが ら， このテキ

ストも， í此性」が「形相的原理」と解釈することを否定して い る ように思

われる. すると， 個体化の機序において， 普遍を先立て， 個体化の原理は質

料・現 実存在・量・二重否定のいずれでもなく， しかも形相的原理でもない

とするならば， その個体化の原理は不可解なものとなる.

ここで注目したいのは， 個体における概念規定・何性( qui ditas )は， すべ

て種の概念規定・何性であって， í此性」は概念規定では何も付け加えない，

という点である.

個体の内にある概念規定がすべて種の概念規定にすぎないとすると， 種の

概念規定だけでは， 個体に限定するのに不十分であり， 概念規定を越える何

か他のものが求められる. しかしながら， そ の場合， í個別性の理由(つま

り， この限定された個別性の本来的本質規定)を， ある外在的なものに， 何

か形相的原理であるかのように求めても無駄である. いかなる付随原因も外

在的なものである. というのも， 指定された個別性の本来的本質規定( prima

r atio for mal is singul aritatis si gnatae) は， 個物に内在的で( int巾 secum)， 自

体的なもの( p er s e)でなければならないからであるJ (Quodl. q. 2. n目7)，
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「個体的 事象性は， 附加された形相から得られるのではなく， 形相の最終的

事象性( ultim a real itas form ae)から得られる J (Ord. II， d .  3， par s  1， q 5-6 ，  

n. 18 0)などに示されるように， 概念規定の外部に求められる こ とは否定さ

れている. r此性」は種の概念規定を越えながらも， 外部にあるわけではな

い. r此性」は一種の偶有性であるが， 通常の偶有性ではなく， むしろ， 様

態( passio)， 内在的様態(m od us intr inse cus)である(1様態」については後に

考察する ). すると， r此性」は， 個体へと限定する機能しか持 たない， 純然

たる限定項(determ inans ta nt um )と解するのが有力に見える.

現代の分析哲学の中では， r此性」につ い ては対極的な理解が並行して存

在している. 一方に， r此性」は個体本質(indi vid ual e sse nce)であって， 当

の個体に本質的で， 特有な( uniq ue)なものとする解釈があり， もう 一方に，

個体はいかなる性質をも本質的なものとして含まず， 個体化は， それ自体で

は性質を持たない， したがって「裸の(bare)J 原理によって生じるとする解

釈がある.

前者の解釈によれば， 個体に特有な本質・性質・特性があることになるが，

「此性」を個体本質とするこの理解は， 個体本質が伝統的枠組みでは不可能

な概念であり， また， r本質」を広義に解するならば， この理解は「此性」

を「 一 意的形柏原理」と寸る解釈に帰着L， ここで論じる必要はない.

他方， r此性」を bare particul arとする解釈は有力で、あ る と思われる21

スコトゥス自身， r個体の本性が， 種の本性に対して附加するのは， 個別性

で し か な L、 J (Meta. VII， q .  14， n. 5 )と 述 べ て い る. ウ ォルター(A. B. 

W olter) は， 当初「此性」を「 一意的な形相的原理」と解しながら， 最近は

bare parti cul ar であると説明を改めているし， ま た， グレイシア(1. J. E. 

G r acia) も そのように解している. しかも， 1 )個体化する という以外にはい

かなる特性をも有していないこと， 2)究極的で単純であるため， 定義できな

いことまたは他の原理に分析できないこと， 3 )人間には認識不可能であって，

理論的に要請されるということ以外に 基礎を持たないこと， 以上の三点が 両

者に 共 通するものとされる場合もある幻.
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しかしながら. r此性」を bar e par ticul ar と解することは， 或る意味では

解明的ではありながら， スコトゥスの個体論の特徴をかなり隠してしまうよ

うに思われる. この「此性」にある bar e part icul ar と異なる側面は， アヴ

ィケンナのフウィーヤ(hu wi y ya)の内実. r馬性は馬性以外の何ものでもな

い( Eq uinitas est tantum eq uinitas) Jとし、う存在論の格率一一便宜的にく馬

性の格率〉と呼ぶーーを検討することで示される構造である.

ニ フウィーヤと此性

スコトゥスの「此性」は， アヴィケシナのフウィーヤ一一「これ性J. r具

体的現実性」などと訳されるーーに対応するとしづ指摘がなされる場合があ

る. r此性(haecceitas) Jが「これ(ha ec)Jの抽象名詞であ る よ う に， フウ

ィーヤは三人称代名調 hu wa の抽象名詞であり， 個体性の側面を表示する

ことも可能な概念であり， しかも. wレグトゥラ�. wオルディナチオ』の個

体化論がく馬性の格率〉を金科玉条にL. アヴィケシナにおいてく馬性の格

率〉がフウィーヤに関連して登場する以上， 妥当な見解であるように見え

る

しかし， フウィーヤ概念は， 内容においてばかりでなく， 登場の由来， 意

味・用法の歴史的変遷において錯綜しているのだが， 結論だけ述べるならば，

フウィーヤは. r 此性」の直接の源流でもなく， 内容的にも対応し合わ な い

といってよ\， ，4). 実際， アヴィケシナ研究家で. hu wi y ya を 個体性の原理と

解する者はほとんど存在しない.

Avicenna Lat inus において， フウィーヤは i dent i  tas ， ess e，  ess en t ia と訳さ

れているが， 一方で， 後世の註釈者が「他のものから区別されるあり方」と

解することに示されるように， フウィーヤが最も普遍的な存在から個体性を

も表すとし、う解釈の幅の広さは.hu wi y ya がコプラとしてのhu wa の派生語

であって， コプラ自体が存在と本質の二義性を表しうる以上， そのこ義性が

区別されて様々な訳語に分化していったことを大前提としている.

アヴィケンナにおけるフウィーヤについては， 現在においても， 訳 語とし
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ても ip se it yが主流でありながら，他に. b e in g ，  e xistence ， isne ss， tha tne ss， the 

de fin ing  ident it yなどがあり， 解釈が確定していない状況にあるが. w第一哲

学』のテキストにおいては， 個体に関わるよりは. I人間性としての人間性」

のように， 普遍的なものに関わっている. したがって， フウィーヤの中世哲

学における対応物は， むしろ. I単独で、考察さ れ た本性・何性( na tu ra sive 

q u id ita s ab sol ute con sidera ta) Jと考えるべきであろう. そして， スコトゥス

が大きな影響を受けたのは， このように解されたフウィーヤだった. そして，

このように捉えられた本性は， ガンのヘシリグスがアヴィケンナから継承し

た論点であり， スコトゥスもへンリグスを介して受容したと考えられる.

ところで.hu wiyya は『第一哲学』でも様々に訳し分けられたのであり，

スコトゥスが， ラテン語の訳文の背後に語形成 に お い て ha ecce ita s と比例

的類比を有するフウィーヤを推察したことは考えにくく， スコトゥスの論の

進め方から見ても その可能性はない. hu wiyya とha ecce ita sの語形成の対応

は， 全くの偶然でしかない. 但L，. 対応関係のないことが重要なのではない.

むしろ， 通底する側面が問題となる. ここで， 注目されるのはフウィーヤの

訳語として ident ita sが登場していることである. こ れ は他の訳語から突出

しているように見えるが， 実は.hu wiyya が三人称代名調のhu wa の抽象名

詞というより， その代名詞(分離代名調) がコプラに転用さ れ， コ プ ラ の

hu wa が抽象名調化したものであり， しかも， その場合の hu wa は， 通常の

述定というより， 定義項と被定義項の聞の同一性を表示するコプラの機能を

有していた以上， 奇妙なことではない . この側面に注目すれば， フウィーヤ

が e ssence として訳されたりすることも了解できる.

問題は先にある. フウィーヤは「無性」として捉えられることだ. アヴィ

ケンナ『第 一哲学』の一節， I馬性は馬性以外の何ものでもない. と いうの

も， 馬性 それ自体では， 多でもーでも， 可感的なものの内にあるのでも精神

の内にあるのでもなく， 可能的にあるのでも現実的にあるのでもない. 今挙

げたものが馬性の本質の内に含まれているのではなく， 馬性は馬性である限

り， 馬性に他ならない. ところで， ー性は， 馬性に附加される場合， 馬性が
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その性質のためにーなるものとなる所以の性質である. 同様に， 馬性は， こ

のー性という性質以外に， 偶有的に附加される他の 多くの性質を有している.

故に， 馬性は， その定義において， 多くのものに適合する限りで、は， 共 通な

ものであるが， 指定された性質・偶有性とともに受け取られる場合には， 個

物である. 故に， 馬性は それ自体では， 馬性以外の何ものでもなし、J( Avic

enna ， Philosophia prima， p. 228 f ) に， その側面が典型的に現れている.

で、は， I無性」とはいかなることか. I馬性である限りの馬性」はフウィー

ヤの 一例としてあるわけだが， このフウィーヤについて， 二つの矛盾対立す

る選択肢の形式で， つまりく a か non- a か〉と聞いが立て ら れ るならば，

答えは aでもなければ， non- a でもないと答えるしか ない. Iし たがって，

提起された問L、において， 人間性である限りの人間性が， いわばーなるもの

として主語とされ， 矛盾対立する二つの項を選択肢として聞いが立てられ，

「 それはーか 多か」と問われる場合， 答える必要はない. というのは， 人間

性が， 人間性の本質(hu wi y ya ) である限り， 両者(ーか 多) の い ず れとも

異なるものであり， 人間性の定義のうちには， 人間性 そのものしか見出され

ないからである J( A  vic enna ， 0ρ. Cit. pp. 229-30) と述べられている以上， フ

ウィーヤは， 多でもーでも， 事物の内に存在するのでも精神の内に存在する

のでもなく， 可能態でも現実態でもなく， 一般に， 矛盾対立する選言項のど

ちらも述語とならず， I無性」を備えたもので あ り， 知性の作用によって，

ー(普遍) または 多(個物) が， 偶有的に附加( accider e) される.

しかし， この「無性」は知性の作用以前には， 無規定であるということで

はない. その場合， I偶有的な附加」ということは， I偶有性」の主張として，

さらには「存在の偶有性説」として 多くの批判を加えられるようになるわけ

だが， そこにあるのは， 狭義の偶有性ではない. この論点は， 偶有的附加の

基体となるフウィーヤの内実に求められる. フウィーヤは， 充実した規定性

を備えたもので， 事物の構成契機の一部なのではなく， むしろ構成契機の総

体として考えられる. フウィーヤは， 例えば， I人間性 それ自体J， I人間性

である限りの人間性」と表現され， 具象名hom o から抽象されることで成立
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しているように見えるが， むしろ特殊相へと条件・限定づけられていないあ

り方で， 存在論的には huma 山as の方が， 範型であって.homo に先行して

いるとされる. これは背後に流出論を控えた枠組みである.

フウィーヤに関する議論が集約的になされる アヴィケシナ『第一哲学』第

五巻では， 可感的 事物の内にプラトシ的イデ アは認められていないが， しか

し同時にフウィーヤは「神的存在( d ivinum ess e) j を有するものだと述べら

れている. このような言説は， 流出論的構図を前提にしなければ， 理解しに

くい. この枠組みでは， 抽象・純粋化の過程が， 事象性の低減ではなく， 充

満に向かうのである.

このフウィーヤに見られる「無性j. 換言す れ ば， 矛盾対立項への中立無

記性は， スコトゥスの「存在の一義性」 に取り込まれ， 存在が無限/有限，

必然/偶然に中立無記( ind iffe rens ) であ る こ と， 潜在性の先行性( p rim itas

virtua lita t is ) に継承されたばかりでなく. í 共 通本性j. そして連動して「此

性」にまで流れ込んで、いると思われる.

先に挙 げ、た アヴィケンナのテキストで は， フ ウ ィー ヤ は. í馬性自体j.

「馬性としての馬性( equ in itas i叫uantum eq u in itas etc.) j などと表現されて

いるが. í馬性としての馬性」という表現は. 1 2世紀以前におい ては明確な

理論を持つものではなかった. 13 世紀以降， 重化( redu p lica t io ) として整理

されていく. 1 4 世紀以降， 重化をめぐる議論は，重化命題の真理条件に中心

を移動するとはいえ. 13 世紀においては， アヴィケンナの影響の下で，流出

論的構図の下で考察されていたと考えられる. そしてこの傾向はスコトゥス

において顕著である. í存在としての存在」が， 最も普遍的で あ る が 故に最

も無規定的である， つまり外延において最大で内包において最小であるので

はなく， あくまで原因または力として表象されて い た の と相即的に. í馬性

である限りの馬性」は， 個物に対して範型となるものであり， イデ アのよう

に超越的な普遍者としてではなく， 事物の内にあり， 知性的認識の対象には

ならないとしても， 直観( vis io ) の対象とはなるものだ. アヴィケンナの認

識論と存在論の連関は考察の範囲を超えているが， 少なくともスコトゥス的
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理解に立てば， そう整理できる かなり勇み足になるが， スコトゥスがあれ

ほどアヴィケシ ナの格率に拘泥し た の は， そ の 格率が存在の 一義性・個体

性・普遍実在論・直観的認識・主意主義・様相理論などの議論の幅鞍点にあ

ると考えていたからだと思われる.

とにかく， 知性による述語への別快の過程で・「無性」を有することは， そ

れ自体で無規定であることを意味するのではなく， 充満したものであること

は要点になると思われる 7軍然、たるー者が顕然、たる分節相へと現象していく

こと， そして その枠組みを敢えてアリストテレスの形而上学に読み込 むこと，

そこにアヴィケンナの狙いの一つがあったのではないだろうか . そして， ス

コトヮスがあれほどアヴィケンナに傾倒するのも， そのことと無関係ではな

いと思われる.

三 共通本性と最終的抽象

アヴィケンナの フ ウィ ー ヤ の 対応物は， ガ シ の ヘ シリ グ スでは. ess e  

ess ent ia e であり， また「単純な裸の本性( natur a sim p lex et nuda) j. 1絶対

的何性(q uiditas absoluta ) j. 11，、かなる限定をも欠いた 事象の本質」等と 換

言されているが， ヘンリグスの理解にスコトゥスの枠組みが依拠しているこ

とは確実である5) つまり， スコトゥスの 共 通本性は， アヴィケ ン ナ のフウ

ィーヤを ガシのヘシリグスを介して受け入れた 結果の概念と言うこともでき

る.

スコトゥスがフウィーヤの議論から直接・間接に受容Lた論点は様々ある

が， 共 通本性が. aまたは�aとしづ矛盾対立する選言項に対し て 中立的で

あり. 1..，たがって「矛盾対立するものの聞に中聞がある ( int er contr adictor ia 

est m edium ) j (Ord. J， d. 5， p ar s  1， q. 1， n. 44)ということ， ここに要点が

あると思われる. この 共 通本性は， 矛盾対立する選言項によって分割された

ものの上位概念・ 共 通項ではない. したがって. 1 共 通本性 ( natur a comm u

nis) j という， スコトゥス派によって 定着し た 概念は， 誤解を招く概念であ

る. というのも. 1 共 通本性」とは， 普遍の二つの成立条件， つまり. 1 多の
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内に(in mu ltis) Jと「 多について(de mul t is) Jのうち， í 多の内に」という

条件= 共 通性を備えた本性， 従って 潜在的な普遍なのではない. あくまでー

でも 多でも， 普遍でも個物でもなく， 各々に対して中立無記的なのである.

「馬性はーでも 多でもない云々」の箇所について， スコトゥスは「馬性は

実在的には(real 山r ) それらの規定のいずれをも欠いて存在することはない

が， それ自体では(de se ) その規定のいずれでもない. しかし同時に， 本性

において それら総てに先行する. 本性の先行性に即すれば， 何性は自体的に

(per se )知性の対象であり， また〈自体的〉にある こ と は， 形而上学者に

より考察され， 定義によって表現される. <原初的に真な る〉命題は， こ の

ように捉えられた何性によって真である， この何性が， この何性より本性に

おL、て 後なるあらゆるものから抽象されている以上， その何性に本質的に含

まれるものでなければ， 何性にく自体的に原初的に〉述定されることはない

からであるJ (Ord. 11， d. 3， par s  1， q. 1， n .  32)と述べている.

同じことは， í 共 通本性は， 事象としては対立 両項の い ず れ をも欠いてあ

ることはない(s ine al iquo istorum)が， それ自体では対立する 両項のどちら

でもない(non e s t  a li quod is tor um). そして， すべての対立 両項に対して自

然的に先なるものとしてあるJ (Ord. 11， d. 3， p. 2. q. 1. n. 32)と も 語 ら れ

る . í限定項に自然的に先立つ限りで、は， 限定項なしにある こ と は矛盾を含

まなL、 J (Ord. 11， d. 3. p. 1. q. n. 34)の で あり， í可能性において一一自然

的な可能性ではなく， 論理的な可能性として捉えられる以上一一ー 多の内にあ

るーとは， 多のものの内にあることが矛盾を含まないものについて語られる

のであり， この意味で 共 通なものは 事象の本性の内にあることが可能なので

ある J (Meta. VII， q. 13， n. 19). つまり， 共 通本性と は 対立 す る 両項 のい

ずれでもないが， í 多におけるー」であ り， 対立 両項を論理的可 能性に お い

て含んでいるということになる. そして， これが「数的 一位よりも小さL、，

実在的ー性(uni tas r e a lis ， minor unitate nume ral i) J の内実である.

共 通本性はフウィーヤの無性を継承している. スコトゥスにとっても， 無

性は何ら無規定性の謂ではない. すべての既定性に先行し その総ての既定性
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を包含するものだ. í人間本性を， その人間本性を真に有する 基体から抽象

する一一例えば， 人間性が概念把握される場合に抽象がなされるように一一

場合， その先に別の抽象が残っているわけではない. そのように概念把渥さ

れたものは， 純粋に( p rae ci se) それ自体なのであり， 自らと異なるものから

離れており一一アヴィケンナが『形而上学』第 五巻で「馬性は馬性以外の何

ものでもない Jと述べているように 一一ー それ以外の何ものでもないからであ

る J (Ord. 1， d. 5 ，  pars 1， q .  1. n. 19)と， スコトゥスが述べるとき， そこに

一端が現れている.

ところで， イスラム哲学の存在一性論はアヴィケンナ以降に登場するわけ

だが， その中では， 神の認識に関して， 絶対不可視の状態・閣の状態である

アハディーヤ( ahadi ya)と， 多を可能態において含み， いわばj軍然 一体の状

態であるワーヒディーヤ( wahid i ya) に区分される. フウィーヤはアハディ

ーヤと親近性を有するが， アヴィケンナのフウィーヤはワーヒディーヤに近

いように思われる. というのも， フウィーヤは a. non- aのいずれでもない

が， a ve l non -aという様態( passio)を有する こと， つ ま り， 潜在的に a

または non -aを含んでいると考えられるからである， そして， スコトゥス

が「馬性J =共 通本性は， í数的ー性より 小 さ な， 実在的ー性」を有し， し

かも， 共 通本性は a， non -aを統一的に包含する( con tine re u ni ti ve)と述べ

るとき， スコトゥスは， アヴィケンナのフウィーヤの枠組みをワーヒディー

ヤに近いものとして受け取ったと整理することもできる引.

アヴィケンナにおける「馬性」は， 馬から偶有性を除去することによって

成立するのではなく， 馬の本質規定( ratio fo rmali s)が そ れ自体で考察され

ること， ないし馬の何性(q uidi tas)には含まれない も の を切り離す ことに

よって成立する. 少なくとも， ス コ ト ゥ ス は そう考える. こ れ は， 抽象

( ab strac tio)であるより， 純粋化( p rae ci sio)とされる. そ して， この「純

粋化」はほぼ「最終的抽象( u ltima abstrac tio) Jと同義なも のとして捉えら

れている. 純粋化とは， 概念規定を取り去る方向でなされるのではなく， 例

えば， í理性的動物」から「動物性」を純粋化する場合， í理性的または非理
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性的」 とL、う選言 両項が可能的に一一あく まで 論理的な可能性において1)

-ー含まれたものとLて， 捉えることになる. r動物性」 は， r理性的」また

は「非理性的」とし、う様態を統 一的に(u niti ve)に含みうるのであり， 対立

する 両項への 共 通成分とLてではなく， 中立的なものとしてある.

共 通本性が成立する条件は， このような「抽象化」と「純粋化」との区別

を前提しているが， しかし， r純粋化」が「抽象」と区別される の は， 1 )純

粋化によって得られるものの中立無記性， 2)論理的可能性を前提することに

よってである. 同じことだが， 個体化の原理が， 狭義の偶有性(acci dens )で

はなく， あくまで様態( passio) である と， ス コ トゥスが拘泥した理由も そ

こにある.

ここに生じている論理的錯綜は， フウィーヤ及び そ の対応物 で あ る ess e

essentia e と 共 通本性の存在性格を ど のように捉えるかということから生じ

ている. つまり， ガンのへンリクスのように， フウィーヤを， 1)個物の内に

あるあり方， 2)知性の内にある方， のいずれでもなく， 3 )第三の独自のあり

方， つまり ess e ess en tia e を有L， 神の知性の内にイデアとして存在すると

捉えるか， フォシテーヌのゴドフレイのように， 存在様態としては第三のあ

り方を認めず， たかだか考察様態として認めるか， という論点を踏まえてい

たと思われる削. この論争の細部に入る余裕はないが， ゴドフレイのように

考えれば， 共 通本性には「実在的 一性」は見られないことになり， ヘンリグ

スのように考えれば， r存在の一義性」は失われる， と言える. 論理的可能

性との関係に話を限定Lて述べれば， ゴドプレイのように考えれば， 論理的

可能性は単なる思惟可能性となり， ヘシリグスのように考えれば， 神の知性

における完全な中立無記性， したがって極端な主意主義が帰 結する. つまり，

aでも non.a のいずれでもないが， いずれでもあり得るとし、う 共 通本性のあ

り方は， 純粋化によって得られるのであり， r純粋化」とは展開さ れ た も の

を未展開の状態に戻すことと捉えてよい.

「 共 通本性」を普遍と見なし， スコトゥスを極端な 実在論者と見なす解釈

は言語道断であるが， r此性J が不可解な概念として映じるのは， 一つには，
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「此性」が「 共 通本性」と密接不可分であるのみならず， 一体化しているこ

と， もう一つには， 共 通本性の 共 通性が， 共 通上位概念とは異なるものであ

るにもかかわらず， 概念規定を付与されることで， 限定されるものであると

解することにある，

アヴィケンナのく馬性の格率〉を， ス コトヮスが 「純粋化j， í最終的抽

象 j， í重化 j， í数的ー性より小さい実在的ー性」などの概念と相即するもの

として捉えたことを示すテキストは 多い. そして， í単独で捉えられた本性 j，

「 共 通本性」なども，hu wi y yaを継承した概念である. そLて， 純粋化が，

事象性の減 少に帰 結するのではなく， むLろ無限の 充実， 内包的無限につな

がっていることである. こ れ は『オルディナチ オ』第一巻で は， 同 一性に

よる包含( con tinen tia p e r i den ti tatem)， ま た は「 潜在的に 含 む( con tiner e

vir t回l i ter )J と呼ばれていたものだが， Iiオルディナチオ』第二巻(特に第十

二篇)， Iiパリ講義録j)， Ii形而上学 問題集』で は， í統一的包含 ( continentia

u 山i va)j として定式化され る も の で， 共 通本性のあり方を示す 基本概念と

なる. つまり， Iiオルディナチオ』第 一巻において， 共 通本性に見 ら れ るー

性が， í数的ー性より小さな， 実在的ー性」と消極的な説明しか与えら れな

かったのに対L， Ii形而上学 問題集』で、は， í統 一的包含」とL、う積極的な規

定が与えられていったこととも相関している.

四 内在的様態(modus intrinsecus)としての「此性」

個体の内にある概念規定はすべて種にある概念規定に尽きる が， í此性」

はもちろん種の概念規定の内部にあるわけではない. むしろ， 概念規定に付

け加わる様態( passio) であり， 狭義の偶有性(acci dens ) とは明確に区別さ

れるものである. そLて， スコトゥス の力点の一 つは， í此性」は偶有性で

はなく様態であると解する点にある. この偶有性と様態に関する徴妙な差異

は， 当然のことながら， アヴィケンナの存在偶有性説と構造的に対応してお

り， アヴィケンナにおいて「偶有的に附加される(acci dere)j とされる場合

の附加のあり方がし、かなるものであったかを巡っている.
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さて， 様態は， 存在の様態(pass io ent is )  = 超越概念を指すばかりでなく，

「此性」をも表L， いずれの場合も概念規定を越えるあり方を示している.

「様態」としづ用語にスコトヮスが拘るのは， r偶有性」との対比を考えて

いるからである. ある 事物の本来的概念規定に含ま れ な い も の は， 広義の

「偶有性」であるが， 必ずしも外部から添加されるものとは限らない. スコ

トゥスが述べるように， r 個体化するものはいかなるものであ れ， 偶有性で

ある. しかし， 本来の意味 で の偶有性 で は な L、 J(Ord. 11， d. 3， p .  1， q. 4. 

n. 126). 潜在的に含まれていたものが顕在化す る状態は， 狭義の「偶有性」

ではない. 既に視たように， 個体化の理由は， 外的なものに求められるので

はなL、， しかも その「外的」なものが， 実在的に異なるもの(他の 事物) の

みならず， 概念規定の外部にあるもの(質料・現実存在・量・質) でもない.

しかも， 概念規定の内部にあるのでもない. つまり， 外部にあるのでも内部

にあるのでもないものが問われていることになる. この対立する 両項がある

場合， スコトゥスが中間のあり方として考えるのが， 共 通本性である. 共 通

本性が初めに議論の舞台に登場している以上， 概念規定の内部にあるのか外

部にあるのかという問題設定は用をなさないと言ってもよい.

この論点は， wレグトゥラ�， wオルディナチオ』では個体性 と の 関連のな

かでは， それほど明確な形で登場するものではない. しかし， 内在的様態の

概念が『任意討論集』で論じられ， w形而上学問題集』にお い て， 個体性に

まで適用されるとき， ある程度明確な姿をとる.

『形而上学問題集』における個体化の問題は錯綜・混乱しているが， 以下

のように整理できる. 本性は， 本性と異なったある積極的なものによって個

体化される. しかし， この積極的なもの， この「此性」は， 本性に個別性の

みを附加するように見えるが， 此性においては， 諸完全性が融合して(un it .

ive)， 換言すれば統 一的包含(continen t ia un it iva)によってーなるもの= 個

体を形成している. その場合， 本性と此性は， 本性の度(gradus naturae)と

個体化する度(gradus in d iv iduans)というように， 異なる内包量とLて捉え

られる.
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「個体は， 上位のものの概念規定を総て含み， それに加えて， 個体化の 問

題から示されるように， 最終的現 実性の度(g rad us u lti mae a ctua lita t is)， 一

性の度をも含んでいる. 個体化は， 一性を低減するのではなく， 存在性， 一

性， 可知性を増やす もの で あ る. ま た， 個体は， 以上に述べた度( g radu s)

以外には， 普遍が含んでいないものは何ら含んでいな し、J (Meta. VII， q. 15， 

n. 4). つまり， I此性」 は端的に述べれば度・強度として捉えられ ている.

ちょうど， I白いもの」において， I白さ」が度・強度であるのと類比的である.

もし こ こで， 度・強度がなぜ個体化を成立させうるのか， Iソクラテス性」

というようなものと背馳するのではないか， とし、う疑 問が出されるとすれば，

思惟の方向が顛倒していると言わざるをえない. というのも， 個体化は「此

性」 のみが成立させるのではなく， 共 通本性の内 実に個体化の源泉は 潜在し

ていたからである.

このような見解は， フウィーヤに見られる流出論的構図を継承しているL.，

最終的 実在性， 最終的抽象のあり方， つまり， 最終的抽象が， 無規定性では

なく， 充 実性である ことを示している. スコトクスの「此性」 は， あくまで

普遍を個別化する序列の中で， 個体化の原理が 問われた場合に， 見出される

概念である. その場合， 普遍的なものが先にあって， それが限定されるとい

う言説の秩序をとる. しかし， 同時に彼の立場は， 個体主義である. 少なく

とも， 神の場合では， 神の偲体本質を先なるものとしている . その場合， 異

なった秩序の言説が求められる.

同様の ことは， 被造物の個体化にも言えるのではないか. スコトゥスの個

体論は， 個体を先なるものとして， 充 実した規定性を備えながらも， 未展開

のままにとどまる個体性を先なるものとして， その未展開のものが展開され

て一一ーもちろん， 彼の様相理論が示すように， 可能なものがすべて現実化す

るのではないが一一， 述語となってし、く系列を前提すれば， 理解しやすいよ

うに思われる. 抽象は， 基本的に述語化の方向を有するものだが， スコトゥ

スの「最終的抽象」 や「純粋化」 は， 主語とはなっても述語とはならないも

のを摘出する方向に沿うものだ . 言説の秩序においては， 普遍を先立てなが
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ら， 存在の秩序においては， 個体を先立てた場合に， 1此性」と い った 概念

が生じると思われる.

ここまで見てきたように， アヴィケシナのフ ウィーヤの側面を， 1此性」

が取り込んでいるとすれば， 例えば， 1ソグラテス Jの「此性」は， 1ソグラ

テスである限りのソクラテス」と示されるだろうが， この inq uantum とい

う重化子によって表現されるものが， ソグラテスという個体から， 他の個体

と 共 通するのを除外した抽象態なのではなく て， 純粋化( pra ecisio)によっ

て取り出されたものである. これは， 神の「個体本質」の場合と同様に， 形

相的述語( praedi ca ti o formali s)を付されるも の で は な く， 最終的抽象を経

ることによって端的に単純であって， せいぜい同 一性による述定を受け取る

ものでしかない. しかし重要なのは， アヴィケン ナ のフウィーヤに認められ

るように， 形相的な述語を受け付けないこと， 1無性」であ る ことは無規定

であることではない. 規定性において 充満したものであり， しかLにもかか

わらず端的に単純なものである.

このような 事態は， スコトゥスがしばしば用いる「無限なる 実体の海」と

いう神の個体本質に範型を見出すことができるが， 内包的に無限なる実体に

のみ 妥当することではない. 例えば， 数列の項を 3， 13， 43， 133， 403， 1 2 13， …

と具体的に列挙した場合， そこには「形相的述語」による記述と同様なもの

が見出され， 1最終的抽象」による記述は， 上記の数列に関しては，a，=3 ， 

an+，=3an+4 とし、う漸化式に対応する. 漸化式は， ほぽ「端的に単純」であ

り， 総ての項を包含しながら， どの項をも述語としているわけではない.

この漸化式は 潜在的に 諸項を含 む限りで 共 通本性に対応するものである.

しかし同時に， この漸化式は， 1此性」にも対応する. つまり， 全体を同時

に( simul et to tum)に含 む限りにおいて， 換言すれば， 多をーに( u num in 

mul tis)に含 む限りにおいて対応する. このように考えた場合， 個体の概念

規定(q uidi tas)はすべて種の概念規定であること， にもかかわらず「此性」

は種の概念規定を越えていること， 1此性」が最終的抽象態であって， 端的

に単純であること， 等などの規定を何ら神秘的なものとしてではなく， 受け



31 '1'1":思想1研究40号

取ることができる. 個体が主語とはなっても， 述諸とはならないものであり，

しかも個体性の原理とされた「此性」が述語へと展開されないものである場

合， r此性」が錯綜した様相を取るのは当然のことであろう.

もちろん， このような解釈においては， 共通本性と此 性は重なってしまう

のではないか， とし、う疑 問が残るかもしれない. 確かに， r此性 Jが最終的

実在性とされる場合の「最終的(ultima)Jということが何を 意味するのかと

いう点では様々な解釈が可能で、ある. 例えば， 一般的なものが個物となる最

後の一規定， 分割不可能な単純性， 認識不可能性など，つまり ba re p art icular 

と類比的なものとして解釈することもできないわけではない. しかし， 潜在

的な項がすべて現実化した姿と解すべきではないのか. 共通本性が普遍では

なく， 規定性に対して中立無記的であって， 限定されることによって， 普遍

性・一般性を実現する以上， 種の定義との アナロジー， つまり種差による類

の限定という側面を個体化に見出すことは 誤りであろう. もちろん， この類

+種差との相違の側面は， �レクトゥラ�， �オルディナチオ』にお い て は強

調されない. 統一的包含， 内在的様態， 内包量・度(gradus )等々の概念が，

130 2年以降揃ってし、く中で， �形而上学問題集』において展開され る個体化

論に行き着いたということはできない だろうか.

ここまで述べてきたことを要約すると， スコトゥスの「此性」は， ちょう

ど聞から光が登場してくるように， そして聞が光の 充満であるように， 未展

開のもの(imp !icat um) が展開されたもの(expl icat um )への系列の始源にあ

るあり方である. 卑俗な例でいえば， 照明を浴びる前の舞台のようなもの だ.

この 基本的構図は アヴィケンナにあり， このような理解に立つ な ら ば， r此

性」は ba re pa rt i cul a r として捉えることはできないということであった.

実は， ba re p art icul a r の考えは， 共通本性のあり方を普遍または潜在的普

遍として捉え， 個体化を類+種差ーとし、う種別化の延長線上において思考して

いる. しかし， スコトヮスが「此性」に託した個体化は同時に 共通本性のあ

り方にも大きな仕組みを読み込ん だものであった. そLて， この 共通本性の

あり方の 基本的構図を アヴィケンナから受け入れたのであり， この アヴィケ
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ンナからの影響の論点において， I此性」はbare particular とは軌をーにし

ないものと言える.
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