イブン ・ シーナーの「存在者」の二側面
一一「非構成要素」と「認識の第ーの始源J
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存在者とは何か. 哲学者逮はそれぞれ独自の所見を呈示した. 存在者に関する見解
のこの不統ーは， 存在者が「最もよく知られるもの」であることを否定する. 最もよ
く知られるものについて， 哲学者が意見を異にするはずはない

.

イプン・ シーナーの存在者理解の批判を射程に含むこの論説の礎には， イブン・ シ
ーナーの形而上学に関する表面的な認識が存在する. 存在者が全く認識されていなけ
れば， そもそも議論の対象にさえならない. 始点として哲学者達に共有されている存
在者理解をもとに， 多様な主張が交わされるのである. イブン・ シーナーが「最もよ
く知られるものJと規定した存在者は， この共通に理解された存在者に該当する. そ
してこの存在者を始点として 重ねられた議論は， イブン・ シーナーによると， 直接に
はこの存在者の「種や付帯性に類するもの」に関する議論とされる. 従って多様化し
ているのは， 存在者の「種や付帯性に類するもの」に関する主張であって， 出発点の
存在者についてではない.
そしていわゆる「存在者としての存在者」は， この出発点としての存在者であり，
この存在者は最も普遍的である， との見解をイブ ン・ シーナーは示した. この立場は，
イプン・ シーナーに形而上学の体系化を成功させるとともに， 存在者に複数の複雑な
性質を帰属させる結果をも生みだした. 例 えば「他の全ての本質の認識の始源J であ
るとともに「他の本質に先だって認識されている必要のないものjという一見相反す
る二つの性質である. しかし実はこの両側面は存在者に 矛盾なく属しえる. その説明
を本 論の主題としたい.

論述は以下の順序で進められる. まず1
( )イ ブ ン ・ シーナーの基本的な存在者理解

中世思想研究43号

118

の確認. 次に(2)存在者が「他の本質の認識に先だって認識されている必要のないも
のjであることの確認. ついで(3)存在者が認識の始源であることの確認. 最 後に(4)
イプン・ シーナーの知性認識 論をもとに， 相反するように思われる両性格が 矛盾なく
存在者に帰属可能であることの明示.
l

存在者理解の概略

存在日は「特殊存在 a l- wu 郡d al加$sJ2)と「具体的存在 a l- wu gudali
コ lbãtUに分
けられる. 特殊存在とは， 神や離在知性中にのみ見出される端的な本質の存在であり，
具体的存在は， それぞれの本質に外界ないし魂の 内で生じる存在を指す(I:31戸.
イブ ン・ シーナーは通常「存在」でこの「具体的存在Jを指している. 本 論も主とし
てこの用法に従う.

この存在は最も普遍的であるが， 全ての主語に対して同じ仕方で述語づけられるも
のではない. この種の述語は「蓋然的bi- a l- i tt ifã qJ述語と呼ばれ， 三種類に分けら
れる. 1
[ ]述語となる概念そのものは同じ意味において述語とされるが， それ以外の
要因で差異が確認されるもの. [2]同じ仕方で述語となるのではないが， 何らかの類
似性が確認されるもの. [3]類似性さえ全く認められないもの. 存在は[1]に属す. ち
なみに本， メス， 薬に対して述語づけられる「医療に関係するがbbUのように一つ
の始源とのつながりを基礎として述語となる概念は， [2]の「類似性が確認されるJ
述語に属す(MQ:10). イプン・ シーナーは， アリストテレースに伝統的に叫帰され
ている「存在のアナロギアJを認めていなかったようである.
イブン・ シーナーはこのように存在の多様性を把握していた. 判断の真に関する存
在への言及の欠如が古典アラビア語がコプラを持たないことへと単純に結び、つけられ
てはならない. ファーラーピー(HR :115-11 7) やイブン・ノレ シュド(TM: 8 ) は判
断の真を意味する存在に言及している.
また本 論で、は「ある本質に存在が生じていることjは「ある本質に存在者が述語づ
けられることjを意味し， さらに両者は互換可能であると見て， 存在 wu gud と存在
者ma w gud の差異をイフン・ シーナーが 重視しなかったという立場を採択する.
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付帯性としての存在者

きて存在者は「述語となる概念そのものは同じ意味において述語とされるが， それ
以外の要因で差異が確認される」述語である. I同じ意味において述語となる」ので
あれば， 存在者は類なのであろうか. イブン・ シーナーはこれを否定する. まず存在
者は「先と後の区別jを伴う述語であるため(MQ:60). 例 えば実体は偶有より先
に， また実体でも 個物は質料や形相より先に， さらに偶有でも大きさや色は時間より
も先に， それぞれ存在者の主語となる. しかし「先と後の区別」の随伴のみでは存在
者の類性の否定には不十分である.
なぜなら例えばザイドとその父アムノレに「人間」は類として述語づけられるが， ア
ムル(父)にはザイド(息子) Iより先にJ I人間」が述語づけられるからである.
「動物」は「先と後の区分Jを受容しながらも， 類である. 従って存在者が単に「先
と 後の区分」を持つことだけを根拠に， その類性を否定することは出来ない.
では存在者が類ではない 根拠をより厳密に記述するとどうなるのであろうか?
「アムル・ザイドと人間の関係」と， I実体・偶有と存在者の関係jの差異に注目し
Tこし、.

まず実体は偶有にその偶有の存在者の「原因」として先行している. 実体が， 偶手ぎ
を存在者たらしめているからである. そこから実体は偶有より先に存在者と言われる.
一方アムノレ(父)はザイド(息子)を人間たらしめているのではない. ザイド(息
子)の人間性は， 父からではなく能動知性から与えられている. アムル(父)がザイ
ド(息子)より先に人間と言われるのは， 単に「時間」においてである. このように
実体は偶有の存在者の原因であるため， 偶有より先に存在者と言われるが， 一方アム
ノレ(父)は， ザイド(息子)の人間性の原因ではないが， 時間的に先行しているため，
ザイドより先に人間であると言われるのである(MQ・ 74).
一つの類に含まれる下位概念の間では， その類の概念に関して， 一方が他方の原因
である， ということはない. 例 えば， 動物と， 馬 ・ 牛の関係において， 馬の動物性が
牛から与えられるということはない. しかし存在者と， 実体 ・ 偶有の関係ではこれが
成立してしまう. 偶有の存在者の原因は実体なのである. これが存在者が類ではない
最大の原因である. しかしもちろん， 実体の述語の「存在者jと偶有の述語の「存在
者jの聞に因果関係の先と 後は確認されても， 両「存在者l概念の 内容そのものは異
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ならないとイブ ン・ シーナーが見なしている点を忘れてはならない.

存在者は類ではなく付帯性l a wäzim であるとイプン・ シーナーは言う. この主張
の出発点は， まずいわば日常の思考の事実とでも呼ぶべきものに置かれている. 三角
形が形であることを疑う者はいない. 一方三角形という幾 何学的図形が実際に存在す
るのか(存在者であるのか)否か， は同様の合意を得ていない. 多くの人々が， 三角
形が実際に存在するのか否かに確信を持てないまま， 三角形が形であることに確信を
抱いている. これは， 三角形が形であることを認識する際， 三角形の存在は認識され
6 ).
る必要のないことを示す， とイブン・ シーナーは判断した(MQ : 1
さて形ではない三角形の想定は不可能である. また「形とは何かjが先だって認識
されていなければ三角形の認識は成立しないと 思われる. このような要素， 三角形に
とっての形のよう な 要 素， を イ プ ン ・ シ ー ナ ー は， 三 角形 の「構 成 要 素 m u q
a wwim ät J と呼び， 三角形の種差， 全ての類がその資格を持つとしているJある概
念が認識されるためには， それに先だって認識されていなければならず〔これは， 必
ずしも知性に現実に表象されていることを意味しない)， その概念から実際に否定さ
れることの不可能なもの， これが構成要素である(M:3 4 ).
きて先に三角形が形であると認識される際， 存在者は実際に認識される必要がない
とされた. すると存在者は三角形の構成要素ではないことになる. ここから存在者は，
三角形の種差， さらにその全ての類の 内のいかなるものでもないことになる. もちろ
んその種でもない. 存在者は， 構成要素ではない. 構成要素とは， ある本質の種差，
全ての類である. ゆえに存在者は， いわゆる付帯性と特性を共に含む意味の， 付帯性
であることまでがここから判明する.
先に示したように構成要素は常に現実態において共に認識されている必要はない.
ゆえに三角形の認識に存在の認識が実際に伴っていなくても， それは存在者が構成要
素でないことの指標にはならないのではないか， という批判が生じるかもしれない.
しかし形としづ構成要素が実際に認識されていて， その上で存在者の認識が不確定
(三角形が本 当に存在するのか分からない)である， とし、う事態は， 存在者が形とは
根本的に異なる性格を三角形に対して持つことを示している， といえる.
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認識の始源としての存在者

さて存在者は， íものき
a yJと「必然<;l
'
ar r
ü Uと並んで， í第ーに魂に刻印されて
いるもの」とし、う性格も持つ. これは認識の第一の始源 mab ädiコと言われる. 理由
は次の三つ. これらは， これらよりよく知られるものから引き出される必要のないこ
と. これらの表象t asa wwur はこれら自身で生じること. さらに例えば様々な類，
種などの表象はこれらの表象が魂中に生じなければ生じないこと. ただしこれら認識
の第一の始源が気づかれていない場合ももちろんある. その場合は， それら自身によ
り知られるものによって， なんらかの仕方で気づかせる手段が取られる[I:2 9).

ちなみにイプン・ シーナーは， íよりよく知られるものなr
ζ afJを三つの観点， す
なわち， 知性， 本性， 感覚， から分析している(T: 8). 知性において最もよく知ら
れるものは， 最も普遍的なもの町. 本性においては種的本性. 感覚においては， 個物.
従ってここで言及されている存在者の概念は「我々の知性において」第ーに知られる
ものであることになる.

さらにまたイプン・ シーナーは， 魂・肉体共に欠陥のない状態で， 内部感覚・外部
感覚が共に全く作用を与えも受けもしない状態に一瞬にして創造された人間でも，
「自分自身が存在者であることjは認識する， と考えていた(A:1 6). ここからこ
の存在者は生得概念であり， 時間的にも魂に第ーに刻印されているものであるとイブ
ン・ シーナーが見なしていたことが理解される.

以上をもとに存在者がどのように認識の始源となっているのかを簡潔に記す. 学は
複数の判断から， 判断は複数の表象から成り， 表象は一部の生得的表象から引き出さ
れる. この学の出発点たる生得的表象の役割を存在者は担っている. 例えば， I魂を
持つ物体」と定義される「生物」の本質が認識されるためには， それに先だって定義
中の「物体jの本質が認識されていなければならない. I物体」の本質が認識される
ためには， その定義中に含まれる「実体」の本質が認識されていなければならない.
さらに「実体Jの本質が認識されるためにはその規定中に含まれる「存在者Jの概念
が先だって魂中に刻印されていなければならない.
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4

二つの性絡の関係

さて， 先に存在者が「構成要素」ではないこと， すなわち「ある本質が魂中に生じ
る際， それに先だって認識されていなければならないもの」ではないこと， が確認さ
れた. しかし存在者は全ての本質の認識の始源でもあった. 任意の本質の認識に関し，
存在者は， その本質より先に認識されているものではないが， その任意の本質の認識
の第一の始源であることになる. 存在者は一見相反する側面を持ち合わぜている. こ
のこつの側面は存在者においてどのように関係しているのであろうか. その解明が小
論の課題である.

存在者から実体が認識される構造の分析から， 問題解決の方向を探って行きたい.
人聞は生物から， 生物は物体から， 物体は実体から， 実体は存在者からそれぞれ認識
される事実が示すように， 実体が， 存在者からまず最初に認識される対象の位置に立
っているためで、ある.

まず実体の本質を教える「基体中にない存在者 a l-ma w gud la fî a l-maw卵C J
(MQ: 9 2) という言葉の性格を確認する. 表象されていない未知なるものを知らせ
るものとして， イブン・ シーナーは. r定義h addJ r規定rasmJ r具体例mita!j r象
徴C a lama J r名称、ismJを挙げている(M:1 8). 存在者は類ではないため. r基体中
にない存在者jは定義ではない. r基体中にない存在者」が「具体例J r象徴」ではな
いことは容易に想像できる. また「存在者は存在者という名称によってのみ知られ
る」としづ用例から推測すると. r名称」とし、う言葉によって単一の名称のみが念頭
に置かれているようであるので， 最終的に「基体中にない存在者jは， 実体の規定で
ある可能性が高い. さて規定は. r完全な規定 a l- rasm a l-tammJと「端的な規定 a l
rasm a l-m ut lag Jに分けられる. 前者は， 類とその付帯性からなる. 後者は「もの
を非自体的に， しかし特有な仕方で教える言葉jないし「ものを同様なものから， 非
自体的に区別する言葉jである(H: 7 )
8 . 実体に類がなく. r基体中にない存在者」
とし、う言葉が「基体中の存在者」である偶有との対照を意識して選択されている事情
を考慮すると. r基体中にない存在者Jは実体の「端的な規定jしかも. Iものを同様
なものから， 非自体的に区別するj端的な規定であるといえる.
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さてこの実体の規定中の「存在者」の意味であるが， 実はこの存在者は， ここまで
本 論の考察の中心であった「最も普遍的な存在者jではない. 理由は次の通り.
ある種の普遍的概念は実体であるが， 普遍的概念は， 魂中の存在者， すなわち基体
中の存在者である. r基体中にない存在者」という実体の規定中の「存在者」が， あ
らゆる存在者を意味しているとすれは「魂という基体中の存在者」である普遍概念
は全て実体ではなくなる. そこで「基体中にない存在者」という実体の規定の中の存
在者は， r外的個物の存在者」のみを意味しているとイプン・ シーナーは解釈したの
である(MQ: 9 2).
さらにこの「基体中にない存在者jという規定は， r実体には， 外的 個物において
存在する時， 必ず『基体中の存在者ではない』という性格が付帯する」という， 一部
の実体の性質を示すに過ぎない， その対立項である偶有との非本質的な差異の表示に
重点を置いた， 表現であった(MQ: 9 2).
以上の点を考慮すると， 実体の規定中の「存在者jから， 実体が存在者から認識さ
れる構造を探ろうという戦略は， 断念せざるえない. ではどのような方法がこの構造
の解明に光をあてるのだろうか. イプン・ シーナーが使用した次の比喰に注目したい.

イブン・ シーナーは知性認識と感覚認識との聞に， ある種の構造的類似性を発見し
た. 例えば赤ん坊は， 当初， ある男性を見ても， 男性であることのみは理解出来るが，
その男性が自分の父親なのか否かさえ， 判別できない. その後， 父親とその他の男性
の区別がつくようになり， さらにその後， 男性一人一人の区別も可能になる. そして
赤ん坊に最初に抱かれた漠然とした男性一般の表象像と， 父親の表象像やその他の
〔父親以外の) 男性の表象像との関係と同様の関係、が， 存在者の概念と， 実体の概念
や諸偶有の概念との聞に成立すると， イプン・ シーナーは想定したのである.
またイブン・ シーナーは人間の知識の深浅は， 人間に認識されやすい一般的概念の
分析の徹底の度合いの違いに， 他ならないとも言っている(T: 9). 例えば恨の 前を
飛び去った一羽の鳥を見て， r鳥だjとだけ考えるのが一般大衆. rカラスだ」と考え
るのが少し鳥に詳しい人. rズィルヤープ的だ」と考えるのが烏の専門家， となる.

ここに漠然とではあるが， 実体が存在者から認識されるプロセスが素摘されている.
赤ん坊が生まれて初めて抱く「男性一般の漠然としたイメージ」からI父親jが認識
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されるように， I存在者」から「実体jが認識されるのである. ではイプン・ シーナ
ーは， I男性一般の漠然としたイメージ」から「父親」がどのように認識されると語
っているのだろうか. 残念ながら該当箇所は発見できなかった. しかしその過程は次
のように推定できないだろうか. 赤ん坊は初めにまず漠然とした男'性一般のイメージ
を獲得する. そしてその段階では父親であれその他の男性であれ， みな同様にその男
性一般のイメージの適用対象としか認知しない. どの男性をみても漠然と「男の人」
としか理解しない. その後， 父親のイメージが獲得され， 赤ん坊の魂には「漠然とし
た男性一般のイメージjと「父親のイメージ」と「その他の男性のイメージjが形成
される. 父親とその他の男性の区別がつくようになる. その後「個々の男性一人一人
のイメージ」が順々に獲得されていく.
この過程は存在者から実体が認識されてゆく過程にも適用できないだろうか. まず
初めに所持している概念は存在者のみ. この段階では認識されるものは， 全て， 単な
る「存在者J として認識される. 認識活動の継続に伴い， 諸存在者の差異が意識され
る. まず最初に全存在者を二分する大きな区分が意識され， それが後に， I実体J と
「偶有J として明確に認識される. その時点で「存在者J I実体J I偶有J の概念が知
性中に形成される. その後， 様々な種類の実体， 偶有が認識されて行く.
この過程は， イプン・ シーナーの知性認識論の枠組みを用いると， このように記述
される(A: 2 35). 人間の知性にはまず存在者の概念 ma'nanのみが刻印されている
(正確には， 存在者への態'性が完成している). 認識活動が継続される. 様々な表象
像muta\Jayya
l が魂中に蓄積される. その 内表象像を大きく二つのグループに分ける
差異が気づかれる. その 内の一方の表象像が意識的に集められる. それら類似する表
象像を人聞の理論理性が考察の対象にする. この段階は人間の理論知性が能動知性か
らの流入を受容する準備段階にあたる. この準備が十分な段階に達すると， 能動知性
a
l-Caq
l a
l- f a"ãl からの流入f aY9が実現する. 人間の理 論的知'性に「実体jの知性的
概念が刻印される. 後にこの実体が更なる分析を受容する. その結果， 物体， 生物，
人間のような下位概念の認識が成立する.
このような形でイブン・ シーナーの哲学の概念装置を利用して， 存在者から実体が
認識される過程を記述することが可能である. このような形で存在者は， 実体認識の
始源となっているのである.
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さてこれに対し「存在者が実体の構成要素ではなし、」という事態は， 上記の知性認
識 論の枠組みでどのように記述されるのであるか.
構成要素を持つ「物体の知性的概念」が知性認識される過程を例に考えたい. 物体
の表象像が表象力al-qüwaal-m tuaa
b yyilaに集められる. 人間の理論知性がそれら
の表象像を注視する. その認識が人間の理論知性が， 能動知性からの「物体の知性的
概念」の流入の準備となる. 準備が完全になると， 能動知性から「物体の知性的概
念Jが人間の理論知性に現実に流入する. ここまでは実体と変わらない.
しかしこれは， 物体の知性的概念の知性認識の実現には， 物体の複数の表象像だけ
で十分， すなわち構成要素と呼ばれる知性的概念(この場合， 実体など)は必ずしも
必要ではない， ということを物語っている. これはこれまでの記述と矛盾するように
見える. 物体には構成要素があり， その構成要素は， I物体が認識される 以 前に， 認
識されている必要があったjとされていたのである.
これはどういうことであろうか. まず物体の知性認識 以 前に， その構成要素が人間
的魂のどこかに保存されている必要があるのだ， とは考えられない. 人間的魂は， 流
入した知性的概念を保存する能力を持たない. ある知性的概念が繰り返し知性認識さ
れると理論知性の 内にある種の態性が生じ， その態性により， 特定の知性的概念の知
性認識が， 関連する表象像なしに容易に実現される. この態性が， 表面的に保存を実
現しているかのように見せるだけである. もちろん「存在者が生得概念である」と言
われた場合， 正確には「能動知性中の存在者への態性が理論知性の 内に生まれっき備
わっているjという状態を指すものと， 理解する必要がある.
さて知性認識の諸プロセスのなかで「構成要素」はどのように関わってくるのか.
人聞の理論知性は， 流入した知性的形象を分析し定義付ける能力を持つCA:2 36).
人間の知性的形象を， それぞれ「動物」と「理性的」の知性的概念に分析し定義する
ようにである. さて以 前に本 論で、構成要素の条件として， Iある概念が認識される時，
先だって認識されていなければならないもの」とし寸項目が挙げられた. この項目の
最初の「認識される時」の「認識jは， 理 論知性に能動知性から知性的形象が流入す
る作用ではなく， 流入した知性的概念を分析し定義する作用を意味し， さらにこの項
目の後半の「先だって認識されていなければならなし、」の「認識Jは， 人間の理論知
性 内に「特定の態、性が成立していることJを意味すると解釈できないであろうか. こ
う解釈すれば， 矛盾を回避できる. I人間」が「理性的動物」と定義されるためには，
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「 人間」に先だって， r理性的jと「動物jが予め認識されていなければならない.
正確には， 理 論知性の 内に先に能動知性 内の「理性的」と「動物jへの「態性」が生
じていなければならない， ということである. r構成要素が予め認識されている」と
いうことは「構成要素への態性が成立している」ということである.

すると「存在者が実体の構成要素ではない」という記述も， このように理解できる.
最高類である実体は定義を持たないので， 上記の分析・定義付けを受けない. 従って
何らかの知性的概念への態性があらかじめ成立している必要がない. ゆえに存在者は
実体の構成要素ではない. このようにも考えられる. 実体の知性的概念の流入後， そ
の概念は分析作用を被る. r基体中にないJ r存在者」としてである. しかしその規定
中の存在者は， 通常存在者という概念で合意されている最も普遍的な存在者ではなく，
外的個物の存在者のみしか指さない特殊な存在者である. ゆえに

〔最も普遍的な)

存在者は， 実体の構成要素ではない.
しかし実体の知性的概念が理論知性に流入するためには， 何らかの存在者が先に知
られている必要がある. 単に存在者として認識されている表象像が必要とされる所 以
である.

ちなみにこれでは認識の始源は実体で十分なのではないか， とL、う疑念も生まれて
こよう. これに対するイブン・ シーナーの解答は 以下のように予想される.
何かの認識が無から生じることはない. あるものの認識は， 何か別の認識から生じ
る. しかし認識の始源への遡行が永遠に継続することはありえない. どこかに認識の
最初の始源・ 出発点があるはずである. その出発点は最も普遍的なものである. 最も
普遍的なものは， 存在者である. 存在者が， 全ての認識の始源である.

また実体の知性的概念の流入には， 存在者ではなく， 実体の表象像だけで十分なの
ではないか， との反論も可能であろう. r漠然とした男性一般のイメージJの比喰を
思い出して頂きたい. 実体が知性認識される 前は， その表象像も漠然と「存在者jと
しか表象されていないであろう. もし存在者が予め認識されていなければ， それら表
象像は， 存在するのかしないのかも分からないものになってしまう. 存在するのかし
ないのかも分からないものが， 知性認識の一翼を担うのは不可能である.
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さらにまた実体・ 偶有 以外の， 例えば物体の知性的概念の流入において， 存在者が
必要なのか否かも， 問題とされよう. 物体の知性的概念の流入を惹起するには， 実体
の諸表象像で十分であることを考慮すると， 存在者は必然的条件ではないように恩わ
れる. すると存在者が直接的に認識の始源となるのは， 実体と偶有に対してのみであ
って， その他の本質に対しては， 実体と偶有の始源であることによって， 間接的に始
源となっていると考えられる.

さてここで最初の 問題に戻る. 存在者は「その他全ての認識の始源Jという性格と，
「他の本質に先立つて認識されていなければならない構成要素ではないJというこつ
の一見相反する側面を持っている. この二つの側面がどのように関係しているのか，
これが 問題であった. 本 論はこのような解決を提案する. 1その他全ての認識の始源」
と言われた場合の「認識」と， 11也の本質に先立つて認識されていなければならない」
と言われた場合の「認識」とでは， 同じ「認識」という言葉が使用されているが， 二
つの異なる作用をそれぞれ示している. 先の「認識jは， 1人間の理 論知'性への知'性
的概念の流入」を指し， 後の「認識」は， 1かつて流入した知性的概念に対する理論
知性 内の態性の成立Jを指す. 実体概念に特化して具体的に説明すると， 存在者は実
体の知性的概念が人間の理論知性に刻印されるためには必要であるが， その実体の知
性的形象の分析・ 定義付けには不要である， となる.
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