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本書はBaden-Württemberg州のWei1heim-BierbronnenにあるGustav- Siewerth
Akademieに2004年に提出された修士論文に加筆修正が加えられ， Peter Lang出版によ
って新しく創刊された哲学的叢書rAd Fontesjの第一巻として出版されたものである.
著者であ るDominik Lusser氏は2004年現在， Universität Freiburg (Schweiz )のカ
トリック神学部で研究中の学徒である. 著者によれば， 中世スコラ学盛期にアリストテレ
ス哲学を受容した代表的思想家であるトマス ・アクイナス(1225-1274 )とヨハネス ・ ド
ウンス ・スコトゥス(1265/66-1308 )とは共にキリスト教神学者として多くの点で共通の
基盤に立つ思想家であるが， アリストテレス哲学受容に際して， その形而上学の中心概念
の一つである「実体j概念に関しては， 両者の理解には大きな相違が存在しているとのこ
とである. 本書はアリストテレス由来の， トマスとスコトゥスの「実体」概念の相違とそ
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の根拠を形而上学の観点から比較検討したものである.
本書の概要を紹介すれば， 第一章では「形而上学と実体jというタイトルのもとで， 13
世紀西方ヨーロッパにおけるアリストテレス形而上学復興という経緯のなかで， アリスト
テレス形而上学由来の「実体」概念がトマス ・アクイナスとヨハネス ・ドゥンス ・スコト
ゥスによ ってどのように受容されたかが 両者の形而上学に即して吟味される. 著者によれ
ば， トマス ・アクイナスは， 主として， I存在の類比(analogia entis)J説に基づく「存
在 神学(Ont口一Theologie)Jとしてアリストテレス形而上学を受容したのに対し， ヨハ
ネス ・ドゥンス ・スコトゥスは， 主として， I存在の一義性(univocatio entis)J説に 基
づく「超越の学(scientia transcendens)Jとしてアリストテレス形而上学を受容してい
るとのことである. 第二章では， I存在理解と実体」というタイトルのもとで， 中世スコ
ラ哲学における「存在への問いjというコンテクストで， トマス ・アクイナスによる「存
在(esse)と 本質(essentia)Jの厳密な区別， 及び， す べ て の 存 在 さ せ ら れ た も の が
「自存する存在自体(ipsum

esse

subsistens)Jを分有すること， 及び， I存在の現実態

(actus essendi)Jによ って現実化させられるという「存在と実体jに関する理解と， ヨ
ハネス ・ドゥンス ・スコトゥスによる， 非必然的に存在するもの及び有限に存在するもの
に関する存在性を「存在することに対する無矛盾性(non repugnantia ad esse)Jという
規定によ って構成する「存在性と実体j理解に関して検討が加えられる. 第三章では， 両
者の存在理解に基づく「実体の内的構造j及び個的実体における「個別化の原理(prin
cipium individuationis)Jに関する見解と その理拠が吟味され， 最終的に， トマスとスコ
トゥスの実体理解の射程と その妥当性とが考察されている.
著者 Lusserは「形而ヒ学と実体jの章で次のように述べている. よく知られているよ
うに， トマス ・アクイナスは現実態と可能態の区別というアリストテレスの実体理解に忠
実に沿 った立場から出発し， この区別を存在するものにおける実体と偶有性の存在様態の
区別に一貫して適用することによ って， アリストテレスの存在理解を拡張する実体理解を
示している. トマスは その形而上学全体を「存在の類比(analogia entis)J概念によ っ
て表現しているが， 彼の形而上学の到達点は存在するすべてのものの第一原因を探求する
ことであり， それは最終的に「純粋現実態(actus purus)Jを規定することであり， 言う
までもなし それはアリストテレス自身が「第一哲学 Jの課題としてきた事柄である. そ
の上で， トマスは存在するものの現実性とは存在自体の現実化する行為に与る， その純粋
な現実性を「存在の類比 J下において分有することにあると考えている. それ故， トマス
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の 形 而 上 学 に お いては「存在するも の(ens)J自体に中心があるのではなし「存在
(esse)Jないしは「純粋現実態(actus purus)J自体に中心があると考えられる. 一方，
スコトゥスによれば， 形市上学とは 本来， I超越の学(scientia transcendens)Jであり，
神と被造物あるいは実体と偶有性という， あらゆる学の対象としての存在するもののカテ
ゴリーを超える理拠であるべきと考えられている. それ故， 存在するものはすべて純粋な
無に対する「存在の一義性(univocatio entis)Jの下において， I存在することに対する
無矛盾性(non r叩ugnantia ad esse)Jという最終的な存在性を有するものであると考え
られている. 従 って， この理拠下において「現実態と可能態J， I必然的なるものと 非必然
的なるものJ， 及び「無限な存在と有限な存在j等のあらゆる存在性を規定するカテゴリ
ーを超えた， 存在するものすべてに関する超越的存在性の固有性に関する視点が開示され
ることになる.
さらに， 著者 Lusserは「存在理解と実体jの章では次のように述べている. トマスと
スコトゥスの存在理解と実体理解とは両者のキリスト教神学における創造理解が その理解
の 基礎とな っていると考えられるが， トマスは「具体的に存在するもの」における「存
在 Jの超越論的意味を「存在するものの内的な規定としての 本質jという観点からではな
く， ひたすら， I存在 そのものの現実態(Akt des Seins)Jという観点からのみ理解する.
可能態である本質は常に全くの可能態性に留まるに過ぎず， 具体的に存在する個物の現実
性とはも っぱら存在 そのものによ って担われていると考えられる. I純粋現実態j及び
「自存する存在 そのものjである神が具体的に存在するすべてのものを創造し， 存在させ
ているのであり， すべての個物は「分有Jによ ってこの神に依存している. 他方， スコト
ゥスによれば， 我々の認識は非必然的で個別的に実在するものに向かうのであるが， I存
在するものとしての存在するもの」の学としての形而上学は現実態を支える可能態の構造
を探求する超越の学であり， それらの存在性か将つ内的形相性へと向かう学である. 最終
的に， この学は神の知性の認識のなかに それらの根源を求めることになる. それ故， 諸々
の存在するものの持つ存在性とは現実に実在する存在性だけではなく， 実在においては無
であるが論理学的及び可能的な在り方においては無ではなく存在するもの(esse

intel

ligibile seu esse deminutum)の固有の存在性をも視野に捕える. それ故， スコトゥスの
形而上学においては， 形相の最終的現実性を表示する「存在することに対する無矛盾性
(non repugnantia ad esse)Jという存在性が規定されるが， それは， 個物としての実体
とはこれらの存在性が形成している一性の謂いということになる.
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最後に， 著者 Lusserは「個的実体の内的構造jないしは「個別化の原理」の章で次の
ように述べている. トマスは質料的実体の存在論的構成という観点から， 現実に存在する
個物の持つ最終的な個別性は類や種から由来するのではなく， r現実化する存在行為
(Seinsakt)J自体が現実に存在する個物の唯一の個別化の原理であると考える. こ れに
対して， スコトゥスは現実に存在する個物を構成する種々の内的な存在性という観点から，
それらが「存在することに対する無矛盾性(non repugnantia ad esse)Jである限りにお
いて「事物の側からの形相的区別(distinctio formalis ex natura rei)Jという原理によ
って各々の存在性に固有の形相性を認める. 現実に存在する個物には個物性を規定する一
つのヒエラルキー的秩序のもとに種々の存在性が存在しており， この秩序は最終的に「こ
のもの性(haecceitas)Jという概念によ って表現される. こ の結果， 類， 種， 種差， あ
るいは， 質料， 形相， 実体， 偶有性等の如何を問わず， それらは それらに固有の各々の存
在性に適合する規定的な現実性を有することになり， 最終的に， 究極の個別性によ って規
定された個物が固有の存在性を持つことになる. しかしながら， こ れは まだ実存(Exis
tenz)としての存在性ではない. 個物は個的存在性の種々の段階において規定されるので
あるが， それでも尚， その個物は可能態の段階に留 ま っている. 個物における最終的に到
達されるべき実存とは， 神の創造行為によ って可能態が「現実的な現存在(das

wirkli

cheDasein)Jへ高められることを待たねばならないことになる. 以上から， 著者 Lusser
によれば， トマスはアリストテレスの実体理解を「解釈(Interpretation)Jしながらキ
リスト教神学に適用しているのに対して， スコトゥスはアリストテレスの実体理解に一つ
の突破を粛す「再解釈(Umdeutung)Jを行うことによ って新たに展開しているというこ
とである.
蛇足ながら， 私見を述べれば， 実体に関して形而上学の観点からのみトマスとスゴトウ
スの思想を比較検討すれば， こ のような結果となろうが， 両者は本来的にはキリスト教組
織神学者であり， 各々， 独自の神学的構想、によ って形而上学を展開していることをも考慮
すれば， 実体をめぐる各々の形而ヒ学の内的必然性がより一層明確になると思われる. キ
リスト教組織神学の中核となる神学は三位一体論とキリスト論であるが， それらを一貫し
て論じる概念が「ペルソナ概念jであり， それはすぐれて「実体」概念に纏わる議論であ
る. よく知られているように， トマスは， アリストテレスの実体L概念に忠実なボエティウ
スのペルソナ概念:

r理性的本性の個別的実体(rationalis

naturae

individua

sub

stantia)Jを直接用いて三位一体論を展開するが， それは， トマスが最高の学と考えるア
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リストテレス形而上学によってキリスト教神学を根拠づけようとするからである. 被造物
から得られた概念を神に適用しながら， 神と被造物との存在論的差異の識別を通して徐々
に神へと上昇する「下からの神学jであるトマスの神学においては， 最終的に， 父なる神
のペルソナと子である神のペルソナの各々の基体はあく までI{同的実体jであり， それら
は「存在の類比jのカテゴリーにおいて理解される関係性で把握されることになる. これ
に対して， スゴト ウスは， リカルドゥスにならって， ペルソナ概念を「知性的本性の非交
流な実存 (intellectualis naturae incommunicabilis existential Jと定義する. この場合，
ペルソナ概念の基体は「非交流な実存jであり， ここにはすでに「交流する実存jという
概念が前提とされている. I交流する実存」とは「愛の交わりjという聖書における三位
一体に関する啓示 そのものの概念のスコラ的な表現であり， アリストテレスの「実体」概
念から見れば， I解釈jされた概念というより， ほとんど別の概念といってよいほど|再
解釈jされた概念である. それは， スコトゥスがキリスト教神学の源泉である聖書におけ
る三位一体の啓示 そのものから「ペルソナ概念jを汲み取ろうとするからであり， 被造物
は その「似姿」であると考えるからである. スコトゥスの神学構想はし〉わゆる啓示の神か
ら下降する「上からの神学」ないしは「神の受肉の神学」と呼ばれるものである. トマス
とスコトゥスという中世を代表するキリスト教紅織神学者の， 各々の神学構想全体から見
れば， 両者のアリストテレスから由来する形而上学と「実体」概念の相違に関する各々の
内的必然性の相違も一層明確に理解され得ると考える.

