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トマス・ アクイナスとアグィケンナに

於ける偶有とし℃の存在

千 阪 靖 朗

I 

アヴィケンナがどのような影響をトマスに及ぼしたかを全般的な問題か

ら規定していこうとすることは全く困難なことがらに属するが， 存在と本

質との問題に限れば， アヴィケンナの果たした役割は極めて大きいといえ

る。

一般的に， アヴィケンナの形而上学は本質主義的といわれる。 即ち， 必

然的存在者以外のすべての存在者に於て， 存在はただ附帯的， 偶然的にし

か考えられないのに対して， 本質には常に優位性， 絶対性が帰せられてい

る。 これが本質主義といわれる所以に他ならたいが， 他方， トマスが存在

と本質との考察を行うとき， アヴイケンナの}

く引用されている。 しかしながら， トマスの思想、をiI与代と共に追っていく

と， アヴィケンナに対する評価， 見方はi斬次変えられていったように思わ

れる。 このことは， 殊に偶有としての存在の問題にあてはまるが， ではそ

れはいかな'る点に関していわれるのであるか。 この問題を中心にして， 両

者の立場， 見解を明らかにしてみたいと思う。

11 

トマスは， 1"存在と本質」の中で， 魂と個物に存しうる「本性」 の二様

の仕方にふれた後に， それ自体絶対的に考察された本性にとって， 存在が

附帯的であることを明らかにしているが? このような考察がアヴィケンナ

の立場の上でなされていることはいつまでもないことである。
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アヴィケンナにとって， 本質とはある事物が他から区別される限りに於

て， 事物をそれ自身事物たらしめるものであるが， これは叉， 定義の示す

「規定」に他ならず， 且つ， 本質は次の三つに区別される。(1) 事物それ

自身の中に現実化されてし、る木質。(2) 事物を認識する知性の中に求めら

れる本質。(3) それ自身に於て把えられる本質。 前二者はそれぞれ個体性

及び普遍性として把えられるものであるが， それらは又， 現実化の状態、及

び認識の状態として「関係づけられた本質」でもある。 従ってそれらの存

在性は外からの附加によりて存し， 自らの中に存在を含まない。 これに対

し， 個体的でも普遍的でもないそれ自身に於て担えられた本質は， 外から

の附加にいかなる関係ももたず， いかなる条件にも属しない本質である。

例えば， 動物が感覚的に存するものであり， 更にそれが魂に認識されると

き， それは明らかに動物であると共に， 動物であらざる他のなにものかで

ある。 換言すると， そこには本質と存在との結合が見出される訳であるが，

そうである限り， 存在は木質にとって偶有的であり附帯的である。 しかも

定義は本質に於て示され， 存在についてでな く， それ白身に於て把えられ

た木質こそ附加に関係のない完全にして可知的な本質である。

か くして， 存在は本質的構成要素で、な く， 両者は全 く相実ったものであ

って， ここに所謂， 存在と本質との実在的区別の提起される所以が存する。

トマスは以上のようなアヴィケンナの所説を受入れて， 本質を同様に三

つに医別し， 更に進んで什成実体の本質について次のように述べている。

「本質或は何性の概念に合まれないものはすべて外からの附加によっ\

l'íと結合する。 なぜなら， いかなる本質も， 本質の部分であるものなしに

は認識されえないからである。 ところがいかなるス i或は何性も， その存

在について向も知ることがな くとも認識されうる。 例えば， 私は， 人間と

はなにか， 或はブェニッグスとはなにかを知ってはいても， それがはたし

て実際の自然の中に存しているかどうかを知らないこともありうる。 それ

故， 存在:は本質ないし何性とは別のものであることは明らかである 。」これ



80 

と同じような問題は他方， r命題集注解」でも桁摘され， 類の中にあるも
(6) 

のはすべて存在と異った何性をもつことが諭ぜられている。 明らかに彼は

アヴィケンナに従って， 合成実体に於ける存在は十全な概念、に合まれず，

常に|外からの附加」 によって本質と結合し， かくて存在は偶有的である

ことを述べているのである。

この偶有としての存在は， 上の著作よりも後なる「真理について」 の中

でも次のような形で論ぜられている。 それは， 天使は質料的事物を或る

形相もしくは認識された自己の本質によって認識するか」 という論題で述

べられている見解であるが， ここでは類似， 及びその原因という点、から考

察されている。

質料的事物の原因は神であって天使でない。 従って. 質料的事物の似像

(類似〉もその原因によるのでなければ天使のrilにも存しない。 或るもの

を自己自身によらずして他から所有するすべてのものはそれを自己の本質

を超えたものに依存している。 第一存在を除く A切のものは存在を他から

もつから， いかなる事物の存在といえどもそれい自己の本質とは別のなに

ものかである。 それ依， 天使に存する質料的事仰の似{象も， 自己の本質と

は別のものであってそれは神によって印刻されたものである。

明らかに以前の著作で言及されたものと同じ旭日に立っているが， しか

し， 存在が「外からの附加」であり， 本質とは日11のものであるといわれで

も， それは決して単iこ外部から存在が本質につけ加わっていくことを意味

しなヤ。 存在は， 本質にとっては外にある超越l切な動力因， 即ち， 神によ

って本質の中に原因うけられるのであり， それ，f'r_に本質を内部から成立さ

せ， 且つ， 本質の最も内なるところに存するものなのである。 だから， 存

在が偶有的であるといっても， それは存在の秩序に於ての「働き」として

の論理的な偶有なのであり， 決して可述語的な偶有でない。

他方， トマスの存在についての考察は， 初期にあっては， Emち， r命題

集注解J， r存Æと本質J， r真理についてJ の時代では， 例えば， es弓e を表



トマス・ アクイナスとアずィケンナに於ける偶有とLての存在 81 

わす;引てしでも， a ctus邸側ia e， a ctus forma e， a ctus essendi， OCtus entis 

という， 常にa c加sという請を伴って考察されており， 後σ7著作でみられ

る実に多彩な表現はまだみられない。 勿論， これらの初期の著作でも後の

思想、の展開を示す基盤ははっきりと確立されはしているが， しかし存在と

本質との問題ではまだ アヴィケンナの見解を基本的には受け継いでいるの

である。

いうまでもなく， 存在と本質との区別に当って， トマス同 アヴィケンナ

の立場を出発点とし， その限りに於て アリストテレスにみられるような存

在と範曙との同一視の如きものや， 又， ボエティウスに始まり， 当時伝統

化していたとさえいえる種の完全化としての存在だけを存在の中区みよう

とはしなかった。 けれども存在と本質との合成体の考察の上で可能性と現

実性の理論に加えて分有説の適用をなし， 以って本質に由来しない叡知性

を存在に認めることにより， 存在の超越性， 優越性を見出していこうとす

るトマス独自の思想の全き発現は上記の著作ではまだはっきりとは現われ

ていない。 殊に， 分有説の採択はトマスの思想の発展に根本的な深さを加

えさせ， これによって当時の伝統的な説を破ると共に， 他方， アヴィケン

ナ説にも対腕的な位置に立たせるに至ったものであると思われるが， 初期

の著作ではそれは散在するだけにとどまっている。 因みにいうなら， 分有

についての長初の体系的な考察は「デ・へプドマディーブス注解」に始ま
(10) 

ると考えられるが， 続く「対異教徒大全」ではそれは存在と本質との区別

の上で全く重要な役割を果たすものとなっている。 勿論， 初期の著作でも，

いうまでもなく， トマス白身の深い思索による彼独自の所説が多々見出さ

れるものではあるが， アヴfケンナ説そのものに対してはまだ明確な批判

的立場はとられていない。

さて， 偶有としての存在の問題に関して， トマスは「自由討論集第九」

でも， 叉， I能力についてJの中でもアヴィケンナにふれているが， 後者

の著作では次の アヴィケンナの所論をかかげ， 且つ， それに対する自己の
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解答を付している。 アヴィケンナによると， 偶有的に存するものはいかな

るものも無限でない。 しかしてすべての被造物の存在は偶有的である。 故

に， 一切の被造物は無限に存続せずいつかは削減する。 これに対しトマス

は次のように述べている。 即ち， 存在は本質の現実態であるから， 偶有と

いう頭に属する偶有でない。 何故ならこの場合， 存在は本質の部分となる

ものではないからである。 しかし偶有という引にあるとしても， それは無

限に存続しないこともない。 というのはこの仙有は実体の必然性によって

内在するからであるが， 他方， 偶有的に基体に内在する偶有性は決して恒

久的に存続しない。 か くしてトマスはここでい偶有を存在の秩序に於ての

論理的な怠味での偶有と， 可述語的な偶有との二つに区別し， アヴィケン

ナに於ける{同白.の与察が明確でな く， 且つ， 恐ら くは可述語的な偶有とし

て取上げられていることを示唆しているのである。

続いてこの問題は， 今度は ーと存在との問凶に関係して「形而上学注解」

で取上げられる。 アヴィケンナに於て， ーと存在(u num et ens)とは事物

の実体を立味せず， 或る附加されたものを表わす。 なぜなら， 存在を他か

ら所有するいかなる事物も， その存在と実体もし くは本質が異っているか

らである。 とすると， ensは esse そのものをJiiすことになり， 従ってそれ

はキ;質に附加された或るものを意味することになる。 更に， 存在と置換さ

れるーは数の原理であるーと同一である。 数的なーは実体に附加された或

る本性である。 なぜなら， もしそうでないとするなら， ーから構成された

数は実体に附加された偶有である量的なものとはならないからである。 従

って， アヴィケンナに於ては， ーが存在と置換されるといっても， それは

事物もし くは存在の実体そのものをでな くして， あらゆる存在に内在する

偶有を意味する。

アヴィケンナのこの見解は明らかに存在を可述語的なものとみなし，恰

かも実体に対するなにものかの附加として存在が述べられている。 しかし

トマスによればこうした見解は全 くの誤りである。 トマスにとって， これ
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は後の著作ではますます深く追求されていくように， 存在はいかなるもの

にあってもその最も内なるところに， なににもまして最も深く内在するも

のであり， I事物に於て存するすべてのものに対してその形相という立場
(15) 

にある」ものであるa 事物の存在はたとえそれが本質とは月IJのものであっ

ても， 偶有という仕方で‘つけ加わってくるものでな く， 「t〉ょうど本質と
、 、 、 、 、 、 、 (16)

いう原理によるかの如くに構成される」ものなのである。 即ち， 本質の実

体的な現実性なのである。 この点に至ってはトマスとアヴィケンナの融合

はもはや考えられない。 ジノレソンの表現を以ってすれば， それは進化とい

うものではなくして革新で、ある。 全く異った立場で存在が夫々によ ってJ5-

察されているのであり， この点によってトマスはアヴィケンナそれだけで

なく他のすべてを超える優れた立場を切り聞いているのである。

さてt記のアヴィケンナ孔は「自由討論集第十二Jに再が坂上げられて

いる。 アヴィケンナはーと仔在をして偶有を述語づけるものと考えた。 問

題の混同はまずここに始まる。 依は， 数的なーはなんらかのものを存在の

実体につけ加えるという見地から， 存在と置換されるーも亦， 存在の実体

になにかをつけ加えると考え， 結局はそれを偶有と解するようになったの
(19) 

である。 だがこれは誤りである。 数の原理としてのーは， 量という類に属

するから， 存在になにかをつけ加え， その限り偶有である。 他方， 存在と

置換されるーは事物の実体や， 同様に存在そのものを怠味し， I分割され
(20) 

ざる存在」そのものを指すのである。 しかるに アヴィケンナは数的なーと

超越的なーとを同一視し， これによって誤った結論と混乱とを導いたので

ある。 これに対し， トマスでは， 存在と置換されるーは超越的形而上学的

なーとして「存在する働き|そのものと不可分にあると考えられ， 数的な

ーと全く異ったものとして区別され， ここから アヴィケンナに対する反論

も行われるのである。

ところで上記のアヴィケンナの見地からすると， 天使に於ける存在も可

述語的な偶有ということが結果する。 勿論そのようには， 僻されえない。
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11.f故なら， "f1ìt態に して現実態にあるものはより優れた現実性を分有する

ことにより現実態になるからである。 即ち， 第一の且つ純粋の現実態， こ

れは白存する仔在そのものであるが， それを分有することにより， より以

上iこ現実態となるからである。 か くして， 存在の分有によって夫々のもの

は完全化され， 存在によらなければ存しない形相にとって存在は補完者と

なるものなのである。 従って， 事物の実体的な存在は偶有でなしに， 質料

なしに， 或は賃料と共に存する形相の現実性である。 だから広範な意味で，

被i止の事物に於ける存在の如き， /{--.:質の部分とならないものが偶有とよば

れるなら， 或は又， 事物の本質の外にある一切のものが偶有といわれるな

らば， 存在も亦， fi品イJて、ある。 だがその場合に しても， それはただ「偶有

的な状態と してある」のでな く， すべての実体の現実性としての偶有であ

る。 だから， この意味では， その存在が本質である神以外のあらゆるもの

はすべて偶有をもっといわなければならないであろう。 それ故， こうした

神以外の一切のものに於ける偶有は次の三つのものとして考えられる。 ま

ず， 本質の外にある存在としての偶有。 次いで， 基体には属すが， 本性に
(22) 

は基かない偶有。 か くて， 本質と存在とが区別される事物にとって， 存在

は基体の必然的な構成部分となるものであるが， 本質にとっては偶有的で

あることが知られるのである。

以上のことから， 存在は偶有的であるが， しかし， 可述語的なものでな

いことは明らかである。 だが， トマスが解しチこように， アヴィケンナは存

在を常に可述語的なものとみなしたのか， 或はそうでないとするならこの

ような解釈は何に由来するのか， 或は又， トマスはアヴィケンナの中に可

述語的以外の考察を見出したか， が次の問題となる。

III 

アヴィケンナに於ける偶有としての存在の品に批判を向け， 且つ， その

後の時代に大きな影響を与えたのはアヴェロエスで、ある。 トマスも時には
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アヴェロエスに依拠してアヴィケンナに反対したが， ではL、かなる点から

アヴェロエスはアヴィケンナの偶有としての存在を可述語的なものと認め

たのか。

アヴェロエスによ る と， í存在者J mawjüd (en s) という語はその意味

の上で、変化した内容をもっている。 この語は普通に用いられているのとは

異った意味で、哲学の中で使われているが， 一般には， 或るものが或る事物

に内在するという意味から， 次第に， 基体に内在するということを表わす

ようになり， か くて或る人遣は， 事物に存する偶有の立をもっと考えるよ

うになった。 アヴェロエスが説明するように， この語はかくしてその中に

偶有という意味を内包しつつすべてのことに対して使われる訳であるが，

更にゴワションの指摘によれば次のような性格をもっている。 cn sと訳さ

れるmawjüdは， 本来， 抽象的な意味で、用いられるw u jüd(e sse )に対し

て， í存在するものJ， í存在者」 という具体的な意味をもっ受動形の分詞

である。 しかし又， 能動分<Í司の意味でも使われるが， アヴィケンナはその

両形の意味で， 且つ， 第一存在にも被造物の存在にも -般的な仕方で使用
(24) 

している。

上のことからも知られるように， この語がその中に偶有という意味をも

ち， 更にそれをアヴィケンナが明確な区別なしに種々のことがらに使って

いることから， まず言葉の上で， アヴィケンナの述べる存在の概念、そのも

のにまで偶有的な性格が含まれると解さるれようになったその理由の一端

がここに存しているように思われる。

言葉の問題に続いて， 更に， アヴェロエスは内的な問題として次のよう

に評している。

「アヴィケシナによれば， 存在は何性に生ずる偶有である。 ……或る人

が， 存在は何性に附加される， というとき， 存在はそこでは自ら構成され

ないことになり， これは全く間違った論議である。 というのは， このこと

から存在という名は魂の外にあって十箇の範曙に共通する偶有を意味する
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ことになるからである。 これがアヴィケンナのQ解であるJo Iーと存在は

事物の本質に附加された状態 (disposit io)を意味すると考えた点でアヴィ

ケンナは全 く誤りをおかした」。

アヴェロエスは明らかに， アヴィケンナに於ける存在を正し く可述語的

な偶有と解しているのであって， かかる見解がやがてはトマスに受入れら

れ， ついには存在は本質の偶有性であるという主張はアヴィケンナに由来

すると目されるようになったので、ある。

従ってこの偶有ということが， 一体どのような面でアヴィケンナに用い
(27) 

られたかを考えてみる必要があるであろう。

偶有('araçl)という請は， 一般に， 彼に於ては多義に用いられている

が， 普通， acciden sと訳される場合， 次の二つ， nDち， 実体及び4L:itに対

立して用いられる。

1. 実体に対立する存在論的偶有。

2. 本質に対立する論理的偶有。

a 共通的偶有。

b 因不ーの偶有。

このように多 くのことに対して使用されるが， 前述のーと存在の問題に

関してまず考えてみよう。

{皮は， 数的なーと 存在と置換される一， IlIJ ち， 存在的， 超越的なーと

を混同したとして数々の批判を浴びてきたが， 勿論， そのような非難と反

対に， 彼にとっても超越的なーは量的なものにいかなる関係ももたない(民

有である。 llP i:_)， 他の九箇の最高類と同様に実体の述語形態となるもので

も， 本質の構成要素となるものでも ない。 彼にとって， 存在は本質に「伴

ってある」 ものであって， 種に優越する外延をもっ「共存者J (Hizim)と

よばれるものである。 換言すると， I共存者」はそれが存する限り本 質か

ら分離されえないから， 存在は「共存者」である。 従って， 存在と置換さ

れる超越的なーは本質と不可分離的にありはするが， 共存者の一つ7、￡る
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から， 本質の構成要素となるものではなく， 又， 存在の偶有でもない。 こ

のようなことから明らかなように， 存在は共存者ではあるが何性の構成要

素でも， 従って類ともなるものでもなく， その故に， 可述語的なものでは

全くない。 ここでははっきりと存在論的な偶有と， 本質に対立する論理的

な偶有とが区別されているのであって， 如上の批判は甚だ不当なものとい

わなければならないであろう。

ところで， ここでは「共存者」の概念、が存在の性格を明らかにさせるも

のとして重要な働きをもっている。 だが， 共存者は本質によってひき起き

れるものでないにしても， それが本質に対し， 正に共存者であるが故に不

可分離的にある限りに於ては， それは本質に対し深い関係をもっている。

他方， 共存者は本質の構成要素でない限りに於て偶有との関連をもってい

る。 換言するなら， I構成要素と存在者とはそれら両者が事物から分離さ

れない点で共通している。 共存者と偶有的なものはそれらの各々が事物の
(32) 

本質の外にあるということによって共通している」のであって， 存在が偶

有的な共存者とよばれる所以も， 亦， ここに存するのである。

では， 本質にとって偶有的であると共に共存者である存在は如何にしで

あるか。 存在することの必然性は何にもとめられるか。

上述のように， 存在は事物の構成要素にあらずして事物に伴う共存者で

あるが， これは正に存在ということそれ自身によって事物に属し， 他方，

外的にはこの世の中に存していさ。 しかし外的にあるということは共存者

が外部からの原因によってのみ存することを表わしている。 しかもこのこ

とは叉， 次のことからも明らかである。 存在はすべての何性よりも共通的

であるから， 外部からの原因によらなければならない。 かりに存在が何性

の内的な要素に属しているとすれば， 存在は何性の領域内に存することに

なる。 存在は範曙すべてに結びつけられはするが， 他方， 個別的には範曙

の各々を超えている。 従って， 存在の原理は何性の外に求められなければ

な広ない。 だが， このことは存在が任意に加わってくることを意味してい
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ない。 或る意味では， 存在は常に何性に依存し， 何性に由来しているので

ある。 しかし何性そのものから直接に現われるのでなしに， 外部の原因の

働きによって現われてくるのである。 即ち， 何性そのものに基く直接的な

共存者は非存在であり， 存在は「間接的に」何性に由来するのである。 こ

のように共存者は外部からの原因によって現実的に存在するのであるが，

更にこの点に於て最も重要な基盤を与えるものが， 所謂， 必然的存在者及

び可能的存在者の概念、である。

アヴィケンナによれば， あらゆる存在者は必然的な原因の連鎖によって

すべて純粋のー者から流出して存在する。 これらの存在は自らの中に存在

する必然性をもたず， 常になにものかに原因づけられて存する。 従ってこ

れらの存在は存在しなかった後に「存在し始める」ものであり， これらが

「可能的存在者」とよばれるものである。 ところでその原因の系列は無限

ではありえ次し それ自身必然的であり他から原因づけられない最高の第

一原因がなければならない。 この第一原因こそすべての存在者の始動因で

あり， そこにもし非存在が想定されるとするなら矛盾を含むと考えられる

究極的な「必然的存在者」である。 更に， この第一原因は， 実体とか存在

とかいう類にも属さず， 或は所謂， 類， 種， 種差にも分割されない絶対的

に単一な必然的存在者であるから， いかなる合成も含まない。 従って必然

的存在者はいかなる何性とも共通したものをもたない。 即ち， それ自体，

類とか種， 種差によって区別される何物ももたないからその存在は本質と

同一である。 だが， この存在を原因とする他のすべての存在に於てはその

存在と本質とは区別されなければならない。 しかし， ここで必然的及び可

能的として語られる存在者に於て， この必然的， 可能的ということ自体が

種となるものでないのか。 いうまでもなくこの場合， 存在は同義的にでな

くして「類比的に」述べられるものに他ならないから， 種というものには

なにも関係をもたない。

さて， 可能的存在者はそれ白体では常に可能的なままにとどまるが， そ
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れが存在するに至るとき， 既に他の存在による外からの関与の結果である

から， そこには原因の必然性がなければならない。 即ち， 可能的存在者は

「他によって必然的」である。 従って， 可能的存在者の存在は， 本質に附

加された偶有的なものであり， 決して本質の構成要素となるものでない。

常に本質の「外に」存在の原理が求められるからである。 しかし外からの

関与の結果， 存在が本質に附加されるとき， その存在は常に本質を前提と

している。 従って， 本質そのものは存在から離在しているから， 必然的存

在者は論理的にいって存在していなければそれ自体矛盾を含むものである

が， 可能的存在者はそれが非存在であっても矛盾を含まないものである。

なぜなら， もしそれが存在するなら他からの原因によって存す る の で あ

り， それ故， 存在と本質とが実在的に区別されるものだからである。 かく

して， 可能的存在者は存在と本質との合成体である。

以上のことから知られるように， 存在は本質の十全な概念、を全く超えて

いる。 この意味で， 存在は本質にとって附帯的であり偶有的でありはする

が， ここからは存在が他の範曙と比較されるような可述語的なものという

結論はなにも出てこない。 このようなことは更にもう一つの面から確めら

れえよう。

可能的存在者は， それが存在する以前では単なる可能性のままにとどま

っており， その故にこの可能性は論理的にいって存在に先立つている。 い

うまでもな く可能性は存在に関していわれるものであり， それは存在の欠

如を示す状態に他ならない。 この欠如が他によってみたされるとき， それ

は存在の「始まり」をもつわけであるが， とすると欠如そのものは本質に

属し， 且つ， それは他によらなければ欠如のままにとどまる。 従って可能

的存在者が現実に存在するに至るときには， その存在は自らの本質から直

接的に結果したものでなく， 自らによって在る必然的存在者に原因づけら

れて存するのである。 か くて可能的存在者の存在は時間と共に「始まり」

をもっ偶有的なものであるが， 他方B これによって明らかとなることは，
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木質の自己充足性である。 本質は， この可能的仔在者に合まれる存化の現

lìíîDX:は欠如の如何を問わず， 常に恒久的に不変のまま存している。J免11す

れば， 本質そのものは存在にかかわりなくそれ自身独立した， 絶対的な臼

己充足性として存するのである。 従って本質が，iT述語的なものとしての存

在を伴うということは全くありえないことである。

だが*1'1が絶対的， 自己充足的なものとしても， 厳密にいうならば少く

とも次のように1=iいうるであろう。 本質は白らの中に存主を合まず， その

限り千百Eが{I肝fi'!りであり， 本質に附加されるものであっても，千子白:ぞと現実

化させる原因によって存在という共存者を伴うFHり， 二次的には存在は木

it;こrtl来するといわなければならない。 即も， {f-在を合まず， JLつ， 存在

を除外しないという限り， 本質は存在IY�な問題;こ閃してii?に'1':I'iJ'i'-Jt�、工場

にあるといわなければならない。

かくして以上のことから次のようにいうことができあ。 [存在は偽有1'1守

である」という場合， 勿論， 偶有そのものは五�- (quinque voces)に数え

られるものの一つであるが， 論理的な1/.IHlとして解されなけ札ばならないl

存在は本質の究極の概念、を超えるものであり， その|民り存(1'は本町にとっ

て附，i11:的であり偶有11りである。

以上の諸点からみるとアヴィケンナのJ51きはアヴェロエスにより全くの

誤解のドに古及されたことが明らかである。 日つ他方， アヴィケンナの偶

有としての存在説はトマスのそれと極端に異るものでない。 同様のことが

らはÎ'可者に諭ぜられているのであるが， ではM故にトマスはアヴィケンナ

に批判を加えたのであるか。 その内因は何に求められるか。

IV 
(却)

アヴェロエスはアヴィケンナについて次のように報告している。 「現在，

アヴィケンナの多くの友人たちがこの難問のために， アヴィケンナの見解

を説明しようとしているのを我々は知っている。 彼等は述べている， 即ち
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アヴィケンナは離存実体の存することを主張せず， 又， こうしたことがら

は彼が多くの場所で行った必然的存在についての論議から生じ， それは又，

彼が『東方哲学」で考察したところのものである。f皮が東方と呼んでいる

のは， í皮が考えたのと同じく， 神は天界の物体であると主張した東方の人

の見解に従ったからである， と 。」又， ムングの引用によれば， アヴェロ

エスは次のように アヴィケンナに反駁している。 外的な原因によって必然

的となるものは， それ自身では， その原因が消失するのを想定するのでな

ければ可能的という領域にすら入りえないし， 又， これは不可能である。

なぜなら， それ自身必然自りな第一原因は決して消失しはしないだろうから

である。 又， アヴィケンナは或る点でムタカルリムン (論議者〉に従って，

世界及びそこに存するすべては可能的なものの領域にあり， 世界は存しな

かったこともありえようと主張 した。 それに又， 彼は， 非物体的な存在を

確証するために可能的なものと必然的なものとの区別を用いた最初の人で

ある。

アヴェロエスの言及は多くのことがらに対して重要な示唆， 見解を与え

ている。 必然的存在ということによって生ずる種々の難問， 可能的存在と

の区別の不可能性， 世界の永遠性についての問題， 更には， 可能的， 必然

的存在の区別の目的とするところのもの， 即ち， 創造説， 等々であるが，

これらは皆， アヴィケンナの全体系に及ぶ深い問題で、ある。 且つ， アヴエ

ロエスはこれらの問題について， 大部広範な注釈書の中で， 或は著作の中

で論議， 批判， 反駁， 等を行っているのである。 いうまでもなく， 彼 は

「注釈者」として， 犀利詳密な解釈の故に， 或はその鋭利な批判， 学説の

故に， 後世に反対或は受容を問わず大きな影響力を以って望んだが， トマ

スも彼から全く多くのものを得ている。 アヴィケンナに対するトマスの批

判も， 亦， アヴェロエスに多く負っているのである。 偶有としての存在の

問題に於ても， トマスはアヴェロエスによるところ甚だ大である。 従って，

この問題に関する限り， トマスのアヴィケンナに対する立場はまず第ーに
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はアヴェロエスによって培われたといってよいであろう。

さて， アヴェロエスのアヴィケンナ解釈は正当なものであっただろうか。

彼はーと存在の問題に関し， アヴィケシナが数的なーと超越的なーとを混

同し， その結果， ーと存在とは事物の本質に附加された状態であると考え

た点、で誤りをおかした， と非難した。 即ち， アヴィケンナに於ける存在は，

それが偶有の故に何性に「附加」されたものであるから， 結局は， 存在は

他の範時に共通する可述語的なものでしかありえないと解釈したので、ある。

更にこの解釈と共に， 偶有の意を含むところのmawjüd(ens)という請が，

アヴィケンナでは第一存在にも被造物の存在にも適用されているというこ

とから， 恐らくはこれがアヴェロエスにとって月肯し難き問題点となった

のであろう。 アヴェロエスにとって， 存在という語は三つのことがら， 即

ち， �なるものと， その反対が欠如である「存布jについてのみ述べられ

るものであり， 偶有的な存在は離存した存在にな想定されもしなかったか

らである。 かくて彼のアヴィケンナ解釈の背後には彼自身の見解が基本に

なっていたことはいうまでもないことである。 しかし彼自身の説が， それ

自体優れたものであった為， 結局はアヴィケンナに対して単純素朴な誤解

を生ぜしめたのである。

では何故に， このような素朴な誤りをもっアヴェロエスの見地に立って

トマスは アヴィケンナをみたのか。

それにはまず次の根本的な要因が考えられるc トマスが， 殊に， 存在と

木質との医別に当ってアヴィケンナから多くのことそ得， 考察の出発点と

したことは初期の著作が明らかに示す所である。 だが， 彼の思想、の発展に

つれ， 両者の聞にはもはや融和することのない根本的な断層が生じだっ 即

ち， アヴィケンナの本質主義と， トマスの存在の形市ヒ学がこれである。

前述のように， アヴfケンナに於ては， 存在によりも本質に絶対性が帰

せられる。 存在i土木質の分析を通し， 唯， 附帯的に語られるにすぎない。

たとえば可能的存在者の場合， その本質は存在の附加がなければ常に純粋
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の可能的なものだけにとどまるものである。 更に， それが原因によって存

在するに至るときに於てさえ， その存在は本質にとって単なる共存者でし

かない。 なぜなら， 本質は自己充足的なものであり， 自らが存 在 を 含 ま

ず， 他苅存在を除外しない限りに於て， 本質は存在に対し中立的な立場

にあるものだからである。

一方， 可能的なものを現実化させる第一原因の必然性も， それはおのず

から流出するのみであって， 所謂， 創造としての働きの結束とは考えられ

ない。 換言するなら， 可能的なものが受取る 存在も， 単にそれがそこに

「落ちこむ」ものとしか忠われず， 存在はあらゆる意味で附帯的， 偶然的

である。

他方， このようなアヴィケンナの今察は， トマスにとっては， 単なる概

念的な秩序のものとしか忠われない。 存在を概念、的な秩序にでなくして実

在的な世界でみるとき， 存在は本質にとって偶有的， 外的なものでなく，

そのいずれかが無ければ存しない相関的な原理をなしている。 かりに存在

を取除いて有限の事物を考えることができても， それを実在的な世界の中

でみることはできない。 たとえば， その存在を想定しないでフェニッグス

が何であるかを考えることができても， それは純粋に名目的なものであっ

て概念、以外の何物でもない。 トマスにとっては， あらゆるものに共通する

存在こそが最も根本的な完全性と考えられたからに他ならない。

更に叉， í存在が本質につけ加わる」といっても， 上述のように， アヴ

ィケンナでは存在は本質の共存者として把えられている。 換言すれば， 原

因の必然性の故に， 単に存在を伴うのにすぎなのであって， 存在をもつも

のの主体的な働き， 或は能力といった点から， 存在と本質の関係が明らか

にされていない。 この問題は， トマスに於ては存在についての深い洞察か

ら， 分有という事実によって， Ipsum 邸eとens cr，回加m という存在 の

秩序に於ての最も漂い内的な関係のも之で把えられているが， アヴィケン

ナではこのようなことは全く考え得られない。 従って存在と本質との区別
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といっても， アヴィケンナに於ては， 存在が本貨の概念に含まれないとい

うそのことから， その存在の起源を説明するためのものであったというこ

とができるのである。 換言すれば， 有限の事物;こ於ける存在の起源， 原因，

即ち， 必然的存在者の存在証明のためのものにしかすぎず， 叉それ以外の

ことを目的とするものでもなかったのである。 そのために， 有限の事物に

於ける存伝と本質との関係は， 内的積極的な緊宮、な関係のもとでは考えら

れず， 叉， このような関係づけは彼の体系からはなにも結果してこないの

である。 単なる偶然的， 附帯的な関係にのみとどまるのである。

かくして， トマスが初期に於てアヴィケンナの存在と本質についての考

察を出発点としながらも， やがてはそれを拓絶しなければならなかった要

因も上の問題に帰するのである。 一言にしていうなら， それは本質主義の

拒絶であるが， それは又， トマスにとっては次のような面からも取上げら

れていったのである。

まず第ーには， アヴィケンナの体系が， トマス自身にとっても絶対的に

排除しなければならなかった新プラトン的流出i乱として目されたこと。 更

に外的には， "ílf与， 増大しつつあった異質的アリストテレス主義， 或は，

アヴィケンナやアヴェロエスの思想を中核とする諸派との激しい論争にあ

っ7こ， 当11なーの学的状況。

かくて， トマスが始めにはアヴィケンナを受入れながら， 後にはますま

すアヴィケンナに対立していったその要因を上のように求めていくことが

できるであろう。 従って， 偶有としての存在の問題についても， 一見， 彼

がアヴェロエスのl\[lJに立ってアヴィケンナの批判をなしたとみられでも，

単純に無批l!J:'f'0にそうなったのでない。 元々， トマスも， 最初期の時代，

既に， ブヴfケンナが数的なーと超越的なーとを同一視しなかったという
(.17) 

ことな認めているのである。 それにもかかわらず， アヴィケンナの説く偶

有が"1述語的なものとみられたのは， アヴィケンナが本質主義の立場に立

ち， その結果， 五Jの中に数えられる偶有の枠内でしかそれを表わすこと
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ができなかったということに起因しているのである。 結局は， トマスがこ

の間遁に関してアヴエロエスの側に立ってアヴィケンナをみようとしたの

も， アヴィケンナとトマスとの根本的な立場の差がしからしめたというこ

とができるのである。
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(3) Avicenna， Metaphysica sive prima philosoph叫tr;lct. 1， cap. 1 ， (Venetiis 

1495， r長impr. 1961). 

(4) ibid.; cf. Logica， pars III， 12 ra. 

(5) De ente， cap. IV，(pp. 40-41). 

「人聞が何であるか」ということと， í人間が存在する」ということとは

別問題であると指摘したアリストテレスにこの問題の起源を求めることがで

きるが， トマスはここではより以上に内的にアヴィケンナに従っていること

は明白である。

cf. Aristoteles， AnaI. Post. B. 7，92 b 9-20. 

(6) cf. 1n 1 Sent. dist. 8， q. 4， a， 2 ; et dist. 8. q. 1， a. 2 ; dist. 3， q. 4， 

a. 2; Avicenna， Met. tract. 1， cap. 5. 

(ηDe veritate， q. 8， a. 8 in corp. 

(8) cf. E. Gilson， Le thomisme， p. 57， n. 2， 1948. 

(9)歴史的な問題としては， cf. Roland-Gosselin， Le “De ente et essentia" de 

St. Thomas d' Aquin， Etude II， 1948 ; C. Fabro， 1ntorno al fondamento 

deIIa metafisica ωmistica， (Aquinas， De reditu ad S. Thomam， Annus II1， 

1 - 3 ，  pp. 83-135)， 1960. 

帥 cf . 1n勘et. Hebd. lect. II， (24). 

叫Sum. c. Gent. II， cap. 52. 
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(12) cf. Quodlibet. 1X， q. 4， a. 1， 4 a ; De pot. q. 5， a. 4， 3a. 

(1� cf. De pot. q. 5， a. 4， a. et ad 3. 

(14) 1n IV Met. lect. II， nn 556・558.

(1司Sum. Theol. 1， q. 8， a， 1 in corp. 

(1骨1n1V Met. lect. II， n. 558 

(1司 cf. E. Gilson， op. cit.， p. 59. 

(1司Quodlibet. XII， q. 5， a. 1. 

(1国 cf. Avicenna， Met. tract. 1II， cc. 2-3. 

側 cf. Sum. Theol. 1， q. 11， a. 1. 1"ーと存在」の問題については， 1"門由討

論集第十二」と同じ時期に属する「神学大全第一部Jで詳細に論じられてい

る。

(21) Quodlibet. XII， q. 5， a. 1. 

凶 cf.Quodlibet. II， q. 2， a. 1 ad 2. 

狭誌の，立l沫での偶有は次のように分類されてし、る。(cf. De amma， a. 12， 

ad 7)。

1. 種の原理に原因づけられるもの(これが回有の意味で偶有とよばれる〉

一「笑L、」が人間にある如き。

2. 個体の原理に原因づけられるもの。

a. 基体に永続的な原因をもつものー「男性_I， 1"女性」の如き。 =不可

分自守1司有(ac口dentia in田parabilia).

b. 茎休に永続的な原因をもたないもの一一「坐るJ， 1"歩く」の如き。

=可分的偶有(accidentia白戸rabilia).

位� cf. Averroes， Epitome in 1弘Met. Arist. tract. 1，貸. 357vb-358 ra， (Ar

istotelis Opera cum Averrois、Commentariis， vo1. VII1， Nachdruck 1962). 

(24) cf A.-M. Goichon， Lexique de la langue philosophique d' 1bn Sina， pp. 

421-423 (n.754); idem， La distinction de l'essence et de l'existence d'aprお

1bn Sina， pp. 15-17， 1937; Averroes， Destructio Destructionum， 1n Met. 

disp. VII， f. 93 vb， (Arist. Op. vol. IX). 

包司 Averroes， Destructio， 1n Met. disp. V，丘77 va-78 ra. 
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閥idem， 1n Iib. Met. L. IV， cap. 2， comm. 3， 67 ra， (Arist. Op. vo1. VIII). 

聞 A・M. Goichon， Lexique， pp. 216-219 (n.422). 
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同idem， La distinction， pp. 11・12; cf. Avicenna， Metaphysices Compendium， 

ex arabo latinum reddidit， N. Carame， p. 28， 1926. 

E司 cf. 1bn Sina， Livre des directives et remarq口づ， traduit par A.・M. Goic司

hon， p. 368， 1951. 

剛 cf. Avicenne， Le Ii刊でde science， traduit par M. Achéna et H. Massé， p. 

116， 1955. 

削 cf. A.-M. Goichon， Lexique， pp. 366・369 (n. 651). 

倒1bn Sina， Mantiq， 18， cité dans “Lexique" ， p. 367; Avicenna， Met. 

Compend. p. 28. 

闘1bn Sina， Mantiq， 18， cité dans “La distinction"， p. 139. 

凶idem， Met. tract. VII1， cap. 6， � 1. 

岡 cf. idem， Livre des directives， p. 360. 

岡 cf. idem， Met. Compend. p. 66 ; idem， Met. tract. V， cap. let tract. 1， 

cap. 7. 

倒 cf. ibid. tract. V1II， cap. 4 ; idem， Livre des directives， pp. 147・148.

岡 cf. A.-M. Goichon， La philosophie d'Avicenne et son influence en Eur伊

pe m組長vale， pp. 24圃25， n. 1， 1951. 

側 Averr配s， Destuctio， 1n Met. disp. X， f.104 vb・105 ra. 

f1� S. Munk， Méla時es de philospl巾juive et arabe， pp. 358・359， (N ouvelle 

制ition， 1955). 

附 cf. Averroes， Destructio， 1n Met. d坤. V， f. 77 vb. 

幽idem， Epitome， tract. 1， f. 358 vb.“Sed ens per accidens non potest 

imaginari in ente配parato， quia essentia rei et eius quidditas non potest 

esse per accidens." 

闘 cf. E. Gilson， L' être et l'e蹴nce， p. 131， (Deuxè町長dition).

凶 cf. Avicenna， Met. Compend. p. 37，n. 1. 

同 cf. E. Gilson， L' être et l'e蹴nce， p. 131. 
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性同 cf. M. Grabmann， 1 divieti ecclesiastici di Ar凶otele sotto Innocenzo III 

e Gregorio IX， 1941; F. Van Steenberghen， Aristotle in the West， 1955; 

idem， The philosophical movement in the thirteenth century，1955. 

(47) cf. In 1 Sent. dist. 29， q. 1. a. 1 ad. 2. 


