﹁個体的実体﹂論について

うになる︒

清

水

洋

貴

の存在性格も異なっている︑と理解されね

﹃形而上学叙説﹄

において構築されるのは︑﹁イデア ﹇＝観

それぞれの﹁実体﹂論の特徴を簡潔に述べれば︑つぎのよ

ばならないように思われる︒

保された﹁実体﹂

ライプニッツ﹃形而上学叙説﹄における

はじめに

ライプニッツにおける﹁実体﹂の存在性格やその理論的な
役割を精確に見極めたい︒そのためには︑つぎのような問い

念﹈﹂︵id紆︶あるいは﹁概念﹂︵ロ○許n﹀COロCept︶をその理論的

における﹁個

上学叙説﹄二六八六年︑以下﹃叙説﹄と略記︶

に向き合わねばならないように思われる︒すなわち︑﹃形而

言えば︑﹁神﹂が﹁満たされ終えた﹂︵accOmp︼i︶仕方で﹁個体﹂

な核とする﹁実体﹂論である︒ここでの

﹁実体﹂は︑簡潔に

と身体との合一についての新たな説﹄︵一六九五年︑以下﹃新

を﹁観る﹂貫首cOntempkr︶ということの﹁下に立つもの﹂

﹁個のイデア﹂あるいは﹁偶のラチオ﹂の形而上学に属して

八−こ

である︒こうした﹁実体﹂論は︑西洋哲学史の系譜としては︑
いる︑と評価できるだろう︒

﹁実体﹂論あるいは﹁モナド﹂論で

にあるのか︒﹁個体的実体﹂と﹁モナド﹂というこの両者は︑

これに対して︑後期の

の﹁本性﹂︵n諷ure︶

は︑﹁実体﹂あるいは﹁実在﹂︵eピ．StenCe︶

の

あるいは﹁形相﹂昏rme︶︑﹁本質﹂︵essence︶を何らかの仕方

●●︳■■●●●●●

み出される際の手続きが異なっており︑その帰結として︑碓

確保が目指されながらも︑それぞれにおいて︑﹁実体﹂が掴

私見では︑上記の二種の﹁実体﹂論は︑ともに﹁実体﹂

完全に同一視してよいのだろうか︒

︵一七一四年︶ における﹁モナド﹂論とは︑どのような関係

たな説﹄と略記︶における﹁実体﹂論および冒ナドロジー﹄

体的実体﹂論と︑﹃実体の本性と実体相互の交渉ならびに魂
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の ﹁実体﹂論の出発点に置かれ︑﹁実体﹂

一3−

から﹁概念﹂

へと移さ

体﹂は確保されていたのである︒これに対して︑この形容詞
︷2し

は︑ライプニッツによって︑﹁存在﹂

れる︒それは一六八〇年代の初頭のことである︒﹃叙説﹄ に

﹁実体﹂はつぎお
のいてライプニッツは︑﹁実体の完全に満たされた概念﹂ ︵−a

であ

のいわば

で掴み取る︑ということが課題とされている︒たとえば︑﹃新
たな説﹄
である︒この

中核に位置するのは︑まずは﹁統一﹇＝一性﹈﹂︵uni邑
り︑さらには﹁点﹂ ︵pOint︶

n︒旨c︒温翳de−asubst胃e︶という理論の構築へと向か

ではなく︑﹁概念﹂なのだ︒

の議論

のであるから︑このような実体

︵﹃叙

ここでは︑﹁作用は基体に属する﹂というスコラ哲学の公理

説﹄︑第八項︶︒

とは何であるかということを説明する必要がある﹂

︵作用は基体に属する︶

﹁能動作用と受動作用とは︑本来︑個体的実体に属する

と︑﹁能動作用﹂および﹁受動作用﹂をめぐる問題である︒

第八項から開始される︒その端緒を開くのは︑﹁基体﹂︵s且et︶

を見ていくことにしよう︒﹁個体的実体﹂をめぐる議論は︑

以上のような見通しを念頭におきながら︑﹃叙説﹄

核を成すのは︑﹁存在﹂

における﹁個体的実体﹂論の

ような手続きを経て正当化される︒すなわち︑﹁形而上学的

の

■●︳●●●

うのである︒つまり︑﹃叙説﹄

﹁モ

における﹁個体的実体﹂論

﹁実体﹂

体的実体﹂ の性格が露わになるであろう︒
第一節 アリストテレスによる
定式への評価 ︵第八項︶

まず注目されるべきは︑﹁完全に満たされた﹂︵cOmp−et︶

が継承されつつ︑﹁個体的実体﹂論が構想されている︒この

へ導き︑

いう形零詞である︒フィシャンによれば︑そもそも﹁実体﹂

スコラの格言は︑﹁能動作用﹂を︑その基礎︵supp呈

について﹁完全に満たされた﹂という基準が適用されて︑﹁実

﹁基体﹂が﹁実体﹂として仕上げられるのである︒﹁個体的

存在﹂︵un晋ecOmp訂t︶である︑と考えられてきた︒﹁存在﹂さらには﹁個体的実体﹂へと導ぐ︒すなわち︑作用が属する

Tエ

の伝統的な把掘においては︑﹁実体﹂は﹁完全に満たされた

と

の構築の手続きを明らかにしたい︒その解明を通じて︑﹁個

本論文では︑﹃形而上学叙説﹄

ナド﹂は登場するように思われる︒

ぐるこうした議論の延長線上に︑﹁単純な実体﹂としての

理的な﹂点から語り分けられる︒﹁続こおよび﹁点﹂をめ

︵賀im豊﹁点﹂と特徴づけられたうえで︑﹁数学的﹂および﹁物

な点﹂は︑﹁真なる﹂︵象n訂b芭︑﹁リアルな﹂︵r紆亡﹁生きた﹂
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のにすぎないの

これだけでは十分でないし︑こうした説明は唯名的なも

﹁実体﹂を︑﹁いくつもの述語が同一の主語に帰属し︑この

︵﹃叙

そこで︑或る主語に異に帰属されると

のである︒この意味で ﹁実体﹂は︑能動作用をなしうる存在

実体﹂は︑﹁能動作用﹂と﹁受動作用﹂が属するところのも

説﹄︑第八項︶︒

いうのはどういうことなのかを考える必要がある﹂

へ6︶

しかしながら︑﹁作用が属する﹂という指摘だけで﹁実休﹂

と被造物の能動作用とを区別する︑ということはそうとう難

為するのは︑アリストテレスである︒この定式化では﹁十分

主語がいかなる他の主語にも帰属しない﹂ものである︑と定

一h︸

しい﹂からである︒こうした問題に︑ライプニッツはここで

だ︑と言うのだ︒

ではない﹂とライプニッツは評価する︒この説明は﹁唯名的﹂

のうちのどれに帰するか︑ということではなく︑そもそ

は他の主語から区別されるであろう︒だが︑﹁実体﹂とみな

なるほど︑こうした﹁実体﹂の定義において︑或る﹁主語﹂

も︑﹁被造物﹂と﹁神﹂のうちのどちらに﹁能動作用﹂を個属

●

直面している︒すなわち︑或る﹁能動作用﹂を複数の﹁被造

は探り当てられるわけではない︒なぜなら︑﹁神の能動作用

︵un舎recap詩話d一actiOn︶ であるだろう︒

●

物﹂

；−一

ある︒

させるのか︑というこのことが︑まさに決着しがたいので

●

︳

●

●

●

●

●

●

■

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

︳

﹁主語﹂

︳

●

●

●

●

︳

●

●

▲

●

●

■

●

﹁主語﹂という仕方

は︑﹁いくつもの述語﹂

●

︵p−usieurs

pr註ic誅︶が帰属するというだけで︑すべての述語が﹁完全

ば︑この

で割り出されているだけ︑なのだ︒ライプニッツからすれ

語は︑もはや述語づけられることのない

●

いう否定的な仕方で特定されているにすぎない︒こうした主

■

される﹁主語﹂は︑﹁いかなる他の主語にも帰属しない﹂と

●

ところが︑ライプニッツは︑こうした問題を提起しておき
●

ながら︑﹃叙説﹄ においては︑﹁物体﹂の実体という問題へと

﹁実体﹂論が︑理論構築の下敷きとして引き合いに

う道へと突き進んでいく︒こうした文脈において︑アリスト

■●●一●■●●●●一

分け入るということなく︑﹁実体﹂を論理的に確定するとい
テレスの
出される︒

●●●●

いるわけではない︒ライプニッツに言わせれ

ば︑実体についてのこの定義に則っているかぎり︑名として

に満たされて﹂

いるにすぎないl︺

の或る﹁主語﹂と︑名としての他の﹁主語﹂とが分かたれて

﹁たしかに︑いくつもの述語が同一の主語に帰属し︑こ
の主語がいかなる他の主語にも帰属しないというとき︑

こうした意味において︑このアリストテレ

この主語が個体的実体と呼ばれるのは正しいけれども︑
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﹁ノミナル﹂とは︑結局のところ︑この﹁実体﹂についての

終的な課題ではない︒この点については︑第四節で考えてみ

おける﹁実体﹂探索では︑手順としての一段階であって︑最

に思われる︒しかしながら︑この線引きは︑ライプニッツに

語と︑述語とのあいだに一線を画す︑ということであるよう

定義は︑狭義の論理学的な範囲内に留まっている︑というこ

たい︒

スの定義は﹁ノミナル﹂だ︑と評されるのである︒ここでの

とであろう︒こうした区別の仕方では︑単なる論理的な﹁主

第二節

●

●

●

●

●

●

●

●

︳

●

●

の探求はつぎのように推し進められる︒﹁或る主語に真
■

●

●

が﹁実体﹂と認定される条件が見定められる︒

発点とし︑この発間に応答することを通じて︑或る﹁主語﹂

−

に属するというのは︑どういうことなのか﹂︒この発間を出

体﹂

の定義への評価に続いて︑﹁実

︵第八項︶

﹁或る主語に︑真に帰属される﹂

つまり論理学の範囲を出ない﹁主語﹂でしかなくなってしま
Tエ

︳

アリストテレスの﹁実体﹂

とは︑どういうことか

体﹂は︑このように解されてしまうならば︑論理的な基体︑

語﹂がそのまま﹁実体﹂である︑とみなされてしまう︒﹁実

●

う︒これでは事足りない︑とライプニッツは自らの論を進め
﹁主語﹂についてのアリストテレスの見方とは︑つぎのよ

ているのである︒

●

うなものである︒そもそも︑アリストテレスにおいて︑主語
●

●●●●︳●●●●■●●

となるものは︑述語によってこれから説明されるべきもので
の一つの性格︑

ある︒つまり︑まだ説明されていないもの︑未知なるもので
ある︒述語づけがなされるほどに︑﹁実体﹂

の基礎を有する︑ということは確実である︒そして︑或

﹁ところで︑異なる述窪は︑事物の本性のうちに何らか

︵川︶

ての性格は判然とする︒この背景には︑それ自体は絶対に述

すなわち﹁もとに置かれてあるもの﹂すなわち﹁基体﹂とし
語とならないような﹁主語﹂としての個物と︑何らかの仕方

包括されていない場

明らかな仕方で

る命題が白岡的でない場合︑つまり述語が主語のうちに

︵≦．rどe−1ement︶包括さ

び︑述語は主語の内に在る︑と亭っ︒したがって︑主語

れているはずである︒哲学者たちは︑これを内在と呼

合には︑述語は主語に潜在的に

︵e眉reSSかment︶

で述語となりうるものとしての普遍との対比が前提されてい
■‖

る︒こうした﹁主語﹂および﹁述語﹂についての見方がアリ

ストテレスの ﹁実体﹂論の根底に存している︒
■●●●■●■●●●●︳●

アリストテレスによる﹁実体﹂の定義と直面したとき︑﹁実

体﹂探索の課題であるように見えるのは︑述語とならない主
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に属する項辞︵−etermed亡S且eC

性﹂とを繋ぐ理論的な枠組みは︑もはやライプニッツにおい

は︑述語に属する項内と外といった︑スコトゥスにおいて﹁述定﹂と﹁事物の本

されるべき結論である︒

●

■

︳

●

■

●

●

●●■●●●●●●●︳●●

■

■

●

●

●

●

●

●

●

●

のだろうか︒この定式は︑﹁或る命題が白岡的でない場合︑

■

●

うこの定式は︑どのような手続きの提示によって保証される

それでは︑﹁異なる述定﹂は﹁事物の本性﹂に根ざすとい

︵13︶

らない︒ただし︑この定式は︑ライプニッツにとって︑到達

という先の定式は︑新たな理論によって保証されなければな

なる﹂ものであるのは﹁事物の本性﹂に基礎を有するからだ

を完全に知解て
す採用されていないからである︒したがって︑﹁述定﹂が﹁異

辞をつねに内に含んでいなくてはならず︑したがって︑
主語に属する概念 ︵訂ロ0江Ondus鼠et︶

る者は︑述語が主語に帰属する︑と判断することにもな
ろう﹂︵﹃叙説﹄︑第八項︶︒

﹁真なる述定は事物の本性のうちに何らかの基礎を有する﹂

という引用冒頭の一文は︑たとえばドゥンス・スコトゥスに
おいても見いだされるテーゼである︒スコトゥスにおいて
﹁本性﹂は︑﹁共通なもの﹂と呼ばれ︑それ自体では﹁個別者﹂

いう場合﹂の検討を通じて保証される︒

つまり述語が主語のうちに明らかな仕方で含まれていないと

なぜなら︑﹁白岡的﹂な命題は︑狭義の意味での論理学の範

この場合は︑改めて考慮しなくてよい︑ということである︒

まず確言できるのは︑或る命題が﹁自同的﹂であるという

なぜこの﹁場合﹂だけを検討すれば︑それで済むのか︒

■■●●

でも﹁普遍者﹂︵uni扁rS巴e︶

でもない︑とされる︒﹁共通なも

の﹂としての﹁本性﹂は︑知性の外に在っては個別化の原理
によって﹁このもの﹂となり︑知性の内では知性のはたらき
によって﹁普遍者﹂として知解される︒﹁普遍性﹂︵∈をers註紆訪︶
■●●●●●●●●︳■
︵12︶

囲内で処理されうるからである︒この場合には︑主語の項辞

﹁知性﹂という

これに対して︑非自同的な命題においては︑論理学の規則

うる︒

から述語の項辞が︑もっぱら論理学の規則に従って導出され

だされるとしても︑ラ

のものに述語される﹂ということによって︑現実態化する︒

という性格は︑知性の述定作用のうちで本性の概念が﹁多数

と

﹁異なる述定﹂と﹁事物の本性﹂との関係の揺るぎなさを

イプニッツは︑このテーゼの捷示だけ

しかしながら︑たとえこうした定式が︑スコラ哲学に見い
で

つまり︑﹁述語﹂が﹁主語﹂に真に述べられている︑と言う

を用いるだけでは︑主語項辞から述語項辞は導出されない︒

認定することはない︒なぜなら︑﹁感覚﹂
能力に基づく認識対象の区別︑﹁形象﹂

の受容︑能動知性に

よる﹁抽象﹂といった﹁認識﹂理論︑さらには︑﹁知性﹂の

●

●
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■

●

●

は︑非自同的な命題の場合には︑主語︵という項辞︶

から述

ことはできない︑あるいは︑﹁主語﹂から﹁述語﹂は浮き出

語︵という項辞︶は導出されえないからである︒そこで︑ラ
●●●●●︳●●●︳●

辞﹂の水準においてではなく︑﹁概念﹂という新たな場を設

イプニッツは︑主語項辞が述語項辞を内に含むという﹁項

されえない︒

ここにおいて︑ライプニッツはつぎのような立場を打ち出

●

●

●

●

I

●

−

●

●

●

●

●

■

定し︑﹁述語は主語の内に在る﹂というテーゼに︑理論的な

■■■●■●●●●︳●●●

す︒すなわち︑この場合には︑﹁述語は主語に潜在的に包括

■

●

されている﹂と考えられねばならないのだ︑と︒なぜなら︑

●

−

保証を与えようとする︒
︳

述語が主語に﹁内在する﹂ということば︑主語をいか酢外

へと向かわねばならないのだ︒
いま試みとして︑主語の﹁項辞﹂と述語の﹁項辞﹂との包

しは︑主語に属する﹁項辞﹂ではなく︑主語に属する﹁概念﹂

でしか︑主張することができない︒完全に知解する者の眼差

は主語に潜在的に包括されているはずだ﹂︑というところま

の視点である︒主語の﹁項辞﹂の主題化によっては︑﹁述語

保証されうる︒それが︑﹁主語の概念を完全に知解する者﹂

から包括するように︑完全に眺め尽くす視点によってのみ︑

●

何らかの﹁事物﹂について﹁命題﹂が形成されているのであ
●●●

れば︑たとえ︑命題としてそれが非白岡的であるとしても︑

その命題の﹁主語﹂について︑﹁異なる述定﹂がいつでも可
能であらねばならないからである︒

第三節 論理学的視点と形而上学的視点
ここからこの議論は︑つぎのような場面へと飛躍する︒前
節の引用文の最後の簡所を︑もう一度︑引いておこう︒

■

●

■

︳

●

−

●

●

●

▼

●

●

●

●

●

︳●●●●●●●●●

の用語であるのに対して︑﹁概念﹂は︑ここでは︑形而上学

ぎのように解されるべきである︒﹁項辞﹂は︑狭義の論理学

●●●

語﹂という﹁項辞﹂と同一視されてはならない︒むしろ︑つ

︳

上学的﹂と呼ぶことにしたい︒
ここでの﹁概念﹂は︑命題の﹁項辞﹂︑すなわち﹁主語﹂や﹁述

対比的に︑﹁主語に属する概念﹂を問題にする観点を︑﹁形而

﹁したがって︑主語に属する概念︵−anO許ndus且et︶を含関係を問題にする水準を﹁論理学﹂の視点と呼び︑これに

■

●

完全に知解する者は︑述語が主語に帰属する︑と判断す
ることにもなろう﹂︵﹃叙説﹄︑第八項︶︒

●

●

﹁主語に属する項辞﹂は︑﹁述語に属する項辞を︑つねに内
●

﹁主語に属する項辞﹂においては保証されえない︒というの

に含んでいなくてはならない﹂︒だがしかし︑このことは︑
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●

に根ざしている︑ということが保証されるのは︑﹁項辞﹂に

そこからいまや辿り着いたのは︑﹁真なる﹂述定を保証する

ける﹁異なる述定﹂の確保というところまで辿られてきた︒

の用語であるのだ︑と︒﹁異なる述定﹂の内容は﹁事物の本性﹂ この前提から出発して︑その道すじが︑非白岡的な命題にお
おいてではなく︑﹁概念﹂において︑である︒﹁其なる﹂とい

のは︑﹁個体的実体の本性﹂である︑ということである︒﹁事

物﹂のなかでも︑﹁個体的実体﹂だけが︑述語の主語内在を

現に実現している︒こうした枠組みが示されている︒

﹁事物の本性﹂との関係を示している︒言い換えれば︑述定

うこの形容詞は︑主語項辞と述語項辞から成る﹁命題﹂と︑
される内容が事物の本性に根ざしている︑ということが︑述

■ 一
滴たされた存在﹂の﹁本性﹂とは︑何であるか︒それは︑﹁満

実体﹂が﹁完全に満たされた存在﹂と言い換えられている︑

ここで︑まず第一に注目されねばならないのは︑﹁個体的

それでは︑﹁一つの個体的実体﹂ないしは﹁一つの完全に

寛が﹁其﹂である︑ということなのだ︒
﹁事物﹂の本性をめぐる以上の議論から︑いよいよ︑﹁個体

たされ終えた概念﹂を有する︑ということである︒

●●●

的実体﹂の本性をめぐる立論へと移行する︒
﹁そんなわけで︑一つの個体的実体の本性︑すなわち

●●●●■●■

ないしは﹁存在﹂

の本性

﹁存在﹂という名詞は︑﹁完全に満たされた﹂

一つの完全に満たされた存在の本性︵訂naどredビneという点である︒﹁実体﹂が﹁存在﹂という名詞へ置換され

︵﹃叙

う場面から︑﹁存在﹂は﹁完全に満たされた﹂という形零詞

仕方で把握される︑という﹁本性﹇＝生まれ﹈﹂の開示とい

ライプニッツの診断である︒﹁概念﹂が﹁満たされ終えた﹂

言い換えられるだけでは︑もはや確保されえない︒これが︑

ほどに満たされ終えた一つの概念を有 とである︒﹁実体﹂は︑﹁完全に満たされた存在﹂である︑と

︵accOmp−i︶概念を有することだ︑と明示される︑というこ

●●■︳●●●●

は︑﹁概念﹂を有すること︑とりわけ︑﹁満たされ終えた﹂

●●●●●●

第t
二には︑こうした﹁実体﹂
︵酔quice詩n邑OneS

︵︑
cす
Oな
mp−et︶という形容詞で修飾されるのだ︒
︵unenO許nsiaccOmp−ie︶

ば︑
︑一
そつ
の
subs訂nceind‡due−−eOudビn巾trecOmp−eる
tな
︶らは
の満たされ終えた概念

わちこの概念が現に帰属される

a守ibu紆︶主語が有するすべての述語を包括的に把掘し
︵s已許ante︶

たり︑またそれらの述語を主語から演揮させるのに充分
な

することである︑とわれわれは言うことができる﹂
説﹄︑第八項︶︒

﹁異なる述定﹂の内容は︑﹁事物の本性﹂に基づいている︒
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を獲得し直しているのである︒すなわち︑﹁実体﹂ないしは

りこの性︵訂cc塾邑

を観るとき︑彼について真に語ら

direde−ui息n訂b−emeロt︶︑たとえば︑彼はダリウスや

れうるすべての述語︵tOuS︼espr監icatsquisepeu完

ポルスに勝つだろう︑といったことの基礎や理由をそこ

●●●

れねばならない︒これが︑彼が示した処方であった︒この意

えた﹂仕方で﹁概念把握する﹂者であることが︑明らかにさ

に同時に観るので︑彼は自然の死に方をするのかそれと

を︑ア・プリオリに

︵すなわち︑経験によらずに︶

認識

︵cOm賢eap2．ユ︵etnOnp胃韻廿賢ence︶︶さ

﹁観る﹂ということによって成立

のなかに﹁同時に

●●●●

ついて﹁真に語られうるすべての述語﹂や︑或る一つの出来

する︒﹁個体的概念﹂を﹁観る﹂とは︑﹁アレクサンダー﹂に

﹁個体的概念﹂は︑﹁神﹂が

えできる﹂︵﹃叙説﹄︑第八項︶︒

すること

ことができないこと

も毒殺されるのかといった︑われわれには歴史によって

の保証と︑﹁個体的
●●●●︳●■

の暴露

に︑等根源的にもた
にもた
において保証され

の真性﹇＝莫であ

﹁われわれ﹂

の﹁生まれ﹂

︵p琶−ゴistO芽︶しか知る︵s等Oir︶

味で︑﹃叙説﹄ における﹁個体的実体﹂は︑当然ながら﹁存

は︑﹁個体的実体﹂

事の﹁基礎﹂や﹁理由﹂を︑この﹁概念﹂

の観点からのみ保証されるのである︒或る人物
﹁知る﹂

︵s弓○首︶

ことができない︒こ

リオリに﹂﹁概念﹂のなかに︑すべてを﹁同時に観る﹂︒この

れに対して︑﹁神﹂は︑﹁経験によらずに﹂すなわち﹁ア・プ

﹁歴史を通じて﹂しか

について﹁真に語られうるすべての述語﹂を﹁われわれ﹂は︑

能なる﹁神﹂

性﹂とする﹁個体的実体﹂をめぐる理論の有効性は︑全知全

●︳

観る﹂︑ということである︒﹁個体的概念﹂およびそれを﹁本

の真
いる︑ということに辿り著

ている︒言い換えれば︑非自同的命題における﹁述定﹂

︹15−

﹁概念﹂が ﹁満たされ終えて﹂

の役割を改め

﹁ところが︑神が︑アレクサンダーの個体的概念︑つま

て確認しておこう︒

最後に︑﹁個体的実体﹂論における﹁概念﹂

くのである︒

の

性の根拠の追求を通じて︑﹁個体的実体の本性﹂︑すなわちそ

ること﹈

らされる︒非白岡的命題における﹁述定﹂

と引き換えに︑﹁異なる﹂述定の保証が

らされる︑ということである︒﹁個体的実体の本性﹂

●●●●

実体の本性﹂ の開示とは︑﹁われわれ﹂

非自同的な命題における﹁異なる述定﹂

もう一点︑重要なことは︑つぎのことである︒すなわち︑

と評価されねばならないように思われる︒

在﹂に定位しながらも︑﹁概念﹂をその始源的な中核とする︑

﹁存在﹂の﹁本性﹇＝生まれ﹈﹂が︑﹁概念﹂を﹁満たされ終
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場合の

﹁観る﹂とは︑厳格に言えば﹁概念﹂とは区別された

﹁存在﹂と

﹁イデア ﹇＝観念﹈﹂を有するという場面に相当するように
■川一

思われる︒

●●

第四節 完全に見分けられうる
しての ﹁個体的﹂実体と︑ものを見分ける
ことができる存在としての﹁われわれ﹂
ところで︑なぜライプニッツは︑アリストテレスの﹁実体﹂
提起した問題について︑すこし考えてみたい︒

論の範囲に留まることができなかったのか︒第二節の冒頭で

﹁述語﹂ の側に回ることばない︒それによって複数の

アリストテレスによれば︑﹁この馬﹂や﹁ソクラテス﹂は︑
絶対に
一般︑あるいはソクラテスの

﹁イデア﹂

のようなものは︑考

ものがそれぞれに﹁ソクラテス﹂であるような﹁ソクラテス﹂

や﹁この人﹂

といった禎

や﹁動物﹂︑﹁人間﹂という名

一実体﹂

である︑と言われるのである︒

ここで言われる﹁第一実体﹂とは︑ソクラテスという名前
●●●●

ではない︒﹁このもの﹂と指し示すことができるような﹁こ
が

﹁第一実体﹂

である︒たとえ︑同名の人が二人いたとして

の人﹂︑すなわち﹁ソクラテス﹂という名の︑当の人物こそ

﹁実体﹂

である︒この場合でいえば︑固有名が指すもの︑そ

も︑このソクラテスと︑あのソクラテスとは︑それぞれに

である︒﹁第一実体﹂は︑狭義の論理学に
おける単なる主語ではないのだ︒

れが﹁第一実体﹂

と

﹁形相﹂

との

﹁結合体﹂

であり︑可感的な仕

アリストテレスにおいて︑﹁このもの﹂としての﹁第一実体﹂
は︑﹁質料﹂
としての

﹁実体﹂

の範囲は︑指示しうるものに限定されてい

方で出会われる存在である︒別の言い方をすれば︑﹁個物﹂

これに対して︑ライプニッツが直面するのは︑指し示され

る︒

る﹁このもの﹂という基準では︑﹁実体﹂が認定できない︑

という場面である︒たとえば︑自分の夫と︑見た目が酷似

えられない︒たとえば︑﹁馬﹂

であれば︑それらは︑﹁このもの﹂

し︑言動においても完全に成りすました男がいたとき︑妻は

自分の夫を指し示すことができない︒あるいは︑或る資料に

と言うことができる︒これに対して︑﹁この人﹂とし

ある﹂

は同一人物なのか︑それとも︑別の二人の人物であるのかを

登場する紛らわしい二人の歴史上の人物がいた場合に︑両者

数の主語に述語づけられうる︒たとえば︑﹁このものは馬で
て指示されるところの ﹁ソクラテス﹂が述語となる︑という

決めることができない︒

ことはありえない︒以上のような意味で︑﹁このもの﹂とし
ての﹁この馬﹂や︑﹁この人間﹂としての﹁ソクラテス﹂は﹁第
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●●

﹁リアルな﹂定義の届かぬところ

で成立する﹁個体的な﹂概念︒あるいは︑

第五節

リアリティと個体性との隔たり︒

﹁個体﹂についての﹁概念﹂を︑﹁われわれ﹂は︑﹁満たさ

れ終えた﹂仕方で掴むことはできない︒﹁われわれ﹂は︑﹁イ

の﹁可

定義が形成されるならば︑事物の﹁可能性﹂あるいは﹁不可
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見分ける︑あるいは︑区別するということがなしうるなら
ば︑日常的な意味で︑﹁このもの﹂として﹁第一実体﹂を指
し示すことができる︒だがしかし︑上のような事例では︑そ
もそも見分けることができない︒ここに︑アリストテレスを

デア﹂を有しており︑﹁イデア﹂をいわば源泉として︑﹁概念﹂

超えて︑ライプニッツにおける﹁実体﹂が﹁個体的﹂であり︑
それが﹁満たされ終えた概念﹂を﹁本性﹇＝生まれ﹈﹂とす

を現に掴むことができる︒とはいえ︑﹁われわれ﹂は︑﹁満た

ることの意義が存するのである︒

或る﹁事物﹂の個体性﹇＝個体であること﹈を概念把握する

され終えた﹂仕方で掴むことはできない︒﹁われわれ﹂は︑

●●●

見分けるという機能の無効停止あるいは不全は︑いわば︑

むこうとこちらとで解消されねばならない︒すなわち︑一方
●●●●●●●●

で︑﹁見分ける﹂ことができるような存在論的な構えを﹁存在﹂

ことはできないのである︒

︵﹃叙説﹄︑第二十四境︶︒或る﹁事物﹂

これに対して︑﹁われわれ﹂にできるのは︑或る﹁事物﹂

の側が具えている︑ということ︒他方で︑そうした﹁存在﹂
●●●●●●●●●●︳
の構えを﹁われわれ﹂は現に﹁見分ける﹂ことができること︒

の可能性﹇＝可能であること﹈を﹁定義﹂として掴む︑とい
﹁満たされ終えた﹂仕方

うことである

によって

こうした二つの解決が要求される︒前者への解決が︑﹁実体﹂
﹁概念﹂が ﹁神﹂

は︑その

を下す︑ということである︒﹁リアルな﹂定義とは︑﹁事物﹂

能性﹂を﹁定義﹂として示すというのは︑﹁リアルな定義﹂
の

で把握されているという﹁本性﹂を有する︑という理論の呈

に︑その定義は︑単に名前において或る﹁事物﹂を他の ﹁事

﹁可能性﹂を保証するような﹁定義﹂のことである︒さら

をわれわれが現に示すことができる︑という﹁定義﹂論のな

示である︒これに対して︑後者の問題は︑﹁リアルな定義﹂

かで論じられる︒

である︒したがって︑﹁定

﹁ノミナルな﹂定義ではなく︑﹁事

と︑﹁事物﹂の﹁可能性﹂というこの両者は︑﹁リアルな﹂

について述べている﹁定義﹂

●︳●●●■︳■●

から区別するだけの
」

」

裁物・物

」

へ17︶

能性﹂が明示される︑という関係にある︒こうした意味での われ﹂ の営みは制限されている︒
個体的概念﹂と﹁リアルな定義﹂との以上の対比から︑
﹁リアルな﹂定義を︑﹁われわれ﹂は形成できる︒その源泉は﹁︑
つち
ぎのことが指摘できよう︒﹁われわれ﹂が事物の可能性を
われわれが ﹁事物﹂を﹁観る﹂ ことができること︑すなわ
﹁定義﹂の形成において明らかにする︑ということは︑﹁個
﹁イデア﹂を有する︑ということに存する︒
体﹂を掴むことには届かない︑ということである︒個体の﹁概
以上を踏まえたならば︑﹁個体的概念﹂と︑﹁リアルな定義
念﹂は︑リアルな﹁定義﹂ のうちに収まらず︑その射程を超
との関係は︑つぎのように整理されよう︒
或る﹁事物﹂の﹁概念﹂が﹁満たされ終えた﹂仕方で﹁概 えている︒﹁個体﹂であるということは︑﹁リアル﹂であると
いうことを超えている︒﹁定義﹂を超えたところに︑﹁個体﹂
念把握される﹂という﹁本性﹂を根拠として︑﹁個体的実体﹂
の成立は確認される︒こうした手続きに基づいて︑或る﹁事は﹁実体﹂として︑ないしは︑﹁実体﹂は﹁個体﹂として成
物﹂は︑その﹁概念﹂を基準として︑単なる﹁主語﹂ではな 立するのである︒
く︑﹁実体﹂である︑と認定される︒こうした概念把握は︑
﹁神﹂によってのみ︑なされうる︒こうした保証を︑﹁われ 結 論
われ﹂は与えることができない︒
これに対して︑﹁われわれ﹂がなしうるのは︑事物の﹁可 最後に︑本論稿の要点をまとめておこう︒
能性﹂を概念把握し︑﹁事物﹂についての﹁定義﹂を下す︑ 1︑﹃叙説﹄ において︑﹁個体的実体﹂は︑﹁リアルな﹂存
ということである︒不可能な事物から可能な事物を分ける︑ ●■●■●■●■●●■●●●●● 在として取り押さえられてはいない︒そうではなくて︑﹁実
体﹂は︑﹁一つの完全に満たされた存在﹂ ︵un巾trecOmpkt︶
ということは︑﹁われわれ﹂ にもなしうるのだ︒ここでは︑
﹁満たされ終えた﹂仕方で﹁概念把握する﹂という必要はなとして捉えられている ︵二十三項︶︒
い︒われわれの知的な営みは︑或る事物の ﹁概念﹂を﹁満た2︑﹃叙説﹄において︑﹁個体的実体﹂は︑その﹁本性﹇＝
され終えた﹂仕方で掴むことではなく︑事物の﹁概念﹂に基 生まれ﹈﹂が言い当てられて︑捕捉される︒その﹁本性﹂とは︑
づいて︑事物の﹁可能性﹂を定義として下す︑ということで ﹁個体的実体﹂は﹁満たされ終えた概念﹂を有する︑という
ことである︵第八項︶︒﹁本性﹂の開示は︑﹁神﹂への言及︵神
ある︒つまり︑﹁リアルな定義﹂を下すということに︑﹁われ
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による概念把握︶ を不可欠とする︒

3︑﹁満たされ終えた﹂仕方で

﹁概念把握﹂するというこ

5︑﹁概念﹂が︑直接﹁莫体﹂とみなされているわけではない︒
●

●■●●●●●●●●

﹁概念﹂キ﹁満たされ終えた﹂という形容詞が︑﹁神﹂㌣宝

いては︑滴たされ終えた﹁概念﹂が属する﹁主語﹂が︑﹁実体﹂

また︑﹁概念﹂と﹁主語﹂という局面でいえば︑﹃叙説﹄にお

たされた存在﹂が﹁個体的実体﹂である︑と承認されるのだ︒

満たされた﹂という形容詞が送り返される︒この﹁完全に満

とは︑﹁われわれ﹂ にはできない︒﹁われわれ﹂がなしうるの て付与される︒このことを論拠として︑﹁存在﹂キ﹁完全に
から﹁可能な﹂事物を分け隔てて︑

る︒﹁われわれ﹂は︑﹁リアリティ﹂﹇＝事物について述べてい

﹁可能な﹂事物の輪郭をはっきりとさせる︑ということであ

は︑不可能な ﹁事物﹂

るということ﹈を﹁定義﹂の提示において決めていく︒﹁リ

として承認される︒こうした主語から︑﹁満たされ終えて﹂

﹁定義﹂を示すなかで明らかにさ

アリティ﹂は︑われわれが

いない﹁概念﹂が属する﹁主語﹂が分かたれているのである︒

﹁リアリティ﹂﹇＝リアルで

﹁主語﹂とは見分けられる︒この両者を見分け

︳■●●︳●●

れ︑決定されるのだ︒﹁リアルな﹂定義と﹁ノミナルな﹂定

﹁定義﹂論の観点からして︑アリ

る＝

を用いた︒翻訳に際して ﹃ライプニッツ著作集第八巻﹄︑一九九〇年︑
工作舎を参照させていただいたが︑訳文および訳語を変更した箇所があ

De邑scbenわ打ade邑ederWissen汚b註en買BerFnてロ⁝ヨロS訂dt

略記⁚A

︵訂ibn首詮邑記＆mh謎畳語薫札馳3．昏．Hrsg．さnder

注
原典は︑﹃叙説﹄ に関しては︑訂s許nneの校訂版 ︵b腎Q監読札q
鼠足音思慧L．く搾HNL墨色 を用いた︒引用は項番号で記す︒その他

の試みであった︑と理解されねばならない︒

こと︒これが︑﹁個体的概念﹂を核とした﹁個体的実体﹂論

る︑ということを成立させる枠組み︑および基準を提出する

﹁真に受けるペ うではない

﹁概念﹂において︑﹁実体﹂とみなされうる﹁主語﹂と︑争

まぎまな﹁事物﹂ のなかでも﹁われわれ﹂が

義とを分かつことで︑はじめて︑可能な事物︑すなわち︑さ

顕わにするのである︒この

の定義は﹁ノミナル﹂と判定され

き﹂事物が︑不可能な事物から際立たせられて︑その輪郭を
ストテレスによる﹁実体﹂
たのだ︑と言えよう︒

の

は︑アカデミー版

によって﹁満たさ

4︑﹃叙説﹄において﹁実体﹂は︑﹁われわれ﹂が示しうる
●●●●︳■●●■■●●●

﹁リアルな定義﹂ の範囲を超えて︑﹁神﹂

は︑われわれによって ﹁定義﹂

れ終えた概念﹂ の属する﹁主語﹂として成立する︒このこと
あること︑事物の内容であること﹈は決せられうるが︑﹁概念﹂

は﹁満たされ終えた﹂仕方で把握されない︑ということを意
味する︒
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︵1︶ 山田晶﹃トマス・アクィナスの︿レス︾研究﹄︑創文社︑一九八六

︵cOmp−舎已e︶ と︑帰属させること ︵a︷已bu許n︶ とが等価値と

る︑ということはできない︒こうした問題が背景に控えている︒

に留まらず︑﹁個物﹂

には至らないまでも︑．事物の内容性を付与

−

であ

何が争われたか！1

考﹂︑﹃大航海﹄恥六二︑二〇〇七年︑三六−四四頁︑ならびに︑
−﹂︑八二−九三貢を参照︒

同雑誌所収の︑滴水哲郎﹁中世普過論争

という﹁一つの存在﹂㌻nかキe︶

﹁個体的実体﹂ないしは﹁完全に満たされた存在﹂と対比される
のは︑﹁偶有性﹂︵l打cident︶

︵14︶

る︒﹁偶有性﹂は︑﹁それの概念が現に帰属される主語に帰属され
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−冠︶︒言い換えれば︑完全に満たされていること ﹇＝十全性﹈

M．FicF賀t．息︑C叫汁も．烏．

M．ヨc訂nt．亀．註．も．氏．

M．コcb呂t−色．註．↓p．怠．

M．ヨc訂5t︼尽．cヂp．宣．

ここで具体的に念頭に置かれているのは︑自然界における﹁能動
作用﹂には必ず﹁神﹂が関与していると考える﹁機会原因論者﹂
の立場と︑同一の運動量を保存するだけの ﹁神﹂が想定されてい
るデカルトの立場である︒つまり︑ここでの困難さの正体とは︑
﹁自然学﹂ の問題︑とりわけ﹁物体﹂の作用や運動をめぐる問題
に関わっている︒﹁物体﹂に帰属されるべき﹁能動作用﹂に︑﹁神﹂
の働きは︑どのような範囲で︑どの程度︑関与しているのか︒こ
のことが見定められていなければ︑自然の内の ﹁実体﹂を確立す

が︑ライプニッツによって明確に表明されている︒このように評
価することができるように思われる︒本論考では︑中世の ﹁普遍
論争﹂に由来する﹁ノミナリズム﹂と﹁レアリスム﹂という系譜
から見た︑ライプニッツ哲学の評価について詳しく扱うことはで
きない︒この点については︑山内志朗﹃普遍論争 − 近代の源流
としての1よ︑哲学酋撰︑一九正二年︑稲垣良典﹁普遍論争再

することでもあったのだ︑と言えよう︒
みなされているのである︒ライプニッツにおいても︑たとえば
山田前掲番︑二八二貫参照︒
一六七六牛の時点では︑﹁実体﹂と﹁完全に満たされた存在﹂と
山田前掲畜︑二八三貢および六二貢︑注lを参照︒
は同一視されている＄5︑∽一豊実 ここでは︑﹁事物﹂ ︵res︶ およ
八木胎二 ﹃スコトゥスの存在理解﹄︑創文社︑一九九二年︑二七
び﹁存在﹂︵ens︶において︑﹁完全に満たされていること﹂という﹁実
貢
体﹂の基準が達成されてしまう︒これに対して︑この基準が︑﹁事
物﹂や﹁存在﹂から﹁項辞﹂や﹁概念﹂に移されることによって︑﹃叙説︵
﹄13︶ ﹁述定﹂は﹁事物の本性﹂に根ざしていなければならないという
立場︑言い換えれば︑論理的に語られることが ﹁事物の側に根拠
においては︑﹁ノミナリスム﹂の立場が十分に踏まえられたうえで︑
を有する﹂という立場︑すなわち﹁レアリスム﹂の立場︵への復帰︶
﹁個体的実体﹂論が構築されるのである︒

121110

アリストテレス ﹁範疇諭し五−二を参照︒
年︑六四四・六五二頁参照︒
ただし︑アリストテレスにおいて︑﹁普遍﹂は︑﹁概念﹂ではなく︑
︵2︶ フィシャンによれば 舌cb胃t．b許茎透計S‰叫風音首莞仇S．e叫軒
事象性を有していた︒範疇のなかで︑﹁最低種﹂は最も個体に近
家き訃音常温聖旨芝す厨G巴試m寧d．N重♪pp．鼎甲彗︶︑デカル
いものとして﹁ウシア﹂と呼ばれていたのである︒この点につい
トは︑﹁十全なる事物﹂ ︵rescOmp︼eta︶ と﹁自らの形相および属
ては︑山田晶前掲裔︑三一三貰および三二九−三三一束参照︒し
性をまとった実体﹂ とを同一視している 盲ぎ遥㌫こ訂§疫−
たがって︑アリストテレスにとっては︑類や種といった普遍につ
pub−i紆∽parAdam紆↓旨nery▼ギin﹂票サー警ぶ㌧3Ⅰ．NNNet宍・−．
いて語る︑ということは︑単なる論理学の範囲における語り分け

7 6 5 4 3

滝泰八項︶︒偶有性という﹁存在﹂の﹁本性﹂とは︑その﹁概念﹂

うるすべてのものを内に含んでいないような︑一つの存在﹂であ

は本性﹂︑﹁主語の有する︑完全な概念の本性︵−anPどred−巨ete−1e

が﹁主語に帰属されうるすべてのものを︑内に含んでいない﹂︑
ということである︒偶有性という存在は︑その﹁概念﹂が﹁満た
され終えて﹂いないがゆえに︑完全に満たされていない﹁存在﹂
と呼ばれうるだろう︒
﹃叙説﹄第十三頓には︑﹁本性あるいは概念﹂とか︑﹁概念あるい

えて﹂︵accOmp巳 いること︑ないしは﹁完成されて﹂︵p胃許t︶

い

n象Onp賀醇紆dぎs昏t︶﹂といった言い回しがみられる︒﹁実体
の本性﹂を明らかにしようとすると︑﹁概念﹂の﹁満たされて終

一二七−言一六頁を参照されたい︒

ることへと行き背く︒こうした事情が︑上のような言い回しでは
●■●●●
圧縮されて言い表されている︑と解釈できよう︒
﹁イデア ﹇＝観念 と﹁概念﹂との関係については︑拙論﹁ライ
プニッツ ﹃形而上学叙説﹄における観念と思考について﹂︑﹃フ
ランス哲学・思想研究第十山号﹄︑日仏哲学会︑二〇〇六年︑

一二九1一三〇頁を参照されたい︒

博士特別研究員︶

筑波大学大学院

﹁概念﹂︑﹁イデア﹇＝観念﹈﹂︑﹁事物﹂の関係については︑前掲拙論︑

︵しみず・ひろき
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