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【論文】

トマス・アクィナスはポルピュリオスをどう理解していたのか

――個体化の原理をめぐる議論を事例として――

石田 隆太

序

新プラトン主義の思潮は、トマス・アクィナスの思想に様々な影響を及ぼしている。新プラト

ン主義の流れを汲み、トマスにも影響を与えた人物としては、アウグスティヌス、プロクロス、

ボエティウス、ディオニュシオス、アヴィセンナといった名前が挙げられることが多い1。これら

の人々とは異なり、ポルピュリオスがトマスにおいてどう理解されていたのかはほとんど研究の

主題とされてこなかった。ロバート・ヘンリーによる古典的な研究では、トマスの著作における

プラトン主義2の影響が体系的に論じられているが、ポルピュリオスに対する言及は僅かである3。

バッティスタ・モンディンは、引用の乏しさのゆえにポルピュリオスのトマスにおける影響は僅

かなものであり、何ら特筆するべきものもないとまで言っている4。たしかにアヴィセンナやディ

オニュシオスほどにはトマスによって引用されていないことは明らかである。しかしながら、ジ

ョシュア・ホックシルトの研究は、諸々の徳の序列という論点に関してトマスの徳に関する理論

にポルピュリオスの影響が及んでいることを示した5。このようにしてトマスとポルピュリオスの

間に直接的な思想のつながりを見る研究はまだ例外的ではあるものの、トマスにおけるポルピュ

リオスの影響に何ら特筆するべきものがないという評価には変更が求められるべきであろう。そ

のことを踏まえて、本稿はトマスがポルピュリオスをどう理解していたのかを主題としたい。 

ポルピュリオスの名がトマスの著作において明示的に出現する箇所を網羅的に調査すると、ポ

ルピュリオスに帰されている見解は大別すれば三通りに分類することができる6。第一に、類

（genus）、種（species）、差異（differentia）、固有性（proprietas）、附帯性（accidens）について論

じている『エイサゴーゲー』が主な典拠である場合。『エイサゴーゲー』については、ボエティウ

スによるラテン語訳および註解が直接の参照元であったと思われる。また、同様の論理学的な著

作であるシンプリキオス『アリストテレス「カテゴリー論」註解』やボエティウス『アリストテ

レス「命題論」註解』において紹介されているポルピュリオスの見解が引用される場合もある7。 

第二に、アウグスティヌス『神の国』において紹介されているポルピュリオスの見解が主な典

拠である場合。この場合にアウグスティヌスの主要な参照元は現存しないポルピュリオスの著作

であったと思われる。また、キリスト教の著述家たちが特にプラトン主義的な思想と解している

ポルピュリオスの見解が見出されるのもこの場合である。例えば『神の国』第 8 巻では、ポルピ

ュリオスが明確にプラトン主義者の一人として数えられている8。トマスもまた、例えば『神学大
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全』第 1 部第 66 問題第 3 項において、『神の国』で引かれているポルピュリオスの説を紹介する

際にポルピュリオスがプラトン主義者であることを明示している9。 

第三に、聖書註解の中でポルピュリオスの立場が引き合いに出される場合10。この場合のポル

ピュリオスに対してはキリスト教に対する批判者としての性格が特に意識されていると言えるだ

ろう。ただし、この場合の事例は非常に少なく、ポルピュリオス自身の著作の側から議論を後付

けることが極めて困難な場合でもある11。そのため、第三の場合は差し当たり考察の範囲には含

めないことにする。 

したがって図式的に捉えるなら、『エイサゴーゲー』の著者としての（敢えて言うなら）論理学

者ポルピュリオスと、『神の国』から窺えるプラトン主義者ポルピュリオスという二つの描像をト

マスの著作から差し当たりは得ることができる。『エイサゴーゲー』自体がアリストテレスの『カ

テゴリー論』へのいわば入門書の性格を少なくとも持ち合わせていることに鑑みれば12、この二

つの描像をアリストテレス主義的なものとプラトン主義的なものとして括ることもできるかもし

れない。しかし、おそらくポルピュリオス自身においても事態がそう単純ではないのと同様に13、

トマスにおいても次のような興味深い事例を見出すことができる。 

『定期討論集 神の能力について』という著作の第 6 問題第 6 項という箇所でトマスは、天使

や悪霊が本性的に自分と合一した身体を持つか否かを論じている。トマス自身の解答は否である

が、同項の第 18 異論として次のような議論が展開されている。ポルピュリオスは『エイサゴーゲ

ー』で、人間と神々が可死的という種差によって分けられるものであると言う。しかるに、その

神々とはわれわれ（キリスト教徒）にとっては天使のことだと理解される。そうすると天使は類

としては動物（つまりは魂を持つもの）であることになるがゆえに、天使は本性的に自分と合一

した身体を持っていることになる14。これに対するトマスの解答は次の通りである。ポルピュリ

オスが神々であると言っているのは悪霊のことであるが、プラトン主義者たちはその悪霊を動物

であると措定していた。プラトン主義者たちはさらに天体のことも動物として理解していた。こ

のようなプラトン的な見解に従った結果、可死的という種差によって人間と神々（それが天使で

あれ悪霊であれ）が分けられるとポルピュリオスは考えてしまったというのがトマスの評価であ

る15。 

この応酬から窺えるのは、『エイサゴーゲー』に由来する見解をトマスがプラトン主義的なもの

として理解していた場合が存在するということである。ただしこの事例自体にはボエティウスの

影響が窺えることも付記しておこう16。いずれにしても本稿が注目したいのは、このようにして

『エイサゴーゲー』をプラトン主義的な観点からもトマスが理解していたという点である。この

点を吟味することは、『エイサゴーゲー』における新プラトン主義的な様相（がもしあるとすれば

それ）を歴史的な観点から評価することを可能にするからである。 

以下では、第一に、『エイサゴーゲー』を典拠にしてポルピュリオスに帰されている見解を、ポ

ルピュリオスの名が明示されている場合に限ってトマスの全著作の中から取り出し整理する。そ

こで取り出された見解の中でも、「附帯性の集合」（collectio accidentium）が個体（individuum）を

形成するという見解（言い換えれば、附帯性の集合が個体化の原理（principium individuationis）

であるという見解）をアリストテレス的ではないものとして選び出す。第二に、附帯性の集合が

個体化の原理であるという見解がトマスの著作において主題的に取り扱われる箇所を参照する。
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具体的には、『ボエティウス「三位一体論」註解』という著作の第 4 問題第 2 項という箇所である。

トマスの見解としては、質料（materia）と、附帯性の一つである量（quantitas）の両方に個体化

の原理としての性格が帰されていることを確認する17。第三に、『アリストテレス「形而上学」註

解』の中で一度だけトマスが附帯性の集合としての個体化の原理という考えについて言及する箇

所を取りあげて考察を行う。具体的な箇所は、イデアが定義できないことを論証する『形而上学』

Ζ巻第 15 章（1039b20–1040b4）に対する註解部分である。この箇所を分析することにより、個体

化の原理をめぐるポルピュリオスの見解がトマスにおいてはプラトン主義的な思想に属するもの

として捉えられていたのではないかという可能性を示唆することにしたい。 

一 『エイサゴーゲー』に由来する見解の概観と個体化の原理

ポルピュリオスの名がトマスの著作において明示的に出現する箇所（約 70 箇所）の内、『エイ

サゴーゲー』を典拠にしていると思われる見解が見出せる事例としては 25 例を確認することがで

きる。その内容は大別すれば、（1）普遍一般、（2）類、種、種差、（3）固有性、附帯性という三

通りの話題に即して分類することができる。ここでは以下のような整理を示すことにする。 

（1）普遍一般 

A：五つの普遍（類、種、差異、固有性、附帯性）がある18。 

B：学知の対象は個体ではなくて普遍である19。 

（2）類、種、種差 

A：類とは互いと一なる原理とに対して関係しているものの集まりである20。 

B：類とは出生の原理である21。 

C：種の分有ないし共通本性という点で複数の人間は一つの人間である22。 

D：類、種差、種という関係は、質料、形相（forma）、質料と形相からなる複合体という関

係と類比的である23。 

E：可死的という種差が人間と神々を分けている24。 

F：種差は種よりも複数のものにおいてある25。 

G：二つの種から一つの種が構成されることはない26。 

（3）固有性、附帯性 

A：附帯性は普遍の一つである27。 

B：附帯性の集合は個体を形成する28。 

C：固有性ないし附帯性は他者性（alietas）ではなくて別様性（alteritas）を形成する29。 

D：附帯性は分離可能である30。 

これらの見解は様々な文脈で使用されており、またすべてがポルピュリオスに独自な考えであ

るわけでもない。しかし特にアリストテレスの思想とは明確に異なるものとしてトマスに理解さ
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れていたものをここでは一つ取りあげることができる。それは、（3）B：附帯性の集合は個体を

形成する、という見解である。 

質料的事物においては質料が個体化の原理であるという考えをトマスはアリストテレスによっ

て権威づけている31。それに対して、次節において詳しく検討する『ボエティウス「三位一体論」

註解』第 4 問題第 2 項では、附帯性の集合が個体化の原理であるという考えの権威としてポルピ

ュリオスの名を挙げている32。初期中世の時代において個体化の原理をめぐる哲学史を叙述した

ホルヘ・グラシアの研究においても、附帯性の集合を個体化の原理として考えていたと思われる

思想家としてはポルピュリオスの名が最初に挙げられている33。 

ただし、（3）B の由来になっていると思われる『エイサゴーゲー』の原文では附帯性の集合で

はなくて固有性の集合が個体を形成すると言われている34。これがどのようにして固有性の集合

ではなくて附帯性の集合が個体化の原理であるという理解に変容したのかは不明であるが、固有

性そのもの（医者であること、二本足であること、笑いうるものであることなど）は複数の個体

に共通するものであることに注意する必要がある35。つまり、固有性の集合だけではなくて、或

る種に属する任意の個体にのみ存在するような附帯性（それ自体はあってもなくてもよいもの）

もなければ個体化が成立しないことが予想される36。その結果として、トマスにおいては固有性

の集合ではなくて附帯性の集合が個体化の原理であるという見解として理解されるに至ったと考

えることにしたい37。いずれにしても、トマスの理解の中では、附帯性の集合が個体化の原理で

あるというポルピュリオスの考えを、アリストテレスとは異なる見解としてまずは取り出すこと

ができる。 

二 『ボエティウス「三位一体論」註解』第 4 問題第 2 項における個体化の原理

1257 年から 1258 年に書かれたとされる38『ボエティウス「三位一体論」註解』の第 4 問題第 2

項では、附帯性の異なりが附帯性の基体となっているものの数的な異なりの原因となるのかどう

かということが問題とされる39。これはボエティウスの『三位一体論』で、三人の人間が別々の

場所に存在するということによって区別できることを例にして、「諸々の附帯性の多様性が数とい

う点での差異を形成する」40と言われていることを改めて問題化したものである。ここで数的な

異なりをもたらす原因をトマスは個体化の原理という表現でしばしば言い換える。トマス研究に

おいてもこの第 4 問題第 2 項は、個体化の原理について体系的な記述をあまりしないトマスが珍

しく一つの項を割いて論じている箇所であると見なされている41。本節では、同項において、附

帯性だけではなくて質料の異なりに答えを求めていくトマスの議論を概観しながら、附帯性の集

合が個体化の原理であるというポルピュリオスの見解に対するトマスの評価を見定めることにし

たい。なお、この見解は、ポルピュリオスだけではなくてボエティウスに帰属させることも可能

ではあるが、トマス自身がそのように断定するかは曖昧である42。いずれにしても、ポルピュリ

オスが個体化の原理は附帯性の集合であると考えていたということはトマスも意識している。そ

れゆえ、個体化の原理としての附帯性の集合という見解を以下では基本的にポルピュリオスの考

えとして取りあげていくことにしたい。 
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同項の主文冒頭部においてトマスは、次のように結論を先取りする。すなわち、「類に即した相

異性（diversitas）は質料の相異性へと還元されるのに対して、種に即した相異性は形相の相異性

へと還元されるが、数に即した相異性は、部分的には質料の相異性へと還元され、部分的には附

帯性の相異性へと還元される」43。理性的動物である人間を例にして考えるなら、まず理性的と

いう種差は理性的魂という形相に由来し、その形相によって人間は他の動物と区別されている。

他方で、動物であること、すなわち感覚する能力がある身体を持つことは、そうした身体という

質料に由来し、その質料によって動物は感覚する能力がない身体を持つ植物と区別されている。

さらに或る個人においては、これこれの身体というこれこれの質料（hæc materia）とこれこれの

理性的魂というこれこれの形相（hæc forma）がその部分として見出されるが、後で見るように、

質料はそれ単独ではこれこれのものであることはできない。したがって、質料がこれこれのもの

になるためには、附帯性である量がこれこれのものであることの根拠を既に持っている必要があ

るというのがトマスの基本的な考えである44。このことを次の引用文によって確認しておこう。 

 

さて、いかなる形相も、それがそのようなものである限りにおいては、それ自体そのものに

基づいてこれこれのものであるのではない。……それゆえ、形相は、質料において受容され

ることによってこれこれのものになる。しかるに、質料は、それ自体では区別されていない

のだから、それが区別されうるものであるということに即してのみ受容された形相を個体化

することが可能である。というのも、形相が質料において受容されることによって個体化さ

れるのは、［他のものと］区別され、ここと今に限定されたこれこれの質料において受容さ

れる限りでのみだからである。他方で、質料が可分的であるのは、ただ量によってのみであ

る。それゆえ、哲学者［アリストテレス］は『自然学』第 1 巻で、量が除去されると実体は

不可分なまま残るだろうと言う。それゆえ、質料は、諸次元（dimensiones）の下にあるとい

うことに即して、これこれの指定されたものとして作出される45。 

 

簡潔に言うなら、形相がこれこれのものになるためには質料に受容されることを必要とすると

いうのがトマスの論理である。さらに言えば、質料もそれ自体では無規定であるがゆえに、形相

を個体化するためには自らもこれこれの質料になるのでなければならない。質料がこれこれのも

のとして分割されるためには附帯性である量を必要とする。それゆえ、質料がこれこれのものに

なるためには、諸次元（縦、横、高さという三方向への広がり）の下にあるのでなければならな

い。 

ここまででは、質料がこれこれのものになる過程が論じられているにすぎない。むしろ、以上

までの叙述に基づけば、附帯性こそ個体化の原理であると言える余地すら残されている。この点

を意識したであろうトマスの論述はさらに次のように続けられる。まず特定の量によって限界づ

けられた諸次元が想定される。例としては、或る時空において体長が 140cm と特定された生物 A

を想定することにしよう。この生物は次元に関わる量がすべて特定されている限りで量の類に完

全な仕方で属することになる。しかし、そのようにして特定の量によって限界づけられた諸次元

は個体化の原理ではありえない。まず時間を通じて生物 A が成長すればその大きさが変わること

は容易に予想される。加えて、時間の経過と同時に場所の移動が起こることで限界づけはさらに

41



『新プラトン主義研究』第 17 号 

 42 

変わってしまうことになるが、だからといって生物 A が個体として別のものになってしまうとい

う説明は不自然であるだろう。すなわち、限界づけられた諸次元が個体化の原理であることは否

定されていると言える46。 

次にトマスが持ち出すのは、アヴェロエスに由来する「限界づけられていない諸次元」

（dimensiones interminatæ）という概念である。これは、第一質料に対して延長に相当する属性を

最初にもたらす附帯形相としてアヴェロエスが措定したものである。この概念は、物体性という

実体形相が第一質料に最初に到来することを主張するアヴィセンナ説に対抗するためのものであ

った47。トマスによれば、この限界づけられていない諸次元とは次元の本性においてのみ考察さ

れる限りで認められるようなものである。諸次元は実際には何らかの限界づけなしに存在するこ

とはできない。さきほどの生物 A が存在する空間は、実際には特定の広がりを持っているがゆえ

に生物 A の大きさを特定できる。そのため、そのような特定がされていない本性的なレベルで捉

えられる限りでの諸次元（デカルト座標空間のようなもの）は量の類には不完全な仕方で属する

ことになる。それでもトマスは、まさにこのようにして本性的なレベルで捉えられる限りでの次

元が個体化の原理としては正当に認められることを示唆している48。 

それでは、やはり次元という量の附帯性が個体化の原理であると言えることになるのだろうか。

トマスの解答は次のように続けられる。それ自体では無規定である質料は、種的形相の下にある

限りでの質料になると、どのような類に属するものかどうかを決定する原理になる。それと同様

に、限界づけられていない諸次元という附帯形相の下にある限りでの質料になると、質料は自ら

を基体とするものが同じ種の中で数的に異なることを決定する原理になる。一つの種に属する複

数の個体にとって数に即した相異性の原理は個体化の原理のことであるのだから、個体化の原理

としてここで措定されているのは限界づけられていない諸次元の下にある質料である。ここに至

って、数に即した相異性が質料の相異性と附帯性の相異性の両方に還元されるものであることが

再確認されている49。 

以上を『ボエティウス「三位一体論」註解』第 4 問題第 2 項におけるトマスの見解であるとす

るなら、そこで反対異論（通常はトマスの側に立つ見解が権威に基づいて述べられる部分）の一

番目に取りあげられている次のような見解はどう解するべきであろうか。 

 

ポルピュリオスは、他のものにおいては見出されえない諸々の附帯性の集合が個体を形成す

ると言う。しかるに、個体化の原理であるものは数に即した相異性の原理である。それゆえ、

諸々の附帯性は数に即した複数性の原理である50。 

 

ここで問題になるのは、やはり諸々の附帯性の集合が個体化の原理であるということを示唆して

いる大前提である。これに対してトマスは、附帯性だけではなくて質料も必要であると答えるは

ずである。そのこともあってか、同項の最後には次のような但し書きがつけられている。「さて、

既述のことごとに基づけば、反対異論にある諸々の論拠がどのようにして容認されるべきであり、

どのように偽を結論しているかが明らかである」51と。このことからも、トマスが上記の反対異

論をそのまま受け入れているわけではないことがわかる。 
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同項では、個体化の原理として質料が必要であることはもはや自明視されていると言える。こ

のようなトマスの見解においてポルピュリオスの見解は、附帯性のみを個体化の原理とする点に

おいては受け入れられるものではない。しかし附帯性が個体化の原理の一部を担っているという

点においては部分的に受け入れられるものであると言える。いずれにしても、附帯性の集合が個

体化の原理であるというポルピュリオスの見解を主題の一部としてトマスが取りあげていること

をここでは確認することができるだろう。 

三 『「形而上学」註解』第 7 巻第 15 講と個体化の原理としての附帯性の集合

アリストテレスは、『形而上学』Ζ巻第 15 章でイデアがなぜ定義されえないのかについての論

証を示している。本節では同章の議論をトマスの註解に沿って辿ることにしよう。少なくともト

マスの註解では、イデアが「他のすべてのものからは分離された或る自体的に存在するもの」

（quoddam per se existens ab omnibus aliis separatum）であると捉えられている。すなわち、イデア

がここでは、イデアを分有する諸々の個体とは別に、自らも独立した何らかの存在者（すなわち

個体）であるようなものとして捉えられていることをまずは確認しておこう52。無論、トマス自

身はこのようなイデア理解を採用する者ではない53。さらに、以下で見る議論は、大きな文脈と

してはイデア論批判の一連をなしていると思われるが、議論そのものとしては個体に対する定義

が不可能であることを示す論証の一つであると言ってよいだろう。 

トマスの理解によれば、『形而上学』Ζ巻第 15 章では三つの論証が示されている。第一の論証

（1039b20–1040a9）によると、可感的で可滅的なものを例にして考えた場合、個別的なもの

（singulare）には論証も定義もありえない。その理由は次の通りである。個別の可感的で可滅的

なものは個的な質料（materia individualis）によって複合されているが、この個的な質料を持つと、

複合されている当のものはあることもないこともありえてしまう。なぜなら、質料そのものが既

に、複合されている当のものがあることの根拠をもたらす形相に対して可能態であるのみならず、

複合されている当のものがないことの根拠をもたらす欠如に対しても可能態であるからである。

しかるに、論証や定義を取り扱う学知は、必然的な事柄を対象としている。したがって、個別の

可感的で可滅的なもののようにあることもないこともありうるものを、学知は対象としていない。

それゆえ、それらには論証や定義が不可能であることになる。このようにして、個別の可感的で

可滅的なものには論証や定義がありえないことが示されるのと同様にして、第一の論証において

は、それ自体が個別的なものとされている各々のイデア（無論それは個物のイデアのことではな

いが）にも定義がありえないことが示されている54。 

ただし、プラトン主義者たちもイデアに質料性や可滅性を認めてはいなかったので、質料性お

よび可滅性を保持する可感的で可滅的なものに基づく議論だけでは、イデアが定義不可能である

ことを示すのには不十分である。それゆえ、第二の論証（1040a9–27）では、定義は多くのものに

共通するものによってしか与えられえないがゆえに、個別的なものである限りでの個別的なもの

を定義することがそもそも不可能であるとされる（この第二の論証については少し後で詳述する

ことになる）55。第三の論証（1040a27–b2）では、一つの種に一つの個体しかない不可滅的な天

体である太陽や月を例にして考えた場合、個々の永遠なるもの（イデアも含まれる）を定義する
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ことは種を定義することにほかならないので、それらを個別的なものとして定義することはでき

ないとされる56。議論としてはこの第三の論証が主要なものであるとトマスは述べている。 

この中で本節と関わりがあるのは第二の論証である。第二の論証は、既に上で説明したような

論証の核心部分を示す部分と想定反論を斥ける部分の二つからなる57。想定反論によれば、或る

一つのイデアの定義に含まれる諸々の属性が多数のものに共通するものであったとしても、属性

の或るまとまりが一つのイデアにしか適合しないなら、そのまとまりを定義として見なすことが

できる58。この反論には既に、附帯性の集合が個体化の原理であるとする考えとの連関を見出す

ことが可能である。この反論は、定義に含まれるような属性のまとまりが一つのイデアにしか適

合しないということを論拠としている。特定の属性のまとまりによって或る一つのイデアが同定

できるということは、イデアそれ自体が或る種の個体であると想定されている以上、その或る一

つのイデアが個体として区別されることを説明することにもなってしまう。附帯性の集合をこの

ように属性のまとまりとして理解するなら、附帯性と実体性の区別をわきに置けば、ここでの想

定反論とポルピュリオスの考えは同じものとして理解できる。また、以上の点は後でトマスによ

っても言及されることになる。 

この想定反論に対しては、分有されるイデアの側と、イデアを分有した結果もたらされるもの

の側からそれぞれ再反論が示されている。まず、分有されるイデアの側に基づく議論によれば、

或る一つのイデアに対して与えられるような定義はあくまで他のイデアから成り立っていること

になるので、或る一つのイデアに対して固有な定義は得られない。例えば、人間のイデアの定義

が二本足の動物であるとするなら、二本足の動物は人間のイデアだけではなくて動物のイデアと

二本足のイデアにおいても存在することになる。なぜなら、動物のイデアと二本足のイデアを同

時に結合させたものが二本足の動物だからである。かくして、二本足の動物は人間のイデアに固

有のものではないことになる。そこからさらに、人間のイデアに対して与えられた定義が第一に

人間のイデアに適合するわけではないことも帰結する。定義は定義の対象について第一に真とさ

れるのだから、このような帰結は定義の論理にも反することになる59。 

それに対して、イデアを分有した結果もたらされるものに基づく議論によれば、そもそも動物

や二本足という属性そのものが多数のものについて述定されうるものである。それゆえ、先ほど

と同様にして、人間のイデアにとって二本足の動物という定義は固有のものではなくなる。これ

は、動物という属性や二本足という属性がそれぞれ多数のものについて述定されることだけでは

なくて、二本足の動物という結合された属性もまた多数のものについて述定されることをも含意

する。仮に動物と二本足という属性が多数のものについて述定されないのなら、動物および二本

足という属性が人間のイデアに属するということはどうやって認識することになるのかとトマス

は問う。動物のイデアは、もしそのようなものがあるとすれば、複数のものについて述定されう

るものであることは明白である。それゆえ、仮に二本足の動物という属性が或る一つのものにし

か述定されえないとしたら、その場合には二本足という属性が動物を或る一つのものに限定して

いることになる。かくして、二本足のイデアは或る一つのものについてしか述定されないことに

なるが、これは多数のものによって分有されうるというイデアの性格に反する。したがって、或

る一つのものについてしか述定されえないような一つのイデアがあることが否定される60。 
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アリストテレスやトマスの体系であれば、二本足の動物という人間の定義はこの世界に存在す

る複数の人間について述定されるというだけのことになる。それに対して、ここでトマスがアリ

ストテレスに対する註解の中で問題にしているのは、この世界に存在する複数の人間とは別に分

離した実体として人間のイデアというものを措定しようとしたら、そのイデアに固有の定義は成

立しないということである。ここまでのやや複雑な議論は、トマスがあくまで自存するような分

離された実体としてのイデアの存在を否定する立場であることを確認するための例証としたい。 

上記の再反論を提示した直後に、トマスは次のような議論を付け加える。この議論はアリスト

テレスの原文にはないものである。 

さて、以下のことが知られるべきである。この同じ論理によっては次のこともまた充分に示

される。すなわち、これら下位のものども［すなわちこの物体的な世界にあるもの］にあっ

ては、いかなる個別的なものも、何らか諸々の固有性ないし諸々の統一された形相（formæ 

adunatæ）―それらがどんなものであるにしろ―によって定義されることはありえない。

その理由は次の通りである。任意のイデアと同様にして、任意の形相も、それ自体に関する

限り、複数のものにおいてあるよう本性づけられている。かくして、それら［イデアないし

形相］がどれほど集積されようとも、同時に集合したすべてのものがただ一つのものにおい

て見出されるということが起こっている限りで、これこれの個別的なものの確実な指定は附

帯的な仕方でしかないことになる。それゆえ、個体化の原理は、或る人々が言うように、諸々

の附帯性の集合ではなくて、哲学者［アリストテレス］が言ったように、指示された質料

（materia designata）であるということは明らかである61。 

上述のように、イデアは結局のところ普遍的な構成要素によってしか成り立たないがゆえに、そ

のイデアに固有の定義を得ることはできない。そのことに基づいてここで言われているのは、イ

デアや形相をどれほど集合させてもそれが或る一つのものにおいて見出されることを確実に指定

するにはそのような集合以外に別の根拠が必要だということである。ここに至って、個体化の原

理としての附帯性の集合というポルピュリオスの見解が俎上に載せられることになる。附帯性の

集合が個体化の原理であるとする見解がここでは「或る人々」のものとしてその帰属先が曖昧に

されてはいるものの、前節で見たようにトマスがこの見解をポルピュリオスのものとして捉えて

いたことは間違いないだろう。 

さらに強調すべきは、個体化の原理に関するポルピュリオスの見解がプラトン的なイデア論に

対する批判が展開される文脈で引き合いに出されていることである。本節で考察してきた箇所に

限って言えば、トマスによれば、イデアは独立した個的な実体としてその存在を認められるもの

ではなかった。その論理は、それ自体が個別的なものとされている各々のイデアがあるとしても、

それは普遍的な属性から構成されているにすぎないので、個別的なものではなくなるというもの

であった。これと同じ論理が附帯性の集合に対しても適用できるというのがトマスの言い分であ

る。トマスの考えでは、個別的なものである限りでの各々のイデアが定義を得ることができない

とされた理由が、今度は逆に附帯性の集合としての個体化の原理という見解が成り立たないこと

の理由にもなっていた。前者の理由が、アリストテレスを介した形であれ、トマスにとってはプ
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ラトン主義的な考えに対する批判点になっているのなら、それと同じ理由で批判されている別の

考えをもトマスはプラトン主義的なものと見なしていたと考える余地はないだろうか。 

結

序で確認したように、ポルピュリオスがそもそもプラトン主義者であることはトマスも認識し

ていた。しかし、だからといって、第 1 節で取りあげた『エイサゴーゲー』に由来する論点がす

べてプラトン主義的なものであると断言するのは暴論である。ところで、第 2 節で見たように、

附帯性の集合が個体化の原理であるという考えをトマスは明示的にポルピュリオスに帰していた。

他方で、第 3 節で見たように、プラトン的なイデアに対して定義を与えることが不可能であるこ

とを示す論証の一つで用いたのと同じ理由が、附帯性の集合が個体化の原理であることを否定す

る理由にもなっていた。以上から、トマスがポルピュリオスの個体化の原理に関する見解をプラ

トン主義的なものとして捉えていた可能性を示唆することにしたい。これは、トマスがこの物体

的な世界における個体化の原理として、アリストテレスに由来する指示された質料を採用するこ

とと対照的なことでもある。 

本稿の試みは、トマスがポルピュリオスをどう理解していたのかを全体的に捉えることからは

まだ遠い。加えて、どちらかと言えばトマス自身の見解とは異なる見解の持ち主としてポルピュ

リオスが捉えられている側面を問題にしてきた。それでも、ポルピュリオスの思想がどう理解さ

れていたのかをめぐっては、『エイサゴーゲー』に由来する見解がどう理解されていたのかを新プ

ラトン主義の歴史の中で捉えることは重要な研究課題である。序でも確認したように、類や種な

どの論理学的概念を分析することだけにとどまらない思考を『エイサゴーゲー』はもたらしてく

れるからであり、それはトマスのように、プラトン主義の立場を全面的に採用しない者にとって

さえそうだからである。 

* 本稿は、JSPS 科研費 17J00136 の助成を受けたものである。 
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  In their writings, these Greek Fathers refer to “being” concerning Ex. 3;14, but they did not established an 

“ontology”. Rather they have respect for the expression of “ὁ ὤν” more than “τὸ ὄν”. Using the term “ὁ ὤν”, 

they tried to express the activity of God toward individual beings. According to their thought, so-called 

ontology was extremely abstract and not appropriate to express the living and operating God. And they took 

the road to praise God, without scrutinizing the aspect of “What God is”. 

Avicenna’s Influence on Medieval Philosophy 

Shiro YAMAUCHI 

  Avicenna’s dictum “Equinitas est equinitas tantum” is very famous in medieval philosophy. In this 

dictum, the core of Avicenna’s ontology is contained. In this context, “equinitas” means, as it were, “pure 

essence”. Henry of Ghent accepts Avicennean framework of ontology, and coins “pure essence” into “esse 

essentiae”. Accordingly, this “esse essentiae” plays an important part in post-Thomas metaphysics. The 

essential feature of “esse essentiae” is the indifference, which is shown in the form, “not (A or not-A)”, i.e., 

“not A and not-not-A”. According to Tweedale, the indifference of “esse essentiae” originates from 

Alexander of Aphodisias, and this construal is named “Aphrodisian tradition”. This tradition flows from 

Alexander, thorough Avicenna, into Henry of Ghent, John Duns Scotus, and William Ockham. In this article, 

I mainly focus the influence of Avicenna on Henry of Ghent. The indifference of “esse essentiae” is 

explained as a kind of “Drittes Reich”, because “esse essentiae” is neither singular nor universal, neither 

actual nor potential. So it’s natural that “esse essentiae” is considered “a kooky object”, but this “esse 

essentiae” plays the crucial part in medieval “Universalienstreit”. “Esse essentiae” is often considered as 

potential universal (universal in potentia), but its comprehension is problematic in some respect. “Esse 

essentiae” is neither some entity nor some ontological state, but one of the triple respects of essence. 

Therefore, “esse essentiae” doesn’t presuppose realistic position, nor nominalistic position of universals. 

Reexamination of “esse essentiae” is inevitable to the reconstruction of the historical genealogy of being in 

medieval philosophy. 

How Thomas Aquinas Understood Porphyry: 
A Case Study of the Discussion on the Principle of Individuation 

Ryuta ISHIDA 

  Neoplatonism had a variety of influences on Thomas Aquinas’s thought. The influences of Augustine, 

Proclus, Boethius, Dionysius, and Avicenna on Aquinas’s work are well established, but Porphyry’s 

influence is rarely studied. A classical study by Robert Henle (Saint Thomas and Platonism: A Study of the 
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Plato and Platonici Texts in the Writings of Saint Thomas) that systematically discusses the influence of 

Platonism on Aquinas’s writings makes little mention of Porphyry. Battista Mondin (in Dizionario 

enciclopedico del pensiero di san Tommaso d’Aquino) said that due to a lack of citations “the influence of 

Porphyry on Aquinas was minimal and has nothing specific.” Indeed, it is obvious that citations of Porphyry 

are scarce in comparison to citations of Avicenna and Dionysius; however, Joshua Hochschild’s study 

(Porphyry, Bonaventure and Thomas Aquinas: A Neoplatonic Hierarchy of Virtues and Two Christian 

Appropriations) shows that Porphyry’s influence was reflected in Aquinas’s theory of virtues. Although 

studies that see a direct connection between Aquinas and Porphyry are rare, we challenge the idea that the 

influence of Porphyry on Aquinas was not specific. 

  To disprove this assumption, we must first pick out all the ideas in Aquinas’s work that are attributed to 

Porphyry, particularly those that are based on Porphyry’s Isagoge. Among these ideas, we select, as a 

non-Aristotelian notion, the idea that the collection of accidents is the principle of individuation. Second, we 

refer to Aquinas’s Super De Trinitate, q.4, a.2. Here, Aquinas discusses whether the collection of accidents 

is the principle of individuation. We show that Aquinas attributes the principle of individuation to both the 

matter and the quantity that is one of the accidents. Third, we examine Aquinas’s Sententia Metaphysicæ, 

VII, l.15, and provide a textual analysis of the part that comments on Aristotle’s argument that a definition 

cannot be given to an “Idea” (Metaphysica, VII, c.15, 1039b20-1040b4). By analyzing this part, we show 

that it is possible that Porphyry’s idea concerning the principle of individuation may have been regarded as 

Platonic in the work of Aquinas. 

 

 

Platonic Participation (μέθεξις) in Plotinus’ Case: 
Its Philosophical Meaning and Relation to Presence (παρουσία) 

within the Framework of Plotinian Metaphysics 
 

Yasuatsu TOYODA 
 

  In response to the difficulty which originates in a passage from Plato’s Parmenides 131a-131b, Plotinus 

was required to support the theory of Platonic Participation and interpret it in his own way. At the same time, 

however, it was necessary as well for him to consider and answer criticisms made by other schools. As those 

schools have emerged also as a kind of response to Plato and his school, they were well-acquainted with 

flaws found in Platonic system and thus their arguments could sometimes be crucial and critical ones to its 

truthfulness and consistency. Therefore, it was a task assigned to Plotinus to rebut them and defend his 

master’s theory, sometimes adopting or borrowing ideas and words which have appeared after Plato, or even 

of his rivals. 

  Based on the point presented above, this paper will examine the theory of Participation in Plotinus’ case. 

The theory of Participation is thought to be a typical Platonic idea and of course it is that which Plotinus also 

accepts. At first sight, however, we find his explanation embedded with non-Platonic vocabularies, but the 
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