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1 自然学における必然性の根拠

本稿では， トマス ・ アクイナスの自然学において， 物体の運動， すなわち， 場所の

移動， 質の変化， 量の増減1)を或る一定の目的へと秩序付けているものは一体何であ

るのか， また， その秩序付けはどれほどまで及ぶのかということを， トマスにおける

神の存在証明「第一の道jに係わる議論に則して明らかにするつもりである.

このことがなぜ重要なのかというと， それは， このことによってトマスの自然学に

おける必然性2)の根拠とその限界とが明らかになるからである.

では， もしそのような， 物体の運動を或る一定の目的へと秩序付けることによって，

自然学の対象全てに必然性を付与するものが トマスにおいて考えられているとすれば，

それは一体何であろうか. それは， 全ての物体の運動に影響を及ぼすものであるから，

「第ーの道」で証明されるような第一動者たる神であろうか. あるいはまた， I第一

の道」をあらゆる作用因にまで拡 大して適用した「第二の道」で証明されるような第

一作用因たる神であろうか. あるいはまた， I第五の道」で証明されるような， 全て

のもの ( res) を目的へと秩序付ける 知性としての神であろうか.

これらの解釈は当たっていないというのが私の今のところの見通しである. という

のも， もし， トマスにおいて， 物体の運動を或る一定の目的へと秩序付けることによ

って自然学の対象全てに必然性を付与するものが神であるとすれば， そこには， 多く

の場合生じるがまれに生じないことがあるようなもの， すなわち， 偶発 ( casu s)3)を

含み得るようなものが存在する余地はなしぺなぜなら， アリストテレス ・ トマスに

よれば， 偶発の原因は秩序の不在だからであるへしかし， 彼らによれば， 多くの場

合生じるがまれに生じないことがあるようなものはそういうものとして自然学の対象

なのである6)
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では，上記のような，物体の運動を或る一定の目的へ秩序付けることによって自然

学の対象全てに必然性を付与するものを明らかにすることはなぜ重要なのであろうか.

多くの場合生じるがまれに生じないことがあるものがそういうものとして学の対象で

あるということは，アリス トテレス ・ トマスの自然学のみならず，現代の自然科学に

ついても言えることであるように思われる. しかし，そのような，現代風に言えば，

或る事態の確率が高いということの実在的な根拠を明らかにするような理論は，現代

の科学理論自体のなかにも科学に係わる現代の哲学のなかにも見出されないように思

われる. しかしその一方で，科学者たちはそのような実在的な根拠を信じているよう

に思われる. そのような科学者たちの信念の思想史的淵源を明らかにするということ

に関して本発表は 多少なりとも貢献できるのではないかと私は考える. 実際，ガリレ

オ研究者のウィリ アム ・ウォレスによれば，ガリレオは主にコレギオ ・ ロマーノのイ

エズス会士たちを通して アリストテレス ・トマスの影響を受けている. そして 彼は，

その帰納的手法にもかかわらず，自分の学を分析論 後書的な意味での真なる学とみな

していたのである7)

ではさらに具体的に，トマスの自然学において，物体の運動を或る一定の目的へと

秩序付けているものは一体何であるのか，また，その秩序付けはどれほどまで及ぶの

かということを明らかにすることが，そもそもなぜ，トマスの自然学における必然性

の根拠とその限界とを明らかにすることになるのであろうか.

この間いに答えるためには，まず第一に， トマスの自然学における必然性とは一体

どのようなものであるのかという問いに答えなければならない. そして第二に，この

必然性の根拠とは一体何であるのかという問いに答えなければならない.

第一の聞いに対する答えは 以下の通りである.

アリス トテレス ・トマスによれば，自然学の対象において見出される必然性とは，

必ず~であるというような端的な意味で、の必然性で、はない. そうではなく，物体の運

動 に お い て 或 る 一 定 の 目的 が 達 成 さ れ る と前提 す る こ と か ら 来 る ( ex

su pposition e)必然性である8)

或る物体の運動において或る形相が現実化されるはずであるならば，その形相に対

応する基体9) (つまり動かされるもの ) や動者10)は必ず先在するだろう. しかし，そ

れらの基体や動者が先在するからといって必ずしもその形相が現実化されるとはかぎ

らない
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アリス トテレスとトマスが用いている例は 以下の通りである. まず基体について言

えば， もし切れるのこぎりがあるならば， 鉄は必ずあったであろう. しかし， 鉄があ

るからといって， かならずしも切れるのこぎりがあるとはかぎらない山. また， 動者

について言えば， もしオリーブの実が成るならば， オリーブの種は必ずあったであろ

う. しかし， オリーブの種があるからといってかならずしもオリープの実が成るとは

かぎらない12)

上述の第二の問し、， すなわち， 上記のような必然性が成立する根拠は一体何かとい

う聞いに対する答えは 以下の通りである.

それはまず何よりも， 物体の運動において或る一定の目的が達成されるということ

である. なぜなら， 上述の通り， トマスの自然学における必然性は， 物体の運動にお

いて或る一定の目的が達成されるということを前提にしているからである. 実際 トマ

スもこの必然性について， I必然性の根拠 ( rat io) は目的の側から指定されるJ I必

然性の根拠は目的に従って措定されるJ '3)と言っているのである.

それでは， 物体の運動において或る一定の目的が達成される根拠は何であろうか.

また， 達成されるはずの目的が達成されない根拠は何であろうか.

トマスの自然学によれば， 物体の運動において或る一定の目的が達成される根拠は，

物体の運動がこの目的に秩序付けられていること， あるいは， 物体の運動をこの目的

に秩序付けるものである. 逆に， 物体の運動において或る一定の目的が達成されない

根拠は， 物体の運動がこの目的に秩序付けられていないこと， あるいは， 秩序付ける

ものの不在である14)

物体の運動が目的に秩序付けられただけでは目的は達成されないのではなし、かとい

う反論も確かに出され得る. しかし， 物体は 上位の原因に従ったり従わなかったりす

る自由を有していない. だから， 目的に秩序付けられていない原因による邪魔がない

かぎりは， 物体の運動は， 目的に秩序付けられれば， 目的を達成するべく活動して目

的を達成する15)

それゆえ， 上述の通り， トマスの自然学において物体の運動を或る一定の目的へと

秩序付けているものは一体何であるのかということを明らかにすることが， トマスの

自然学における必然性の根拠を明らかにするのである. また， その秩序付けがどれほ

ど及ぶのかということが， トマスの自然学における必然性の根拠の限界を明らかにす

るのである.
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2 ["第一の道」に係わる議論との関係

まず初めに， トマスの自然学において， 物体の運動を或る一定の目的へと秩序付け

ているものおよびその限界と， ["第一の道jに係わる議論との関係について簡単に触

れておきたい. 周 知の通り9， r第一の道y

すなわち， r動かされるものは全て他のものによって動かされるJ という命題と， r動

かすものがまた他のものによって動かされるという系列が無限に遡行することはでき

ない」としづ命題との証明である. ところで， これらの命題の証明は， アリストテレ

スの『自然学』第八巻第五章に含まれる証明川と， その言葉づかいに至るまで極め て

類似している. そして， この『自然学』の箇所で証明されているのは， 自分自身を動

かすものの動かす 部分， すなわち， 何かの魂の存在だけである18) しかし， トマスの

言う神は決して何かの魂ではない1へだから， r第ーの道jによっては神の存在は証

明され得ないようにも思われる.

しかし私は， r第一の道jをトマスの アリストテレス理解全体から解釈すれば， r第

一の道J によって神の存在は証明され得ると考える. なぜなら， 自分自身を動かすも

のの動かす部分， すなわち何かの魂も， さらに神によって動かされて動かすものであ

ると私は解釈するからである.

アリストテレスとトマスの自然学によれば， 今問題になっている『自然学』の箇所

の証明において， 自分自身を動かすものと言われているのは主と し て動物川と天

( cael um) 21)のことである. そして， 自分自身を動かすものの動かす 部分とはそれら

の魂のことである22)

そして， 動物の魂は， 確かに， あらゆる種類の物体的運動の始原 ( prin cipium)た

り得る山. しかし同時に， 自身が始原である全ての運動において天体によって動かさ

れて動かすものである24) このことが明らかになるなかで， トマスの自然学において，

物体の運動を或る一定の目的へと秩序付けているものが何であるのかということが明

らかになる (本稿3参照 ).

同様に， 天の魂に当たる天体の動者である 知性実体 (これをトマスは天使と解す

る ) も， 確かに， あらゆる種類の物体的運動の始原たり得る町. しかし同時に， 自身

が始原である全ての運動において神によって動かされて動かすものである26) このこ

とが明らかになるなかで， トマスの自然学において， 物体の運動を或る一定の目的へ
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と秩序付けているものの秩序付けはどこまで及ぶのかということが明らかになる (本

稿4参照).

3 物体の運動を目的へと秩序付けるもの

では具体的に， まず， トマスの自然学において， 物体の運動を或る一定の目的へと

秩序付けているものは一体何であるのかということを明らかにしたい.

動物の魂が， あらゆる種類の物体的運動の始源たり得ると同時に， 自身が始源であ

る全ての運動において天体によって動かされて動かすとし、う事態は， 一体どのような

事態なのであろうか.

トマスの自然学によれば， 確かに， 動物の魂は， 諸々の形相を有するかぎりにおい

ては運動の始原たり得る. しかし， これらの形相を或る一つのものに決定すること

( det er min ar e) によって， 動物の欲求対象を或る一つのものに決定するという仕方

で， 動物の運動を或る一つの目的へと秩序付けているのは天体の動者たる 知性実体で

ある.

その理由は 以下の通りである.

トマスは『定期討論集「悪についてJ j第六問主文で 以下のように言う.

自然的事物のうちには形相が見出される. これは活動の始原27)である. また，

形相に伴う傾向性も見出される. これは自然的欲求と言われ， ここから活動が生

ずる. (中略 ) 自然的事物の形相は 質料によって個別化された形相である. それ

ゆえ， 形相に伴う傾向性も一つのものに決定されている.

しかし， 知性認識された形相は， 普遍的なものであり， この形相のもとでは 多

くのものが把握され得る. だから， (中略 ) たとえば， もし職人が家の形相を普

遍的に思い抱き， その形相のもとで家の様々な違う形が把握されるとすれば， 職

人の意志は四角い家を作ることへも， 丸い家を作ることへも， 他の形の家を作る

ことへも傾かされ得る矧.

ここで言われていることを一般的な例で言い換えると， たとえば， 生き物の場合，

確かに， 植物は， 成長する能力態 (h ab itu s)29)を有している. そして， 成長すること

を自ら欲求して 30)自ら現実に成長する. 動物は， このことに加えて， 場所的に 移動す

る能力態を有している. そして， 場所的に 移動することを自ら欲求して自ら現実に場

所的に 移動する. しかし， いつどのような形でどのくらいの大きさに成長するのか，
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いつどこへどのような仕方で場所的に 移動するのかということについては初めから決

定されてしまっている.

ところで， トマスによれば， 欲求を或る一つのものへと決定するということは， す

なわち， 欲求運動を何かへと適用するということである. そして， 非理性的動物にお

いてこの適用を行うのは刺激 (in sti n ct us)である.

実際 トマスは『神学 大全』第二 部のー第十五問第二項で以下のように言う.

く第一異論解答〉

非理性的動物において見出されるのは， 欲求が何かへとただ受動的にのみ決定さ

れているということである. 一方同意とは， 欲求がただ受動的にのみ決定される

ということではなしむしろ， 欲求を能動的に決定するということを意味する3刊1り)

〈主文〉

同意とは， 欲求運動を， 何か為すべきことへと適用することを意味する. ところ

で， 欲求運動を， 何か為すべきことへと適用することは， その支配権のうちに欲

求運動があるところの者に属する. たとえば， 確かに， 石に触れることは杖に適

合するけれども， しかし， 石に触れることへと杖を適用することは， 杖を動かす

ということをその支配権のうちに有するところの者に属する. ところで， 非理性

的動物は自身の支配権のうちに欲求運動を有しておらず， 非理性的動物における

このような運動は自然本性の刺激に由来する. だから， 非理性的動物は， 欲求し

はするが， 欲求運動を何かへと適用しはしないのである3 2)

ところで， トマスによれば， 上記の刺激は天体に由来する. 実際 トマスは， I動物

は， 天体の刻印に由来する何らかの自然本性的刺激によって動かされるJ33)とか， I非

理性的動物は， 上位の作用者 (天体 ) の刺激によって， 個別的形相の在り方で決定さ

れた何かへと動かされる. この何かを思い抱くことに感覚的欲求が伴うj'4)とか言う

のである.

しかし トマスによれば， 自身のであれ， 他のもののであれ， 何かの運動を目的へと

秩序付けるということは 知性的な者のみに属することである 35)

だから， 動物の魂の有する 諸々の能力態を或る一つのものに決定することによって，

動物の欲求対象を或る一つのものに決定するという仕方で， 動物の運動を或る一つの

目的へと秩序 付けているのは天体の動者たる 知性実体と考える他ない.

それゆえ， 以上のことから， トマスの自然学において， 動物のみならず， 全ての物
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体の運動を或る一定の目的へと秩序付けているのは天体の動者たる 知性実体であると

私は解釈する36)

4 物体的運動の目的への秩序付けの限界

では次に， トマスの自然学において， 物体の運動を或る一定の目的へと秩序付けて

いる者の秩序付けは一体どこまで及ぶのかということを明らかにしたい.

天の魂に当たる天体の動者である 知性実体が， あらゆる種類の物体的運動の始原た

り得ると同時に， 自身が始原である全ての運動において神によって動かされて動かす

としづ事態は一体どのような事態なのであろうか.

確かに， 3で明らかにした通り， トマスの自然学において， 全ての物体の運動を或

る一定の目的へと秩序付けているのは天体の動者たる 知性実体である. しかし， アリ

ス トテレス ・ トマスによれば， その 知性実体も， 普遍的で完全な善である神を目的と

してそこへと秩序付けられている. すなわち， 神を欲求している37) そしてこのこと

によって神に動かされている制.

ところで， I第一の道」で言われるところの， 動かされること， すなわち運動とは，

単なる現実態ではなく， 可能態に在るものの， そういうものであるかぎりでの現実

態39)でなければならない. トマスに従って言い換えれば， 純粋可能態と現実態との中

間的な在り方40)でなければならない. というのも， もし動かされることが単なる現実

態であるならば， 純粋現実態である神も動かされる (この場合， 自分自身に動かされ

る ) ということになる. しかし， I第一の道」で証明される神は， 何ものにも動かさ

れないものである. それは「第ーの道J の結論 部分を見れば明らかな通りである.

で、は， 天体の動者たる 知性実体において， 欲求に関して， 可能態に在るものの， そ

ういうものであるかぎりでの現実態とは， 一体どのようなものであろうか. それは，

トマスによれば， 一つは， 触れていない場所に触れること ( at tinger巴 )への 転化

( mu tati o) である. もう一つは， 善から悪への 転化で‘ある41)

これに対して， 天使の考察は， 形而上学に属することであり， 今問題となっている

自然学を逸脱しているのではないかという反論が出され得る. しかし， トマスによれ

ば， 天使が動者たるかぎりで、自然学において考察されること42)， そして， 自然学が形

市上学から様々な原理を受け取ること43)は一向に差し支えないことであると私は解釈

する.
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ではまず， 天体の動者たる 知性実体， すなわち天使が， 触れていない場所に触れる

ことへの 転化を有するということはどういうことなのか. それは， 天使が， 触れてい

ない場所に触れる， すなわち， 力を及ぼしていない物に力を及ぼすことに向かう可能

態に在るということである.

実際 トマスは『神学 大全』第一 部第五十二問第二項主文で 以下のように言う.

天使は有限な力と本 質とを有する. 一方， 神は， 無限の力と本 質とを有し， 万物

の普遍的な原因でもある. それゆえ， 神は， 自身の力によって万物に触れている

し， 複数の場所においてのみならず， あらゆる場所に触れている. 一方， 天使の

カは， 有限であるので， 万物には及ばず， 限定された何らかのーなるものに及ぶ.

では次に， 天使が善から悪への 転化を有するということはどういうことなのか. そ

れは， 天使が悪を為す， すなわち罪を犯すことに向かう可能態に在るということであ

る.

その理由は 以下の通りである.

トマスによれば， 被造的 知性の意志が神に秩序付けられるのは， 神だけが普遍的で

完全な善だからである44) ところで， I善から逸れない活動を自然本性的に有するこ

とができるには， 普遍的で完全な善の特 質が自然本性的にまた 転化不可能的にその 知

性的本性に内在しているのでなければならない. そのような 知性的本性は神の本性で

なければあり得なL、J4へ被造的 知性には普遍的で完全な善の特 質が自然本性的にま

た 転化不可能的に内在していない. だから， 被造的 知性は， 善から逸れない活動を自

然本性的に有することができない.

だから， トマスの自然学において， 全ての物体の運動を或る一定の目的へと秩序付

けている天体の動者たる 知性実体， すなわち天使は， あらゆる場所に力を及ぼすとは

限らない. また， その意志は， あらゆる場所に力を及ぼしている神の意志と一致する

とは限らない46)

5 結 論

トマスの自然学において， 全ての物体の運動を或る一定の目的へと秩序付けている

のは天体の動者たる 知性実体， すなわち天使である. それゆえ， トマスの自然学にお

ける必然性の根拠も天使である. しかしそのカはあらゆる場所に及ぶとは限らないし，

その意志が， あらゆる場所に力を及ぼしている神の意志と一致するとも限らない. そ
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してこのこつの限界こそが ， 自然学の対象であるところの ， 多くの場合生じるがまれ

生じないことがあるものの反面， すなわち 偶発 ( casus)の根拠なのである. 実際 ト

マスによれば ， 偶発は ， 究極的には 質料の不具合 ( in dispositio) によって生じる47)

そしてそのような， 天の力 ( virtus) と対立するような 質料の不具合は ， 神の働き

( divin a  operatio) に由来するとされるのである州.

(付記 本稿は日本学術振興会特別研究員としての研究成果の一 部である. )
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