
ドゥンス・ スコトゥスにおける「今」という瞬間

八 木 雄

はじめに

神学にI(恩寵を受けると)予定されていたものが， はたして断罪されえる

か」とし、う問題がある. これは， 人聞の意志が神の意志決定に背馳する可能性

がどのように考えられるか， とし、う問題である. あるいは， 人聞が犯す悪の原

因を神に求めることなく， 正当に人聞に原因を認めることが， 人間の倣慢を否

定する信何と両立させながら， どのような根拠で語られるか， という問題であ

る. この問題はまたこのような自由意志の問題だけでなく， 神の確実な予知・

予定との関連で， 必然性と可能性(様相)の問題としてスコラ哲学を刺激し続

けてきたものである.

ドゥンス ・ スコトゥスはこの問題について『レクトゥーラ』第1巻第40区

分でつぎのように回答している.

「どのようにして予定されたものが断罪されうるかは， 先行の問し、から明

らかである. なぜなら， 神の意志は〔被造的〕対象に先立つている. それ

ゆえまた， 神が対象を欲し， ある人を救おうと欲する同じ永遠性の瞬間に，

その対象を欲しないことができるし， 同じ瞬間にその人の断罪を欲するこ

とができる. それゆえまた， 或る人が同じ永遠性の瞬間に， 予定されたも

のでありながら， 斥けられたものでありうるのである. 先行の聞いから明

らかなごとくJI).

スコトゥスがここで言う「先行の問し、J， すなわち第39区分から論者が理解

するところで、は， この回答の主旨は， I神は， 意志によってあることを決めて
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も， そのように意志によって決めることは， その反対が決められる可能性があ

ることであり， その反対の可能性を人間の意志が実現した場合には， 予定され

たものが悪を為したがゆえに断罪されるjということである， と解釈すること

ができる. ただしこの場合でも人間の意志が， 被造的意志であるにもかかわら

ず神の意志に背馳する行為を行いうる可能性は， おそらく別のことがらとして

問われる.

というのもスコトヮスの言う 「先行の問いjが明らかにしているのは， 神の

意志の至高の 「自由」であり， その[未決定性J(別の可能性が残されること)

なのである. この未決定性のもとに人間の意志は自由をもつが， その意志行為

は被造物の行為であるかぎり神の力を土台にしている. 神の力を土台にもちな

がら， 人聞によって悪がし、かにしてなされるか， ということは， したがって，

おそらしもう一つの問題なのである2)

ここではその問題にまで関わることはできない. ただ第39区分に述べられ

ていることを検討することで， 意志の自由から生まれる可能性， 偶然性につい

て， スコトゥスの考えをつまびらかにすることにとどめたい. さらに， 小論は

その基礎にある時間論を明らかにすることで， 先の回答の理解を見出すための

たしかな一里塚にしたいと考えている.

I 瞬間的時間と経過的時間

上に引用した文中(註1 )にある， 神が対象を欲する「永遠性の瞬間J in

stans aet ernitatis とは何だろうか3) まずこの言葉の意味を問題にしたい.

『オルディナチオ』の第35区分には， 神のなかで区別されるいくつかの瞬間

が述べられている.

「神は， 第一の瞬間に純粋に絶対的な根拠のもとに自身の本質を認識して

いる. 第二の瞬間には， 可知的存在のうちに石を産出し， 石を認識する.

〔中略J. 第三の瞬間に， おそらく， 神の知性は自身の知性作用を， わたし

たちが比較対照で、きるどんな可知的なものとも， 比較対照することができ

る. [中略J. そして第四の瞬間に， 第三の瞬間に生じた関係の上にいわば
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反省を加えることができるJ<).

また知'性と意志との先後関係としては， 第38 区分でつぎのように言われて

いる.

「本性の瞬間を区別するならば， 第一の瞬間に神の知性は任意の作用対象

(それは個々の作用対象であると同様に作用対象の原理でもある)を把握す

る. そして第二の瞬間にそれらのすべてを意志に提示する(個々の作用対

象であれ， 実践的原理であれ， 神の知性はそれらすべてのうちで或る特定の

ものを受け入れる). そしてそうであるとき， 神の知性は第三のしるしに

おいて， 等しく非媒介的にその個々のものを， 普遍的なものと同様に， 知

るのであるJ5)

スコトゥスはこのように， 永遠的と見られる神の知性作用においても， 異な

る瞬間を区別する. この瞬間は， I本性の瞬間J instans nat u rae あるいは，

「本性のしるしJ signu m nat u rae とも呼ばれている. しかしそれらはどれも

同じことを指しているのは直前の引用からも明らかである. つまりそれらはい

ずれも「永遠性の瞬間J instans aet e rnitatis なのである.

ところで， たとえばトマス ・ アクイナスは， ボエティウスのことばを承けて，

「永遠性Jの把握は 「とどまる今J nunc stans の把握であると言っている6)

このような永遠の理解からすると， スコトゥスの言う「永遠性の瞬間」は， そ

れ自体はむしろ 「とどまらないものJ instans であるから九矛盾をはらむ言

葉であることになる. それゆえ， わたしたちはかれのテキストのなかに， かれ

に固有なこの言葉を理解する手だてを見出さなければならない.

さて， 先ほどから問題になっている第四区分の論述のおわりに近く， スコ

トゥスは， 中世によく知られた主張を否定すべき論として挙げている. その主

張とは， 永遠的な神の予知と， 時間的な存在であるわれわれの姿を， 円とその

中心のたとえで説明する主張である. このたとえは， 言うまでもなく円の全体

が中心に等しく現前しているように， 神の自に時間上のすべてが過去から未来

に至るまで現前していることを示すものである8)

スコトゥスは， この説に真っ向から反対してつぎのように言う. ここではよ
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り詳しく述べられている『オルディナチオjから対応箇所を紹介する9)

「円とその中心という別の例に対しても， わたしはつぎのように反論する.

aとbという両端をもつまっすぐな縄尺が， 一方の端 aが動かず， 他方の

端bが円を描くように号|かれることを想像してみよう(ちょうど足の一方

を据え他方を動かして， 足で円を描くように). すると， 円を描くように引

かれたbは， 幾何学者の想像にしたがえば円のかたちを生ずる. 幾何学者

というのは点が流れて線を生ずると想像するのである. このように考える

場合でも， もしもそのbという点が流れて円のかたちを残すことなく， 円

周のなかで， ただ流れているその点だ けがあるのならば(つまりその点が

ほかのどの場所にもないときには， そこに円のかたちはなし、)， そのときに

は， 円周が一挙に中心に対して現前することはなしただ円周のなかの特

定の点だけが中心に対して現前しているのみだろう. 他方， もしも円周の

全体が同時にあるのならば， 全体が中心に対して現前しているだろう. こ

こではつぎのようである. すなわち， 時聞は残存する円周(circumf er 

entia s tans)ではなく， 流れる円周(circumf er entia f lu ens)であるので，

その円周のなかで実際に在るのは， その瞬間(il lud ins tans)のみである.

---JIO). 

つまりスコトゥスによれば， 時聞はその瞬間が連続的に残って線を生み出す

かのように理解してはならないものだ， ということである. 言い換えると， 現

実にある時間は「今J という瞬間のみであって， 過去も未来も現実ではない，

ということである. たしかに時間は経過するものであり， その経過こそが時間

の本質であると見れば， 時聞を線として理解するのは当然であろう. しかし，

スコトゥスが言うように， 今とし、う瞬間こそ， またそれのみが， 現実にある時

間であると考えるならば， 時聞を 「経過のなかにあるものjだと考えては， 真

実を理解しないことになる.

時聞を線で理解する者は， 連続的な広がりである空間との類比で時聞をとら

えることが， 真実の時間の理解だと考える. トマスの立場はこのような立場で

ある. アナログ時計(針が指し示す時刻ではなく， 針が動いた距離に注目するな



ドゥンス ・ スコトゥスにおけるf今」とL、う瞬間 91 

ら， それは空間的に時間の経過を表示する)によって測られる時間経過の感覚

は， この理解に沿ったものであろう. つまりこの理解のなかで， 時間は「あの

今からどれだけ経ったかJ. あるいは. Iあと， この今からどれだけか」という

概念であり， その長さ， 短さが量として語られる. 他方， デジタル時計のよう

に， 他の場所での出来事との同時性を刻一刻表示する時間の感覚は， 時聞を瞬

間におけるものと理解する考えに沿ったものだろう. つまりこの理解において，

時聞はむしろ 「今がいつであるかjが問題になる.

時間の瞬間性についてのスコトゥスの主張を， もう少しわかりやすい例で言

えば， ルーレツト盤の上を転がる玉を想像してみるのがし、いだろう. 玉は転が

ってその軌跡は円を描くが， 連続的に玉が後に残って金属の環を作り出すこと

は決してない. つまり現実には， 今というこの瞬間だけがあって， 過去の時聞

は存在していなし、， ということである.

H 経過的時間と記憶

しかし， 時聞が「今とし、う瞬間J を本質としているのならば， 時間の経過性

のほうは， そのいわば属性と見ることができる. とはいえ， 時聞を， スコトゥ

スにならって同時性が本質であると見ることができるとしても， 時間の経過性

はまったくの非現実ではない. 実際， わたしたちは時聞を経過として受け止め

て暮らしていることも事実である. それゆえ， 時間に経過性が生ずる由縁を明

らかにしておく必要があるだろうし， それを明らかにすることは， 翻って， 同

時性を時間の本質と見ることの根拠を明らかにする.

ところで， アリストテレスは時聞は運動の数であると言う. I数J という量

を問題にしているところから， アリストテレスの時間理解も 「経過性jに注目

するものであると想像できる. しかし今はそのことには拘泥せず， 時聞を運動

の数と考えることは， 少なくとも時聞は運動にともなうものである， という証

言としてのみ受け取ろう. たしかに何も動かなければ， 時聞は認識されないだ

ろう. 実際， 何も動くものが見えない場所に置かれたなら， わたしたちは自分

の心臓の鼓動を聞き入るほかに， 時間の経過を確かめることはできなくなって
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しまう. しかし， それでは， わたしたちはどのように運動を認識するのだろう

力、

それは， ある事物が位置を変えることを認識することによって， ということ

だろう. この場合， 重要なのは， I同じ事物」が aからbに位置を変えていく

ことが認識される， ということである. なぜなら， a にあった事物がbにある

事物とは「別の事物jなら， それは同じ事物が位置を変えること， つまり「運

動があるjとは言えないからである.

ところで， 同じ事物が aからb�こ位置を変えることを認識するためには， 二

つのことが必要になる. 第一に， 事物の記憶. 位置の違う事物が 「同じ事物j

であることを認識するためには， 過去の別の時点で、見た事物を， 人が覚えてい

て， それを現在見ている事物と同じ事物であると， 認識する必要がある. 第二

に， 自己の記憶. なぜなら， 過去の別の時点で見ていた 「わたしjが， 今の時

点で見ている 「わたしjと同一であることなしには， やはり同じ事物が位置を

変えていることは認識されないからである. このことは， 二人の人聞が， 別の

時点、で同じ事物を見た場合を考えてみれば明らかである. 二人が見た事物が同

じ事物であると認識するためには， 二人の聞で記憶の交流が必要になる.

言い換えると， 事物が運動していることを認識するためには， 認識するもの

の側が， 対象認識を記憶する力をもっているほかに， 自己同一性を記憶によっ

て保っている必要があるのである.

ところで， 時間認識は運動の認識にともなうと言われた. したがって， 継続

的時間というものは， 言い換えれば， 認識された対象物の記憶の厚みであり，

自己同一性の記憶の長さなのだ， と言うことができる. つまりわたしたちが

「今とし、う現実」とは別に「継続的時間」を構想するのは， この記憶の厚みや

長さを， 空間的に想像しているからなのだ， と言える.

このように考えるなら， 時間の本質は「同時性」ないし 「今の瞬間jにあり，

認識者の記憶(自己と対象物の同一性の認識)を通じて認識される[経過性」

は， 記憶を通じて認識される時間の属性と見なすことができる.

そして， この継続的時間は客観的に「測る」ことができる. ちょうど空間の
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長さを測るために， r一定の長さの事物jを尺度とするように， 時間の長さを

測るために「一定の運動J を尺度にすることができる. さまざまな運動のなか

で時間の継続性の尺度にできる運動は， 言うまでもなく 「円運動J である. と

く に天体の運動は， 完全である. それによって， わたしたちは記憶の厚みや長

さを， 一日のこととか， 数年のことと， 認識することができるのである.

皿 永速の今一一瞬間における共存

時間の本質が瞬間にあって継起性にあるのではないとするなら， もとより神

は永遠のうちに不変であるので， 神について継起性( succ essio)は否定される

が， 瞬間については永遠の神との聞に端的な矛盾はない. それゆえ， 神につい

て瞬間的な時間は語りうることになる. 実際先に引用したように， スコトゥス

は神のはたらきを瞬間の区別のなかで語っている. しかし， それでは， わたし

たちが目前にする瞬間と同じ瞬間を， 神もまた目 前にしているのだろうか.

スコトゥスは， 第1巻第9区分「御子の誕生の永遠性についてjで， つぎの

ように言っている.

「しかし， さまざまな時制のことばは， 何を意味して神について言われる

のか?一一わたしは答える. 本来的に言えば， それは時間の違いよりも永

遠性の今( nunc aeter nitatis)を共に意味して(co nsigna re)言われる.

しかしながら， 絶対的な意味でのその今ではない. なぜなら， もしもそう

だとすると， 時の違いを示す様態の多様性がなく なってしまうだろうから

である. そうではなく て， 時間的部分と共存するかぎりで， (永遠の今が

語られている〕ということである. ‘Deus g en uit' と言われるとき， 永遠

性の今が共に意味されている. そしてその意味は， かの今が過去とかつて

共存したかぎりでの永遠性の今において， 神が誕生のはたらきをもっ， と

いうことである， ‘Deus g ene rat' と言われるとき， これは現在と共

存しているかぎりで， 神が永遠性の今において誕生のはたらきをもっ， と

いうことである. 以上のことから， かの今が異なる時間と共存していると

真に〔見なされる〕とき， わたしたちは真に神についてあらゆる時間の相
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違を語ることが明らかでで、あるjll日)

スコトウスは， 別 の と こ ろ で「神 の う ちで は い か な る も の も， 同一性

(ide ntitas)によって永遠であるJ12)と語っている. すなわち， 神はつねに同

じ神であり， 神の意志にも変化はない. したがって神は継起のうちにない. し

かし神はまた継起のうちにある被造物に対して創造者として関わっている. こ

の関わりを誤り無く語ろうとするとき， 上述のII で行った時間の分析が意味を

もっ. すなわち， 時聞は， 対象となる事物の同一性の記憶と， 主体(自己)の

同一性の記憶が基盤となって， 対象の運動 ・ 変化が測られることではじめて認

識されるのである. それゆえ， 神とし、う主体は永遠的であることから， 神が被

造物に関わる際には， 永遠性において関わり， 時間のうちにある被造物を 「あ

る瞬間j に創造する， と見ることができる. つまり神にとっては外的である時

間的存在を目前にして， 永遠的な自己において， 被造物を創造するのである.

これが 「永遠性の今」という言葉が意味していることであると考えられる. す

なわち， 神は永遠性の自己にもとづいて時間の 「今」を目前にしているのであ

る.

スコトゥスはつぎのように言う. r神は， 自分が石を a Cという瞬間〕を目

前にして創造することを認識できるが， 自分が石を創造することを新たに認識

することはできない. ただ， 神は永遠性において， 自分が aを目前にして， 石

を創造することを認識する. つまり神は永遠性において， 任意の時を目前に，

自分が石の創造主であると認識するのであるJDe us posse t  cognosce re se 

cre antem lap idem pro a; se d no n posse t  nov ite r cognosce re se cre antem 

lap idem， sed in  ae te r nitate cognoscit se pro a cre antem lap idem sic ut in 

ae te r nitate cognoscit se pro aliq uo tempore cre ativ um l ap idis.13) 

N 偶然(可能)と必然

1981 年にスコトゥスの『レクトゥーラ』第1巻第39区分に関連して， s 

K nuuttila (へルシンキ大学)とA. V o s  (ユトレヒ卜大学)がそれぞれ独立に，

様相理論の歴史におけるスコトゥスの革新的な寄与を明らかにする研究を発表
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した14) その後S.Dum o n t によって， スコトゥスのこの寄与における独創性

は， いくらかはベトゥルス・ ヨハネス ・ オリヴィに帰せられることが明らかと

なったが1ヘ スコトゥスの論理的徹底性がその後の様相理論の研究を革新(近

代化)したことは， もはや揺るがないと思われる.

きてスコトゥスが第39区分で明らかにしていることは， まず， 偶然が事物

に見られることが自明な事実であること， そしてその原因は神の意志にあるこ

と， である. 第一の点は自明なので証明がし、らないことだと， スコトゥスは論

じている16) たしかにその通りだろう. これに対して第二の点にはスコトゥス

の特徴の一つが現れる. アリストテレス以来一般的に偶然は近接原因による妨

害によって生じることであると見なされていた. これは基本的に天上世界の出

来事が斉一な運動を示していることから， そこには必然性が支配しており， 月

下世界において偶然が入り込むと見られていたからだと考えられる17)

スコトゥスはこれに対して， 必然から偶然が生じることはありえない， と論

じる. すなわち， つねに神が第一原因であり， 第一原因である神の力は因果の

連なりの最後に至るまで及ぶものであるから， その原因がただ必然的であるの

なら， その原因する力が第二， 第三原因へと移るときに， 偶然となることはあ

りえない. つまり動かすものと動かされるものの関係において， もし第一原因

が必然的に動かすのなら， 第二原因は第一原因に動かされてしか動かすことは

ないのであるから， 第一原因が必然的に動かすのなら， すべての原因は必然的

に動かすことになるだろう， というのである18)

こうしてスコトゥスは， 神との距離によって神の力が結果に及ぼす力に違い

が生じるような考えを完全に払拭したので、あれ偶然の原因を近接原因にでは

なく， 第一義的に神の意志に求めたのである19) そして言うまでもなく， 人間

の意志は第二義的に事物の偶然的原因となる.

さて， rレクトゥーラ』のテキストにおいて， このあと， どのような仕方で

神の意志が偶然の原因であるかを見るために， スコトゥスは， 人間の意志がど

のような仕方で偶然の原因であるかを検討する. この箇所こそ， S. K nuuttila 

たちが様相論理の歴史的革新として主要に取り上げる箇所である. われわれも
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それを見ていこう.

スコトゥスはまず人間の意志がもっ自由を3 つ数え上げ20)， その中から， 対

立するはたらき(たとえば愛することと嫌うこと)や対立する事物に関する意

志の自由が， 基本であることを見出す. そしてそこから生じる可能性ないし偶

然性を取り上げて， それにも2種類の可能性 ・ 偶然性があると言う21)

①人間の意志が異なる対象に向かう際には， 時間の継起が必要であって，

同じ瞬間に異なる対象を相手にすることはできない. 同様に， 同じ対象を愛す

るか， 嫌うか， という(対立するはたらきをもっ)ことも， 同じ瞬間にはでき

ない. つまり， 同じ人間の意志が一方(たとえば愛する意志)から他方(たと

えば嫌う意志)へと時間の継起のうちで変化することが， 対立したはたらきに

は前提される. この継起的変化の可能性にともなって， 対立したはたらきの可

能性・偶然性が人間の意志によってあるのである22)

スコトゥスはこのあとの議論に入っていくに際して， アリストテレスが『詑

弁論駁論J， r天体論.123)などで言っていることから， 中世において一般化した

区別， I結合の意味でJ in sensu co mposito と「分割の意味でJ in s ens u 

div iso をもちこむ.

さて， 同じものが同時に異なるはたらきをもっ， ということはありえない.

したがって， I座っている人が立っていることができるJ と言う場合， これを

「座っている同じ人が， <同時に〉立っていることができるjとし、う意味で受

け取るなら， これは誤りである. 他方， I座っている同じ人が， く別の時に〉立

っていることができるjとし、う意味で受 け取るなら， これは真である. 前者を

「結合の意味でj受け取ると言L、， 後者を「分割の意味でj受 け取ると言う.

言い換えると， 前者は 「ある人が座っているJ という文と 「ある人が立ってい

ることができるJ とし寸文を， 結合して単文「座っている人が立っていること

ができるjの意味で受け取る， ということであり， 後者は分割して重文 「人が

(今)座っているが， その人はまた， (別のときに)立っていることができるj

の意味で受け取る， ということである24)

スコトゥスは， ここで， 人間の意志は別のときを待って(分割の意味で)対



ドゥンス ・ スコトゥスにおける「今」とし、う瞬間 97 

立したはたらきをもつことができるゆえに， 言い換えれば， 時間の継起のうち

で人間の意志が変化することによって， 可能性・偶然性があることをまず確か

める.

つぎに②スコトゥスは， もう一つの可能性を指摘する. すなわち， 過去の

事実に対して， さらに 「論理的可能性Jpo tentia logi ca があることを指摘す

る. スコトゥスがここで「論理的」だと言うのは， 過去の事実はすでに決定し

ていることがらなので， 事実と異なる可能性は現実的にはありえず， ただ論理

的にのみありえるからである25) スコトゥスは， 世界が存在する以前のときに

も. I世界がありうるJ は真であっただろう， と言う. 実際には世界は無かっ

た(対応する実在が無い)のであるが， それでも論理的には. I世界がありう

る」は諸名辞の聞に矛盾が無いがゆえに. I可能性jとしてその時点でも真で

ある26)

ここからスコトゥスは新しい様相論理の地平を切り開いていく. すなわち，

この論理的可能性は， 継起性(変化性)によってではなく， 同ーの瞬間に認め

られる， と主張する. なぜなら論理的可能性としての「世界がありうるjは，

「世界が無\， 'J 状態で同時に真だからである. スコトゥスはさらにこれを意志

のはたらきへ応用する. スコトゥスは. I意志がたった一つの瞬間にのみ存在

をもち， その瞬間に或る物を欲したとしたら」とし、う非現実の想定をして， そ

の場合， 継起性は無いのであるから， 継起的に 「欲しJ. I欲しない」というこ

とはありえない. しかしながら. Iその瞬間を目前にして， その瞬間のうちに，

aを欲する意志が. aを欲しないことができるJ p ro il lo ins tan ti et in il lo 

ins tanti in  q uo v ul t  a， po tes t noll e a と言う. なぜなら， 欲求作用は意志の本

質ではなしまた本性的属性でもないからだ， と言う. つまり欲求作用は意志

が偶然的に繰り出す偶然的はたらき(accid ens p er accid ens)であって， その

聞での対立作用は意志の本質にとって矛盾ではないからである. すなわち， 一

つの意志において， 同じ瞬間を前にして. I欲することjと 「欲しないこと」

は矛盾した作用で、はなしいずれも偶性として受け取られる作用であるので，

aを欲しない意志が， その状態で. aを欲することが論理的に可能である， と
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言われる. 言い換えると， その諸名辞の間に論理的矛盾はないのである27)η)

ここからスコトウスはさらに究極の一歩を踏み出す. つまり論理的可能性の

うえにさらに 「現実的可能性J potent ia r eal is を認める. この段階でのポイン

トは， 継起性なしであるにもかかわらず， r分割の意味で」とし、う区別が有効

に用いられる， という点にある. つまりこれまでの常識からすれば， ①継起

性がないとし、う条件では， 対立したはたらきの両立に現実性はなく， 両立は論

理的でしかない. しかも， ②継起性がないのなら， 同じものについて対立し

たはたらきがあることを「分割の意味でj受け取る解釈が， その前提となる時

間の経過を失ってそもそも成り立たないはずである.

まず ①の問題については， スコトゥスは意志とし、う能力がそのはたらきに

対してもつ特殊牲を持ち出してくる. すなわち， 第一に意志の作用は瞬間的に

もたれるものであること， また欲求作用という意志のはたらきは， 意志の本質

でも属性でもなく， 偶性に過ぎないこと， つまり， この偶性は意志を原因とし

ているのであるが， 意志はこの偶性を生みだした瞬間， すでにそのはたらきと

は偶然的関係しかもたないこと， 言い換えれば， 意志は自分が生みだした欲求

作用にしばられる必然はまったくなし、， ということである. したがって， aと

いう瞬間において意志が欲するはたらきをもっていても， 意志は「欲しないは

たらき」に対しても， r欲するはたらきJ �こ対してと同様に， 偶然的関係をも

つに過ぎない. したがって， 論理的にだけでなく， 現実的にも， 意志は対立し

た二つのはたらきに対して同等に偶然的関係をもっているのである. それゆえ，

意志という能力においては， 対立したはたらきに対する関係の両立が， 現実的

に可能である， と結論される. こうして 「今， 欲するはたらきを抽出する原因

であるとき， 意志ははたらきに対して偶然的関係をもっているjと言われる28)

引き続いて②の問題について， スコトゥスは 「分割」の意味を， r 2つの命

題が含まれているj と受け取ることであると規定することによって， 継起性に

よる「別のときにJ の意味を払拭している. すなわち， r意志は， aという瞬

間において欲しつつ， aとし、う瞬間において欲しないことができるJ という命

題は， r意志は aにおいて欲するものである」と「意志は aにおいて欲しない
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ことができる」という2つの命題(重文)の意味で受 け取る， ということであ

る. そしてこの意味で， この命題は真であると言う29)

以上のことから， スコトゥスは， これを神の意志に適用して， r永遠性の瞬

間において石が在ることを欲している神の意志は， 同じ瞬間に石が在ることを

欲しないことができる」ということを， r分割の意味でj真であると結論づけ

る30) こうしてスコトゥスは， 神の意志が恩寵によって或る人物を予定しつつ，

同じ瞬間に同じ人物を斥けることができることを， 実在的に可能なことがらと

して明らかにしたのである.

以上が， K nuuttila たちが， 現実とは別の可能性が同じ瞬間にあることを，

スコトゥスがはじめて主張した， という内実である.

V 結論一一「瞬間による存在の切断Jという革新

K nuuttil a は， ボエティウス以後の様相理論の研究のうえに， 以上のような

スコトゥスの議論とその後14世紀を通して見られるその影響力を検討して，

アリストテレス以来の様相理論がスコトゥスによって革新されたと， 結論して

いる刊. こうして K nuuttil a は「このように， 可能世界の アイデアを見つけた

のは， ライプニッツではなかったので、あるjと述べて， 意味論的可能世界を開

拓する現代の様相理論の草分けとして， スコトゥスをたたえるのである32)

さて， スコトゥスの論述がもっ様相理論における歴史的位置は， このような

精力的研究によってほぼ固まっている. 小論ではスコトゥスがこのような革新

を企てた基礎となる理論的原因について， 最後に述べたい.

すでに触れたDu mo nt は， オリヴィの自由意志についての研究をスコトウ

スが承けてこのような結論がもたらされた， とし、う意見である. たしかにスコ

トゥスがおこなっているこの議論は， 主題としては「意志の自由jの問題であ

る. しかし， もしも時間の本質がスコトゥスにおいて継起性としてのみ認めら

れているのなら， スコトゥスの議論も， r時間の継起性のなかで， 意志が変化

するにともなって対立する可能性が実現するjとし、う従来の局面から， 一歩も

先には進まなかったであろうことは明白である. スコトゥスが同じ瞬間に対立



100 中世思想研究43号

するはたらきの可能性を， まずは「論理的可能性」として取り出し， さらに進

んで 「現実的可能性」を理論づけることができたのは， 時間の本質を継起性で

はなく， 瞬間性として受け取り， 意志のはたらきの現実を「瞬間のうちで」理

解しようと努めた結果であったと考えなければ理解できないことである. 実際，

スコトゥスが論理的可能性を明らかにするときに想定しているのは， I意志が，

たった一つの瞬間にのみ在るとしたならば」である33) スコトゥスのこの言辞

は， 瞬間の想定が， この議論の要諦であることを明示している.

さらに時間の本質を「瞬間J とする立場は， I偶然(可能 )と必然の区別j

について， 新しい規定をもたらしていることは注意すべきことだろう. なぜな

ら， 継起性によるときには， 実際のものの運動 ・ 変化の逸脱が， 偶然(可能)

なものを， 必然なものから区別する根拠になったが， 瞬間性となると， 運動も

変化も外的現実には見出せなくなるからである. スコトゥスは， そのため， 偶

然を「別の可能性が同時にありうるものjと規定する3ペ スコトワスは無論こ

れを現実的可能性と見るのであるが， 実際にはこの可能性はむしろ論理的であ

る. なぜなら， 自然界の観察には時間的継起が必要であり， その運動 ・ 変化が

継起的時間のなかで観察される必要があるからである.

またスコトゥスが自由意志を偶然の原因として明らかにするなかで， 意志は

欲求を原因するとき， その瞬間に偶然的に原因している， ということを証明す

るのに， つぎのように言っている. Iなぜならもしそれがその瞬間において偶

然的に原因するので、なかったなら， それが偶然的に原因することは， 将来もな

いだろうからである. なぜなら， もしもその瞬間にそうであるなら， それは他

の瞬間にも偶然的に原因しないだろうからであるJ35). スコトゥスは， ある原

因が偶然的であるかどうかは， それが原因作用をもっ瞬間で、区別されるもので

あって， 原因の結果を継起性のうちで観察する必要はないと見ているのである.

必然に関しても同様であることは言うまでもないことだろう.

こうしてアリストテレスは， 継起性のうちで生じる対立する結果によって原

因の偶然性を論じたので、あるが， スコトゥスにおいては， 偶然はただ「対立す

る結果を生じる可能性」のみで論じられることになった. なぜなら， 瞬間こそ
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が現実の場であると見なされるなら， 実在の真理は， 偶然であれ， 必然であれ，

瞬間のうちですべて確定できなければならないからである. 他方， 必然は， ス

コトウスにおいては， rただ一つの結果を生じる可能性」から論じられること

になった. こうしてスコトゥスの科学理論は， 何よりも命題のなかにある諸名

辞聞の 「一致の明証性J を基礎とするものとなったのである36)

したがって， 時間の本質を瞬間と見なして， 存在を瞬間において切り開いて

見せることが， かれの存在論の要諦になっていることが推測される. スコトゥ

ス神学の特徴の一つである自由意志説もまた， むしろこのような時間の捉え方

によって生まれたものであって， その逆で、はなかったと考えられるのである37)
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