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はじめに

トマス・アクイナスは 『神学大全j 1， q.14， a.13において「神の知は未来の偶然的

なものごとについてあるかJ Utrum scientia Dei sit futurorum contingentium とい

う問いを立てている. この箇所で提出されている異論に共通する論調はこうである.

全知全能である神によって知られたものごとは必然的に存在しているはずである. し

たがって神は未来の偶然的なものごとには関与しない.

だがそうであれば， 神は全知であるということにはならない. そこで トマスは， 神

が未来の偶然的なものごとをも知る， ということをさまざまな角度から論じることに

なる. ところで， 異論も トマスも， 未来の偶然的なことがらが存在しているというこ

とを認めている点で地盤を共有している. すなわち異論の極端な反対例として想定し

うる「神が未来の偶然的なものごとを知るのであれば， それは必然的に存在している

ことになり， 偶然的なものごとは存在しない」という決定論的な結論を トマスは導き

出してはいないのである.

かれは， 神の知が必然的にものごとを知るということと， 未来の偶然的なものごと

が存在していることを両立させる途を採る. その際， 主文で「神の永遠の知への現

前J， 異論回答で「遠隔因一近接因jという因果関係の方向からの説明と， [' ( 条件命

題の)前件の必然性一後件の必然性J， [' de re- de dictoJ といった論理的な諸概念を

用いての説明が行われている. r神学大全』以外の著作においても， 話題の 中心は

「神の永遠の知への現前」であり， これを取り巻く形で別の観点からの解釈が提示さ

れている. ただし『神学大全J以外の著作においては， さらに 「後件の必然性J r帰

結の必然性jが追加されることが多い1)
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以上のような論の組み立てからも， トマスにとって「神の永遠の知への現前」が最

も重要であることはまず間違いないであろう. それでは上述の論理的な処理の仕方は

「神の永遠の知への現前」とは別枠に， 神の知の必然性と未来のものごとの偶然性と

の関係を説明しうるものとして提示されているにすぎないのであろうか.

だが， こういった論理的な説明の仕方が適用されているのは， ほかならぬ神の知に

対してである. 小論ではこの点に着目して， 論理的な諸概念相互の関連性およびこれ

らと「神の永遠の知への現前」との関連性を トマスがどのように解釈しているのかを

考察したい. なお「遠隔因 近接因jは自然学的な方向と神学的な方向の両面から改

めて論ずる必要があるので， 今回は割愛する.

l 神の永遠の知への現前

『神学大全j 1， q.14， a.13， resp.において トマスは， 神の知の必然性と未来の偶然

的なものごととの関係を考察するにあたって， 次の二通りの「偶然」を提示している.

① 「それ自身において， 既に現に存在している， という在り方での偶然的なものごと.

これは未来のものごととしてではなく， 現在のものごととして考えられている. つま

り， どちらに対しでも偶然的でありうるのではなく， どちらか一方へと決定されてい

るものごととして考えられているJ. ②「原因において存在しているものごととして

の偶然的なものごと. これは未来のものごととして， いまだ一方に決定されていない

ものごととして考察されるJ. 偶然的なものごとは①「すでに(jam)J 決定された

(determina tum)在り方をしているのか， ②「いまだ( n ondum)J 決定されていな

い在り方をしているのか， という点によって区別されている. ①が決定されている偶

然的なものごととされるのは「確実な認識， たとえば視覚などによって誤ることなく

捉えられうるJ というようにして， それを知る者が実際に知るのであれば， その対象

は知る者の眼前に存在しているからであり， ②が決定されていない偶然的なものごと

とされるのは「それの原因において存在するもの」としては存在しているが， それ独

自の存在においていまだ存在しておらず， したがって知る者の眼前には存在していな

いからである.

ところで， 神が全知であるのならば， ①②どちらの意味で語られている偶然的な未

来のものごとをも神は知っていなければならない. ところがかれは②の意味での偶然

的なものごとは「何者の認識にも確実な仕方では属さない」と述べている. たしかに



神の予知の必然性と未来のものごとの偶然性について 91 

「神は偶然的なものごとを時系列に沿って(successive)認識するのではない」とい

う意味では， 神にとっての時間的な未来は無いのであるから， ②の意味での偶然的な

ものごとを神が知っているとは言えない.

ではどのようにすれば， 神が未来の偶然的なものごとを知っている， と言うことが

できるのであろうか. それは「時間上に存在するすべてのものごとは， 永遠の観点か

らすれば神に対して現前しているJと答えることによってである. 神の永遠の知は

「全時間を包摂するJ. 神は時間軸上の過去・現在・未来を「同時に」眼前に見る.

①現在②未来どちらの意味での偶然的なものごとも神の永遠の知に対しては等しく現

前しており， そのかぎり神は時間軸上の未来の偶然的なものごとをも確実に知ると言

うことができるのである.

さらに踏み込んで考察してみよう. 神が予め知ったことは， 時系列に沿って実現し

ていくのではない. もしそうであれば， 神は「永遠の現前よりもより後jのことを知

るということになり， そのとき神は時系列に沿った知り方をしていることになるから

である. したがって， 神が或る同ーのものごとについてその原因と結果をすべて確実

に知っていると トマスが述べるとき， 時間上， より先である原因が存在する「今jお

よびより後である結果が存在する「今Jを神は同時に知っているとかれは考えている

と解釈すべきである. すなわち神はその都度の時間軸上の「現在Jを同時に現前する

ものとして知っているということである. このようにして， 神は①の視点で①②どち

らの意味での偶然的なものごとをも見ているのである.

以上のことから「神は未来の偶然的なものごとを必然的に知るjと主張するにあた

っては「神の永遠の知への現前」のみで十分であるように思われる. 事実， つねに神

と共に在る信仰者としてのトマスの力点はここにある. しかしかれは， さらに別の角

度からの論証も試みている.

2 de re-de dicto 

く神に知られたものごとはすべて存在することが必然的である〉という命題は通

常. de reとde dictoとに区別される. de reと理解した場合， これは分離され

ており偽である. その意味は く神が知るすべてのものごとは， 必然的である(=

必然的に存在する)> である. あるいはde dictoと理解した場合， 結合されて真

である. その意味は く“神に知られているものごとが存在するヘというこの言句
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の内容(dictum)が必然的である〉となる2)

命題が分離的であるのは， 命題の主語の部分によって示されているものごとについ

て様相が言及されていると解釈する場合である. このとき omne scitum a Deo neces -

sarium est esseは

omne scitum a Deo/ necessarium est / esse 

と解される. 同一の命題が「分離される」場合， 対応する無様相命題 omne scitum a 

Deo est に対して， 様相がどのような仕方で付加されているかが示されている. つま

り様相 necessariu mによって， 無様相命題の主語と述語が分離されるのである. し

たがって， 様相命題の主語が指し示しているものごと(res)について(de re)， 様

相が語られていることになる. このように捉えた場合「神によって知られたすべての

ものごと」は「必然的なものごとであるjということになる. だが， 神に知られたも

のごとのうちには， 偶然的なものごとも在る3) したがってde re解釈をされた場合

のこの命題は偽である. これに対して結合的にde dicto ととれば， この命題は真で

ある. この場合， 不定詞句で表されるdictumについて(dedicto) ， 様相が語られて

いると解されている. すなわち上の命題を

omne scitum a Deo esse/ est necessarium 

ととるのである. ここでは， 対応する無様相命題の主述の聞を切り離さず， 結合させ

たまま不定詞句とした上で， これに様相が付加されている. そして「く神に知られた

ものごとがすべて存在すること〉は必然的であるJという意味になる. この場合「も

のごと自体に必然性がかかっている(ponitur)のではなく， 知と知られたものごと

の秩序( ordo)に必然性がかかっているJ4). つまり知られているものごとが必然的

なものごとであろうと偶然的なものごとであろうとを問わず， 神の知とその対象との

関係性は必然的であるということである.

de re的に解釈された命題が合意しているのは「それ自体の存在において偶然的な

ものごと」も存在しているということである. 他方dedicto解釈によって示される

のは， 神に知られたものごとが存在することが必然的であるということである. この

二通りの解釈によって， それ自体の存在において偶然的なものごとも必然的なものご

とも， 神に等しく必然的に知られる， ということが示される.

このように， de dicto解釈によって示されているのは， それ自体の在り方として偶

然的なものごとも必然的なものごとも神は等しく知るということであるが， こういっ
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たことが言えるのは「神jの知に限ったことではないように思われる. というのも

「私に知られたものごとはすべて存在することが必然的であるJを de dicto的に捉

えると1<私に知られているものごとが存在する〉という言句 dictum が必然的であ

る」となり， この命題も神の知の場合と同じく真であるとも言えそうだからである.

この命題は「知るJということばの意味に依拠して真である. すなわち， 私が何かを

知っていると言えるためには， その何かが実際に存在していなくてはならないがゆえ

に「私に知られているものごとがすべて存在することJに必然性があることが真とな

るのである.

しかし， トマスは少なくとも神の知について， ただ単にこのような形式的なレベル

での話でよしとしているとは思えない. というのも， 私がものごとを知るのはそれが

存在しているからであるが， 神の場合はそうではないからである. 神は， ものごとの

存在を原因としてそれを知るのではない. 逆に神の知がものごとの存在する原因であ

る5にしたがって， 神の知と神に知られたものごととの関係について述べている命題

の de dicto解釈において見られるべきであるのは， この問題についてしばしば見落

とされている， とD. B. Burrell が指摘している剖「創造主としての第一原因である神

の知」という特性である. このことからは， 神が偶然的に存在するように知れば偶然

的に， 必然的に存在するように知れば必然的にものごとが存在するということ， そし

て「神はものごとの原因結果の秩序を知っているJ7)ということが言える.

以上のことからはまた， de dicto的に解釈された命題において， 神が「誤つことな

くJ1確実にjものごとを知る， と言われているのは， 神がものごとの存在する原因

であるからである， と答えることができる. これに対して， 私の知は必ずしもそうで

はない. 形式的な方向からは， 私が何かを知っているということが成り立つならば，

それが存在していることには必然性があると言えても， 内容的には私がそれを知って

いると言えるかどうかは定かなことではないからである.

ところで， r神学大全』において de re - de dicto解釈が展開されているのは「した

がって く神に知られたものごとはすべて存在することが必然的である〉という命題は

通常区別されるPという一文以降である. これは「神の知において在るという仕方

で」引ものごとが存在している場合「神の知において在ること」には絶対的に必然性

necessarium absolute があるが， その結果とも言える「ものごとがそれ固有の原因

のうちにある場合yO)， すなわち我々にとっての未来のものごとである場合， それが
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存在するであろうことには絶対的に必然性がある必要はない， という区別を受けての

ことである.

このように「したがって」で結ぼれているかぎり， 条件命題の前件一条件命題の後

件それぞれに関する必然性の性質が， de re- de dictoの区別に関わっているものと

推測できる. まずは『神学大全j 1， q .14， a.13， ad 2において語られていることをみ

てみよう.

3 absolute necessarium 

「神が， このことは未来に存在すると知ったならば， それは存在する(si Deus 

scivit hoc futurum esse， h oc erit) Jという条件命題の前件「神が， (このことは未来

に存在すると)知った」には絶対的に必然性がある. その理由はこうである.

「く神が， この偶然的なものごとは未来に存在することを知った〉と言う場合，

〈偶然的なものごと〉は単に動詞(二知った)の目的匂(二くこの偶然的なもの

ごとが未来に存在すること>)(を構成する一部分 materia verbi)であるにすぎ

ない. また， 命題の主要部分でもない(主要部分は， く神が……知った〉であ

る). したがって， それ( eiusニ偶然的なものごと， のくものごと>)にかかる偶

然性や必然性は， 命題(全体)の必必、然性や偶然性には影響を及lぽまさないJ'日川1日)

トマスがここで言わんとすることは， 命題における動詞の目的句に現れる偶然性一

必然性， 真一偽が， 命題全体の偶然性一必然性， 真一偽を支配するのではない， とい

うことである.

「その意味ではく私が人聞はロパであると語った> <私がソクラテスは走ると語

った> <私が神は存在すると語った〉も同様に真でありうる. そして同じ理屈

(ratio)が(動詞の目的句の一部を構成する)必然的なものごとや偶然的なも

のごとについてもあてはまるJ.

「私がXと語ったjのIXJの真偽が， I 私がXと語ったjという命題全体の真偽

を左右するのではないのと同じ理由てう「この偶然的なものごとは未来に存在すると

いうことを神が知ったjに現れている「偶然的なものごとjの「偶然的」は， I 神が

Xと知ったjという命題全体の偶然性 必然性を左右するのではない. I偶然的jは，

神が知った「ものごと」にかかるのである. したがって「神がXと知った」は， 偶

然的なものごとを知ったからといって偶然的なことがらになるのではない. このよう
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にして「神が， この偶然的なものごとは， 未来に存在すると知った」という前件は，

知の対象の性質に左右されることはない. rxと知った」ことが事実であれば真であ

り， この前件には絶対的に必然性がある.

それでは， 後件「それは存在する」にも， 絶対的に必然性があるのであろうか. 異

論は次のように述べている. 前件に絶対的に必然性がある条件命題においては， 後件

(consequ ens)にもまた絶対的に必然性がある. したがって神に知られたものごと

はすべて必然的なものごとであり， 神の知は偶然的なものごとには関与しないという

ことになる山.

これに対して トマスは， まずは次のように答えている.

「前件に絶対的に必然性があるからといって， かならずしも後件にも絶対的に必

然性があるわけではない. もしそうであれば太陽が動くならば， 草木が生えるで

あろうといったような， 必然的な前件が偶然的な後件の遠隔因であるような条件

命題は偽となるであろうからJ.

ここで トマスは， 必然的な前件(原因)→偶然的な後件(結果)という推論に妥当

性を認めている. このことによって， 神の知を第一原因としながらも， それ自体の在

り方としては偶然的なものごとも存在すること， そして神の知が遠隔因としてそれに

関与することが説明されている.

ところで「これとは別様にJ同次のように考えれば， 前件と同様に， 後件にも(絶

対的に)必然性があると言うことができる.

「く或るものごと(=この偶然的な未来のものごと h oc contingens fu turum)を

神が知ったならば， それは存在する(siDeus scivit a liquid， illud erit) >と私が

言うならば， 後件(ニ結果)は神の知のもとに在るものとして， すなわち神の現

前に在るものとして理解されるべきである. このようにして， 前件と同様に後件

も必然的であるJ.

神の知においては， 神に知られた未来の偶然的なものごとが存在することには絶対

的に必然性がある. このとき， 後件「それは存在する」は神の知の内なる存在として

捉えられている. というのも， この一文の直前で「知性において存在する( est in 

intellectu) Jと「それ自体として存在する( est in seipso) J とが対比的に語られてい

るからである.

ところで， 未来の偶然的なものごとを， 神が誤つことなく必然的に予知している，
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というテーマにおいて問題にされているのは， 未来の或る時点において「それ自体と

して現実に存在する(est actu in seipso) J14)であろう偶然的なものごと一一我々にと

っての未来のものごとという観点からすれば「それ固有の原因のうちにあるj偶然的

なものごと が神に必然的に知られている， ということである. では神の(予)知

の前において， それ自体として現実に存在するであろう未来の偶然的なものごとには，

いかなる意味での必然性が関与しているのであろうか.

4 sub conditione necessarium 

『対異教徒大全J lb.l， cp .67， n.lOにおいて トマスは次のように述べている.

「現前的に見えるもの(visum)として， (ものごとはその)ひとつひとつが神

に知られるのであるならば， 神が認識するものごとが存在することが必然的であ

るのは， 座っていることが見られているという理由でソクラテスが座っているこ

とが必然的であるのと同じであろう. だがこのことには絶対的に必然性(abso

lute necessa rium)があるのではない. あるいは人々が言うところの後件の必然

性(necessita te c onsequentis)によって(必然性があるの)ではない. そうで

はなく(或る)条件のもとでの(sub c onditione)必然性がある. あるいは帰結

の必然性(necessitate c onsequentiae)によって(必然性があるの)である. と

いうのも く座っていることが見られれば， (見られたものは)座っている〉とい

った条件命題は必然的であるからであるJ.

神の知について考えられている条件命題は「或るものごとが現前的に神に知られる

のであれば， そのものごとは存在する」であろう. そしてこれは「ソクラテスが座っ

ていることが見られれば， ソクラテスは座っている」という条件命題と同等の構造を

持つものとされている. すなわちこれらの命題の後件自体は必然的ではないのに， 条

件命題全体が必然的であるものとして考えられているのである. このとき， 神の知は

「ソクラテスが座っていること」をわれわれが外部的に見ているのと比例的に語られ

ている. すなわちそれ自体として現実に存在しているものごとと， それを見る(知)者

との関係が必然的であるということが述べられているのである. そしてこの必然性は，

或る 「条件のもとでjの必然性， あるいは「帰結の必然性」による必然性であるとい

う. 帰結の必然性とは， 前件から後件への導出関係についての必然性のことであって，

このとき後件自体が必然的である必要は無い. この必然性は後件自体が偶然的であっ
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ても成立する. 帰結の必然性は「偶然と対立しないJ15). これに対し後件の必然性は

「偶然と対立する(opponere)J1べ というのも， 後件の必然性は， 後件自体が持っ

ている必然性であるからである.

帰結の必然性によって語られていることは「神が知るのであれば存在する」ことの

必然性である. すなわちそれ自体として現実に存在するであろう偶然的なものごとと

神の知との関係が必然的であるということである. こういう次第で「予知(prae

scitum)が必然的であるのは， 帰結の必然性あるいは条件的必然性(necessitas con

dit ionata)によってであって， 後件の必然性あるいは絶対的必然性(necessitas ab

soluta)によってではないJ'7)とトマスは述べているのである.

では， 後 件 の 必 然 性・absolute necessarium 帰 結 の 必 然 性・sub conditione 

necessarium は， どのようにde re -de dictoへとつながっていくのであろうか.

5 de re-de dicto へのつながり

このことに関しては「予知と予定についてj cp.4， ad 5で次のように述べられてい

ることが参考になる. r神に知られたものごとはすべて存在することが必然的である」

という命題はde re， de dicto の二通りに解釈されうる. このように二通りの解釈を

許すのと同様に， (この命題を解釈した)結果( conciusio)も二通りある. その区別

(distinctio)は次の理由(ratio)にもとづいてのことである.

「神の知のもとにある， という条件( conditio)のもとにおいて， く神に知られ

たものごとはすべて存在することが必然的である〉が受け取られた場合， 実際に

(in act u)決定された存在を持つものとしての必然性を(神に知られたものご

とは)持っている. 当のものごとが何の条件も無しに受け取られる場合には， 必

然性は無し'J.

「神の知のもとにある， という条件」のもとでは， 神に知られたものごとはすべて

「実際に(in act u)決定された存在を持つものとして」の必然性を持っている. し

かし， 同ーのものごとが神に知られているという条件無しで考えられた場合には， か

ならずしもそのすべてが「実際に(in actu)決定された存在を持つものとして」の

必然性を持って存在しているわけではない.

こういった「神の知のもとにあるという条件」の有無がde re -de dicto 解釈の結

果にかかわっているとされている. de re 解釈の結果とは， 小論第 2節でみたように，
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それ自体として現実に存在するであろう神に知られた未来のものごとのかならずしも

すべてが必然的に存在するわけではなく， 偶然的なものごとも存在するがゆえに，

de re 的に解釈された命題「神に知られたものごとはすべて必然的に存在する」は偽

となる， というものであった. そしてこれは「神が知るのであれば， そのものごとは

すべて必然的に存在する」という後件の必然性が成立しないのと同じことである.

de re も帰結の必然性も， それ自体の在り方として必然的に存在しているものごとの

存在を問題にし ているのに， そ れ 自 体 の 在 り 方 と し て， す なわ ち「実際に(in

actu)決定された存在を持つものとして」かならずしもすべてが必然的に存在してい

るわけではないからである. ただし， 上述の命題を「それ自体における存在j18)とし

てではなく「神の知における存在」という観点で理解するのであれば， de re 解釈が

真となり後件の必然性も成立する.

これに対して， de dicto解釈の結果とは， それ固有の存在において現実に存在する

であろう未来のものごとと神の知の関係(あるいは秩序)が必然的であるがゆえに，

de dicto的に解釈された命題「神に知られたものごとがすべて存在することは必然的

であるjが真となる， というものであった. このとき， それ自体の在り方として偶然

的なものごとについても， 神の知との関係が必然的であることが主張されている. こ

れは帰結の必然性の主張にほかならない. de dictoも帰結の必然性も， 神の知と神に

知られたものごとの関係についての必然性を述べるものだからである. I 神が知るの

であれば， そのものごとがすべて存在するjことの必然性を言う帰結の必然性と de

dictoとは， 条件命題であるか定言命題であるかの違いがあるだけで， 内容的には同

じである.

おわり に

以上の考察から， 小論冒頭で立てた問いに手短に答えることができるであろう. ト

マスが「神の予知の必然性と未来のものごとの偶然性Jの問題について用いている論

理的な諸概念相互の関係は次のようである.

-後件の必然性=absolute necessariumニde re 

-帰結の必然性=sub conditione necessarium=de dicto 

これらの概念は， トマスの思索の根底にある「万物の存在の第一原因としての神の

知」という信仰を通してはじめて有機的につながるのであり， そしてそこにこの問題



神の予知の必然性と未来のものごとの偶然性について 99 

の処理の仕方についての トマスの独自性が見出されるのである.
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