
ライプニッツにおける奇蹟と自由

「目的因の考慮、」という視点から一一

町 田

序

ライプニッツは『定義集』において， r奇蹟とは， 人間の認識を超えている， より

厳密には， 被造物の認識を超えている， 神の行いであり， そこにおいては， 神は自然

の秩序を超えてふるまう. こうして， 奇蹟は永遠に神秘のなかにある. J と述べてい

る九 ここで言われている奇蹟の概念には， r人間(厳密には天使を含む被造物) の認

識を超えている」ということと， 神が「自然の秩序を超えてふるまう」というこ点が

要件として含まれている. 奇蹟が「人間の認識を超えている」という点においてライ

ブニッツが認めていることは， 奇蹟が人聞によっては説明不可能であるということで

あり， これは， r自然の秩序」は機械的に， すなわち， 数学的ないし力学的に説明可

能である， ということに対比して言われている.

一方， 神が「自然の秩序を超えてふるまう」という点において認められていること

は， 以 下で見ていくように， 神の意志の自由である. それにとどまらずライプニッツ

は， 人間の行為選択を比喰的にではあるが「私的な奇蹟」とみなして， やはりそこに

おいて人聞の意志の自由を認めようとする. 言い換えれば， 神の行いである奇蹟も，

人間の行為選択も「自然の秩序を超えている」という点で通じている， とライプニツ

ツは考えるわけである. 同時に， 神の行使する「奇蹟」と人間の行為選択について言

われる「私的な奇蹟jとの聞には， ともに意志の自由に基づくふるまいであるがゆえ

の， ある種の断絶もまた認められている. 本稿では， この断絶にこそ， むしろ「神の

自由Jには見出し得ない， r人間の自由」閏有の問題点が見出される， ということを

主題として考察したい. ここで以下での論点を明確にしておし まず， 神の行使する

「奇蹟」と「私的な奇蹟」の類似性においては， ともに意志の自由に基づく偶然的な

ふるまいである， ということが認められる. 次いで， その相違においては， 神の選択

においては， 知性の命令と意志の選択が限りなく一致し得る， 言い換えれば， 奇蹟で
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あっても神は最善律に従うが， しかし， 人聞は「私的な奇蹟」によって「より善い」

選択をなすとは限らない， とすると， では， 人間の選択は何に従っているのか， とい

う双方の「目的因の考慮」レヴ、エルにおける落差が認められる. ここからさらに， 神

の場合であれ人間の場合であれ， いずれにせよ「奇蹟」の行使においては， ライプニ

ッツ の言う， I目的因の秩序」と「作用因の秩序jの併行説(晩年の予定調和説に通

じる) にも困難が生じると思われる. その困難とは， I目的因の秩序」の「作用因の

秩序jに対する優位， というものである.

尚， 奇蹟が「神の自由意志」とどのように関係しているのかについては， とりわけ，

神が「自然の秩序を超えてふるまうjという点については， ライプニッツ とニュート

ン派のクラークとの聞の有名な論争が想起されよう. クラークによるライプニッツ へ

の第五返書によれば， 奇蹟は「神がそれを起こすことが滅多にない」という意味で頻

度にかかわるものであり， I事物の本性上起こり難しい当リ」ということにはかかわらない幻

一方， 奇蹟が頻度の問題に過ぎないのであれば， I奇形」は奇蹟である， とライプニ

ッツは考えている. 両者の論点の食い違いは， 結局， クラークにとっては「自然の秩

序」は神の現前そのものであるが(つまり自然の法則には絶対的必然性があり， した

がって， I超自然Jということはあり得ない)， ライプニッツ にとってはそれは神によ

って創造されたものである(つまり自然の法則には絶対的必然性はない)， というこ

とになる. このように， 17世紀から18世紀固有の奇蹟理解においては， しばしば言

われるような実験科学の成果とキリスト教の教義(聖書) の折り合いという皮相的な

ことではなく， I神の創造とは何かJ， もっと言えば， I神とは何かjという中世的根

本問題が新たなかたちで浮き彫りとなっている3)

「奇蹟Jという概念

ライプニッツ の言う奇蹟の概念は， より正確には， 二つに区別されるべ『弁神論』

3部249節では， I第一級の奇蹟」と「われわれにとってだけ奇蹟になっているに過

ぎない奇蹟jという仕方で区別されている. I第一級の奇蹟」とは「創造や受肉その

他の幾つかの神の行いjであり， Iわれわれにとってだけの奇蹟」とは， 具体的には

『聖書』にあるカナの婚礼での奇蹟が挙げられている. 前者は「被造物のあらゆる力J

を超えている「神秘でさえある」奇蹟であり， 後者は神が「自然の秩序を超えてふる

まう」奇蹟に当たる. このように， ライプニッツ にとって， I第一級の奇蹟」以外の
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すべての「奇蹟」は， 神が「自然の秩序を超えてふるまう」奇蹟に分類される. さら

に見れば， r人間知性新論J 4巻18章9節でも， 1自然の秩序に従えば， 同ーの人物

が母であると同時に処女ではあり得ないことや， 人体が感覚で捕らえられないことは

あり得ない」のではあるが， 1そのいずれの反対のことも神にとっては可能であるJ

とライプニッツの代弁者テオフィルは述べており， このために，「事物の通常の経過J

は神の意志によっては変更され得る， ということになる. 以下で言及する奇蹟はすべ

て， 神が「自然の秩序を超えてふるまう」という意味での奇蹟， つまり， 1われわれ

にとってだけの奇蹟jである.

では， 1自然の秩序」とは何であろうか. ライプニッツにとって 「自然jとは， r形

而上学叙説J 7節では， 神の有する一つの「慣習」‘coutumぜであり， 1自然的」とは

「われわれが『自然』と称しているある下位の公理に適っているという意味jとされ

る. 1下位の公理」とは「自然の法則Jのことであるが， 1自然の法則jとは， 同じく

17節にあるように， 1力の保存法則J (運動量と力をライプニッツは厳密に区別する)

と「方向の保存法則」のことである. こうして， 1自然の秩序Jとは 「自然の法則」

に適っている秩序， と考えられる. ただし， 1奇蹟jもまたライプニッツにとっては，

「常に一般的秩序の普遍的法則には適っているJ (r形而上学叙説J 16節) のであり，

「ただ奇蹟はある下位の公理， すなわち自然の法則に反しているだけであるJ (1アル

ノーへの手紙J1686年7月14日). このように， 神が「自然の秩序を超えてふるま

うjということ自体もまた， 1一般的秩序の普遍的法則」に従つてなされている こと

である. 言い換えれば， 奇蹟は「自然の秩序jには従わないが， より上位の普遍的な

秩序に従っている， という ことである.

こ こで， 1必然的真理と偶然的真理jという， ライプニッツ研究者の間では， 偶然

的真理の証明手続きに無限小解析が導入されたことで知られている中期の論考に注目

したい九 というのも， この論考においてライプニッツは， 神が「自然の秩序を超え

てふるまうjことと， 人間の行為選択が「自然の秩序jには従わなし、 ということを

あたかも表裏一体のように捉えて， 1奇蹟jという視点から神の行いと人間の行いの

類似性を強調しているからである. ロパート ・ アダムズも この論考に注目しているが，

彼はこの論考を「例外的なテキスト 」と呼んでいる. その「例外」の意味は二通りに

述べられている. 第ーには， 奇蹟という視点から， 神の行いと人間の行いを結び付け

るテキストが他のライプニッツの文献， 手紙等には見当たらない， という 「例外Jで
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ある6) この点については， アダムズの指摘は正しいと思われる. 一方， さらなる

「例外Jについて， アダムズは「こうした (奇蹟という視点、からの神の行いと人間の

行1，)の) 同化は通常ライプニッツにとっては歓迎されないように見えるJと述べてい

る. このアダムズの解釈については後に批判的にとりあげる.

では， r必然的真理と偶然的真理jに沿って， どのようにして， 神が「自然の秩序

を超えてふるまうjという奇蹟じ人間の行為選択とをライプニッツが類似 的に捉え

ているのかを順を追って見ていきたい.

2 r奇蹟」導入の根拠

「必然的真理と偶然的真理」において， ライプニッツは必然命題と偶然命題の証明

手続きの違いについて述べた後で， 単称命題のみが「偶然的」‘contingens'であるだ

けでなく， 帰納によって「一般に真なる命題J'propositiones plerumque veraぜもま

た「偶然的Jであると述べている. r偶然的Jとはライプニッツにおいては， r反対が

可能」ということである. 帰納によって「一般に真なる命題Jについては， r人間知

性新論.J 4巻11章1 3節においても触れられているが， そこでは， 帰納や観察によっ

て「類似した事実が多数であることに過ぎないJことを表わす命題とされている. 言

い換えれば， r完全な一般性jをもたない命題である. r完全な一般性」すなわち必然

性を持たないがゆえに， この命題は「偶然的」とされているわけである. さらに， こ

れに加えて， r少なくとも自然的には常に真J'semper verae saltem naturaliter'なる

命題が導入されている. そして， この命題の「例外は奇蹟に帰せられるjとされてい

る. r少なくとも自然的には常に真jなる命題は， r一般に真なる命題」すなわち「類

似した事実が多数あるに過ぎないJことを表わす命題よりも一般性ないし普遍性が高

い命題であると考えられる. この命題もまた偶然命題とされるが， その理由は， r奇

蹟jによる例外を許容するからである. 言い換えれば， この命題は「奇蹟によっての

み反対が可能jな命題である.

続けて， ライプニッツは， r奇蹟によってさえ侵害され得ない， 最も普遍的に真な

る命題もまたこのものの系列(現実世界のこと) には与えられている」と述べている.

この命題については， r弁神論.J 2部207節では， r自然の秩序より高次の秩序の理由

が奇蹟を起こさせているjと述べられているが， その「高次の秩序」にあたるものが，

「最も普遍的に真なる命題」と考えられる. こうして， ライプニッツは普遍性の程度



124 ライプニッツにおける奇蹟と自由

に応じて命題を序列化する. つまり， I最も普遍的に真なる命題」と， 奇蹟による例

外を許容する「自然の法則」を表わす命題すなわち「自然的には常に真なる命題J，

さらに「一般に真なる命題」という区別を設けるわけである. この区別に基づいて，

「自然の法則」は， I最も普遍的に真なる命題」から派生され得る， と次のように言う.

そしていったん神の決心によってこれら〔最も普遍的に真なる命題〕が置かれる

と， 他の普遍命題の理由， あるいは， この宇宙において認められ得る多くの偶然

的なものの理由もまた与えられる. というのも， 宇宙の選択において神の目的全

体を含み奇蹟さえも含んでいる， 例外なしに真である， 諸系列の第一の本質的諸

法則から， 下位の自然の諸法則が派生され得るのであり， それら自然の諸法則は

自然学的必然性 ‘necessitas Physica'のみをもち， より強力な何らかの目的因を

考慮した奇蹟以外によっては， 侵害されないからである. そして， ここから最後

に， 普遍性がより劣った他のもの[命題]が推論されるのであり， 神は， (自然

的知識を形成する) こうした中 間的な〔普遍性をもっ〕命題の証明を被造物に啓

示し得るのである7)

ここにおいては， I最も普遍的に真なる命題」は「神の目的全体を含み奇蹟さえも

含んでいる， 例外なしに真である， 諸系列の第一の本質的諸法則」と言い換えられて

いる. I諸法則jと複数形で言われているが， 具体的には， そこには「充足理由律j

が含まれていることは間違いないと思われる的. というのも， この直後には， Iしかし，

いかなる解析によっても， 最も普遍的な諸法則ないし個物の完全な理由には到達され

ないjと述べられており， Iこの認識はただ神にのみ必然的に属する」と言われてい

るからである. I理由なしには何も生じない」のはなぜか， と被造物が問うことは許

されていないのである.

また， この諸法則から「自然の法則」は派生される， とされており， この考えは

『形而上学叙説』等における， I自然の法則」は奇蹟を含む普遍的法則の「下伎の公

理」である， という考えと通じている. ここで注目すべきは， I自然の法則」には，

「自然学的必然性J のみが見出される， ということである. この必然性は， I自然の法

則」の侵犯が「より強力な目的因を考慮した奇蹟」によってのみ可能とされる， とい

うことに基づいて導入されている. つまり， I自然学的必然性」は「奇蹟jが現実世
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界において是認され得る根拠として導入されている. 言い換えれば， I自然の法則」

を記述する命題とみなされ得る「自然的には常に真なる命題」の「例外が奇蹟に帰せ

られる」ということの根拠となっている. というのも， I自然の法則jに「自然学的

必然性」が認められず， スピノザのように「絶対的必然性」のみが認められるのであ

れば， ライプニッツの奇蹟論は成立し得ないからである.

さらに， ここから言えることは， I奇蹟」が「より強力な目的因を考慮」するとい

うこと， つまり， I目的困の秩序」にしたがう， ということである. とすると， I奇

蹟lが「自然の秩序」を凌駕するということによって， I自然の秩序J， 言い換えれば，

「作用因の秩序」は「奇蹟」が行使されるたびに「目的因の秩序」に吸収合併されて

しまうのではないか， という疑念が生じる. ライプニッツが中期以降， いわゆる併行

説において， I作用因の秩序」と「目的困の秩序」との相互独立を認める重要な理由

の一つは， I奇蹟jは「認識を超えている」つまり「説明不可能jであるが， I自然の

秩序」ないし「作用因の秩序Jは機械的に， すなわち， 数学的ないし力学的に説明可

能である， ということである. r人間知性新論』序文においても， I自然的で説明可能

なもの」と「奇蹟的で説明不可能なもの」という区別がなくなれば， I哲学と理性の

放棄」になる， と述べている. I思考する物質jなどは「奇蹟的で説明不可能なもの」

の最たるものとされる. ライプニッツは， このように， 通常「奇蹟」については， 否

定的な文脈において言及することが多い. 機会原因論批判， ニュート ンの引力批判な

どがそうである. そして， その時ライプニッツの念頭にあるのは， 奇蹟の「超自然J

的説明不可能性と， I自然jの機械論的説明可能性， ということの対比である九しか

し， r自然の秩序を超えてふるまう」という点においては， つまり， 自由論を論じる

文脈においては必ずしも「奇蹟」は否定的に捉えられてはいない. むしろ， 自由論に

おいては人間と神との接点として肯定されているのである. ところが， この場合， 述

べたように， I目的因の秩序」の「作用因の秩序」に対する優位という問題が生じる.

つまり， I奇蹟」に肯定的な意義を認めれば認めるほど， 併行説は破綻するように見

える. 次に， この問題を念頭に置きつつ， 奇蹟論と自由論の接点についてのライプニ

ッツの見解を精査してみよう.

3 I私的な奇蹟j導入の根拠

ライプニッツは「必然的真理と偶然的真理」において， I自然の法則Jが「奇蹟」
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にのみ侵犯される， という主張に基づいて， I自由な実体」‘Substantia Libera'とそ

うでない実体という区別にいたる.

まず， ライプニッツは「この石は支えられていなければ落下する」という単称偶然

命題を挙げ， 神だけが「なぜ落下するのか」その理由を知っている， と次のように説

明している.

なぜなら， 重いものが下に向かう， という下位の自然の法則が奇蹟によって停止

されるかどうかを知っているのは神だけだからである. というのも， 他の者は最

も普遍的な諸法則を理解していないし， 宇宙全体の観念つまり最も普遍的な諸法

則と， この石の観念とを関連付けるのに必要な無限の解析を遂行することはでき

ないからである. しかし， 少なくとも， 重力の法則が奇蹟によって停止されるの

でなければ， 落下が生じる， ということは下位の自然の法則から予め知られ得

る10)

「自然の法則」を「奇蹟jによって停止できるのは神だけであり， また， Iこの石j

という個体概念に含まれるすべての述語の分析ができるのもまた， 神だけである， と

いうことから， Iこの石」の落下が生じるかどうかを知っているのは神のみである，

ということになるわけである. ここで認められることは， Iこの石jの落下は「奇蹟」

による重力の法則の中断がない限りは， その経過が予測可能である， ということであ

る. これに対して， I自由な実体jの行為選択の経過の原理的な予測不可能性につい

てライプニッツは次のように述べている.

しかし， 白由なあるいは知的な実体は， 神の模倣にかけては， それ以上の何か，

より驚くべき何かを持っている. その結果， それらは宇宙のいかなる下位の特定

の法則にも拘束されることがなしあたかも私的な奇蹟によるかのように， 自ら

の力の自発性だけから行為し， 何らかの目的困を考慮することによって， 自身の

意志に対する諸々の作用困の連鎖と経過を中断することになる. このことが真で

あるのは， いかなる被造物も， 自然の法則にしたがって， 何らかの精神が何を選

択するであろうかを確実に予言できるほど， I心を知っている」のではない， そ

れほどのことであり， 自然の経過が中断されなければ， 物体がいかにはたらくか
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は， 少なくとも天使によっては予言され得る場合とは違うのである11)

ここにおいて， I自由なあるいは知的な実体」の特徴は， I目的因を考慮」して「作

用因の連鎖と経過を中断する」ところにある， すなわち， Iあたかも私的な奇蹟によ

るかのようにjふるまう， ということにあることがわかる. また， I自発性」につい

ては， ここでは規定されていないので『弁神論j 1部59節を見ると， I魂を他の全被

造物からの物理的影響関係から独立した決心へ向かわせるjとされている. この自発

性概念の分析は， ライプニッツの併行説， つまり， I魂は目的因の秩序に従い， 身体

は作用因の秩序に従うJという考えの核心にある. この考えは晩年において「恩寵の

王国」と「自然の王国Jの相互独立と一致といういわゆる予定調和説に結実していく.

ここで先の問題に戻りたい. それは， I目的因の秩序Jの「作用因の秩序jに対する

優位， というものである. というのも， ここにおいては， 自由な実体は， I目的因を

考慮する」ことによって「作用因の連鎖と経過を中断するJ， 言い換えれば， 作用因

の秩序を中断する， と言われているからである. これはどう考えるべきであろうか.

アダムズの解釈を参考に以下で考察したい.

自由な実体の行為は「宇宙のいかなる下位の特定の法則jすなわち「自然の法則」

に も拘束されていない， とライプニッツ は言う. このとき， それら実体は「神の模

倣Jである. 尚， スコラ哲学で言われている， I神の似像j‘imago Dei'という表現は

ライプニッツ においても見られる. 例えば， やはり中期の論考において， I人間の自

由の根源は神の似像においである」‘Radix libertatis humanae est in imagine Dei' 

と述べられており， このときは， 神の最善の選択が常に「自由に」なされる， という

ことに対比して‘imago Dei'という表現が用いられている12) ここにおいて明らかな

ように， ‘imitatio Dei'も‘imago Dei'もともに， 神の白由と人間の自由の接点， つま

り， I自由に」最善の選択をなす (はずである)， ということにおいて用いられる点に

おいてはライプニッツの場合相違はないと思われる13) こうして， 神の行いである奇

蹟と人間(被造物) の行いの「私的な奇蹟jの類似性が確保されるにいたる. より厳

密に見れば， 奇蹟による「自然の法則jの侵犯については， rl天体運動の原因につい

ての試論j解説J においては， 奇蹟の本質は「自然界に課せられた法則に反する」と

いうことにあるのではなく， I三次的な作用因によっては解明され得ないという点に

ある」と述べられている14) これによれば， 神の行いである「奇蹟」であれ， I自由
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なあるいは知的な実体」の「私的な奇蹟」であれ， I自然の法則jに従わないという

よりはむしろ， I自然の法則」からは「解明され得ない」ということになる. それゆ

え， Iいかなる被造物も， 白然の法則に従って， ある精神が何を選択するのかを」予

言できない， とライプニッツは言うのである. Iこの石」の落下が， I自然の経過が中

断されなければ， 少なくと天使によっては」予言可能で、ある， ということと対比され

ている.

アダムズは， ライプニッツは神の行いと人間の行いの同化を認めないはずである，

と述べている. ライプニッツは， 上の引用において， I自由なあるいは知的な実体」

が「作用因の連鎖と経過を中 断する」と述べていたが， アダムズは「これはライ ブニ

ツツの通常の見解とはかなり反するように見えるJ と言う15) というのも， アダムズ

は「ライプニッツの通常の見解」では「目的因の秩序は作用因の秩序を妨げない」と

考えているからである16) 確かに， アダムズもヲ|いているように， 例えば， 1686年7

月のアルノーへの手紙で、は， 目的因の秩序は作用困の秩序を妨げない， とライプニツ

ツは書いている. アダムズの論点は， 簡単に言えば， 目的因の秩序が作用因の秩序を

侵害ないしは吸収するということは， ライ ブニッツの併行説からは認められないはず

である， ということになる. これはまさに先に挙げた目的因の秩序の作用因に対する

優位という問題に他ならない.

しかし， ライプニッツが今見ている論考で， 自由な実体が「作用因の連鎖と経過を

中 断するjと述べている意味は， I作用因の秩序Jそのものを中断する， ということ

ではないことも次に見るように明白なのである.

4 神と人聞の自由意志

ライプニッツは， 神の行いと人間の行いの類似的関係の究極的な接点、を「自由意

志jに見出している.

あたかも神の自由意志によって宇宙の経過が変更されるように， 精神の自由意志

によってその認識の経過は変更されるのであるから， 物体の場合には可能で、ある

とはいえ， 精神の場合には， 精神の選択を予言するのに十分ないかなる下位の普

遍的法則も確立され得ないのである17)
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ここにおいて， I奇蹟」と「私的な奇蹟」はともに「自由意志」に基づく行いであ

るがゆえに， 類似的関係を保ち得るということがわかる. ライプニッツの奇蹟論が

「人間の自由」論を内包している， と考えられる根拠はここにある. 自由意志につい

ては， r人間知性新論j 2巻21章8節において次のように規定されているが， この規

定は今見ている論考とも合致する.

必然性に対立する精神の自由は， 知性と区別される限りでの裸の意志に関わって

いる. これが自由意志 ‘le franc arbitrぜと呼ばれ， 次のことに存する. すなわち，

知性が意志に提示する最も強い諸理由ないし刻印でさえ意志の働きが偶然的であ

るのを妨げず， 絶対的で言わば形而上学的な必然性を意志の働きに与えるわけで

はないとみとめることである.

ここから， I自由意志」は， I知性jの働きと区別された「裸の意志jであり， その

働きは「偶然的」すなわち絶対的必然性がないものであることがわかる. この「自由

意志Jが， 神の行いと人間の行いにおいてともに認められる， という考えはライプニ

ッツにおいて中期から晩年にいたるまで一貫しており， 今見ている「必然的真理と偶

然的真理」とも相容れる. ただ， この論考では， 精神の「自由意志J によって「作用

因の連鎖と経過を中 断する」とライプニッツは述べているのであるが， しかし， これ

が意味しているのは， I自然の秩序jすなわち作用因の秩序の中 断ではあり得ない.

というのも， 精神の「自由意志jによって変更されるのは「認識の経過」だからであ

る. つまり， その意味は「何らかの目的因を考慮することによって」精神の「認識の

経過jが変更される， すなわち行為選択の変更が生じ得る， ということであると考え

るべきである. 言い換えれば， 精神の選択という「行為」が「作用因の連鎖と経過」

からは説明され得ない， ということである. 作用因の秩序すなわち「自然の法則Jを

中 断させることができるのは， 見たように， 神だけだからである. 従って， I作用因

の連鎖と経過を中断するJというライプニッツの見解をアダムズのように通例に反す

る「例外」と見る解釈は妥当でないと考えられる. ただし， このように見ても， 人聞

の行為が， I精神の選択jであって， I身体の選択」とは言われていないことからうか

がえるように， I目的因の秩序Jの「作用因の秩序jに対する優位という問題は脱し

きれていない. というのも， I作用因の連鎖と経過jの中 断が「認識の経過jの変更
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を意味するのであっても， その変更の源は「目的因の考慮」にあるからである. そし

て， この問題は「私的な奇蹟」にとどまる ことなく神の行う「奇蹟jにも敷延し得る

問題となる ことは言うまでもない. こうして， I奇蹟」を肯定的に認めれば認めるほ

ど， 併行説の維持は困難になると言わざるを得ない. しかし， このI目的因の優位j

という問題からは， むしろライプニッツは， I奇蹟」と「私的な奇蹟」における双方

の「目的因の考慮jの間にある越え難い断絶を見出す ことによって， I人間の自由」

固有の問題を抽出するにいたる. 本稿では， I目的因の優位jという視点から認めら

れ得る， I奇蹟」と「私的な奇蹟」の間にある断絶に注目したい. というのも， そ こ

に違いがなければわれわれもまた神になってしまうからである.

5 I人聞の自由jと判断保留

ライプニッツは， 同じ論考において続けて， 神の行いには見出し得ない， I精神の

選択J 固有の論点について次のように述べている.

精神が， 現在， より悪く現れているものを選択する ことが決してないのは， ほと

んど真であるとはしユえ， しかし， 精神が， 現在， より善く現れているものを常に

選択するとは限らない. というのも， 精神は， より後に熟慮するまで， その判断

を遅らせ， 保留する ことができるし他の ことを考えるために魂をそらす ことがで

きるからである. このいずれの こと[より悪いものを選ぶか， より善いものを選

ぶかという こと]がなされるのかは， いかに十分な兆候によってもあらかじめ決

められた法則によっても， 拘束されていない. 善と悪が十分には確立されていな

い， これら諸精神の場合においては. 一方， 祝福された者の場合は話は別であ

る18)

こ こにおいては， I精神の選択」の対象が常に善なるものであるとは限らない， と

いう当然とも言い得る ことに力点が置かれている. というのも， I諸精神の場合jに

は「善と悪が十分確立されていない」ので， I現在， より善く現れているものを常に

選択するとは限らないjと言われているからである. したがって， I精神の選択jの

場合には， Iより後に熟慮するまで」判断保留する ことがあり得る， という ことにな

る. こ こにライプニッツにおける「人間の自由J論固有の論点を見出し得る. つまり，
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「判断保留」にこそ「人間の自由j固有の問題を見出し得る， ということである. 神

が判断保留することはあり得ないからである.

ライプニッツは『弁神論j 1部22節において， 神の持つ意志を先行的意志と帰結

的意志に区別し， 同じく2 3節において， 1神は先行的に善を欲し， 帰結的に最善を欲

するjと述べている. この考えがいわゆる「最善律jとして知られるものである. ま

た， r弁神論j 2部120節では， 1本性上常に善なる意志を持つようなものが存在して

も一向にかまわないJ(1聖処女マリア」が例に挙げられている)， しかし， 1被造物が

このようになったら神にあまりに近づきすぎてしまう」とライプニッツは述べている.

こうして， 神の行いである「奇蹟」と， I精神の選択」である「私的な奇蹟jとの問

には断絶が見出されるにいたる. そして， その断絶には否定的というよりもむしろ肯

定的な意味が認められている. というのも， 人間の選択の場合は「善と悪が十分に確

立されていない」がゆえに， 1判断保留」を通して「より善く現れているもの」に向

かい得るからである.

ライプニッツの自由論が「叡智， 自発性， 偶然性」の 3条件を要求するものである

ことはよく論じられることである. 見てきたように， 奇蹟論が「人間の自由Jを内包

し得るのは， 自発性と偶然性を満たすという点においてであり， 叡智においては「人

間の自由j岡有の論点が浮き彫りになる. 叡智とは， I熟考の対象に対する判明な認

識を含むJ (r弁神論j 3部288節) ものであり， 神はこの判明な認識のみを持つ. 一

方， 被造物は「混雑した認識Jに支配されるがゆえに， I認識の経過jを変更するこ

と自体が誤解と無知に基づくものとなり得る. ライプニッツの「人間の自由」論は，

このように常に， I神の模倣jという側面と 白由意志の行使における「欠陥jという

側面が交差している. しかし， 見方を変えれば， これらの側面の交差にこそ「人間の

自由j固有の論点が見出され得るのである. 神の行いには見出せない「判断保留」と

いう視点の導入によって「人間の自由j固有の論点が見出されるからである.

結論をまとめよう.

まず， 神の行いである「奇蹟」と人間(被造物) の行いである「私的な奇蹟」が類

似的関係であり得るのは， その行いが「自由意志jに基づくからであり， この時， 人

聞は「神の模倣」であり得る. このように見れば， ライプニッツの奇麗論には「人間

の自由j論がその射程に入っていると言える.

次いで， I私的な奇蹟jが「作用因の連鎖と経過を中 断するjということは， I自然
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の秩序」の中断を意味するのではなく， I認識の経過jの変更， すなわち， 行為選択

の変更を意味している. しかし， この時， I目的因の秩序」の「作用因の秩序Jに対

する優位， という問題が露呈する. この問題は神の行う「奇蹟jにおいては特に顕著

に認められる. I精神の選択Jによっては「作周囲の秩序jそのものの変更は不可能

であるが， 神の「奇蹟」は「作用因の秩序jつまり「自然の秩序jそのものの変更と

なるからである.

しかし， 併行説の維持という局面ではこうした困難があるにせよ， I目的因の優位」

という問題からは， むしろ， I最善律」に従う神の行いと， 必ずしもそうはいかない

人間の行為選択との聞に断絶が認められ， そこに「人間の自由j固有の論点が見出さ

れている. 言い換えれば， I目的因を考慮する」ということが， 神の行いの場合と，

「精神の選択」の場合とにおいて二元化されているとも考えられる. しかし， 逆に見

れば， この断絶からは， I人間の自由J固有の論点として「判断保留jが肯定的に認

められることになる. ある論考において「精神はいずれかを選択する能力を持つのみ

ならず， 判断を保留する能力もまた持っているj‘Mens habet facultatem non 

tantum alterutrum eligendi， sed et suspendendi judicium' 19)と述べられていることか

らわかるように， I判断保留」はピュ ロニズム的な均衡状態ないし無能力ではなく，

ライプニッツにおいては人間固有の「能力J' facultas'とみなされている.

かつて， パートランド・ ラッセルは， ライプニッツの倫理学は「矛盾のかたまり」

であり， Iライプニッツの哲学の最も善いところは最も抽象的であるということにあ

り， 最悪のところは人間の生活に関わることにある」と述べた20) しかし， ライプニ

ツツがあえて「私的な奇蹟Jという表現を用いて明るみに出そうとしているのは，

「神の自由jには決して見出し得ない「人間の自由j固有の論点であり， われわれは

「神の模倣」でありながらも神には決して同化し得ないというジレンマを肯定的に認

めることから「人間の自由jに迫っていると考えたい.
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