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1．はじめに
デカルトのテキストにアナロギアという語は頻出しないが、そのラテン語訳である比例proportio

の語はよく見られる。中でも有名なのは『方法序説』第二部で、数学では比例だけを考察すると述

べている箇所である1)。そこでは、比例がデカルトの「方法」において具体的にどのような役割を

果たしたかは述べられていないが、事物の間の比例を見出す方法と、それに基づいたアナロギア

（類比）の方法は、デカルトの哲学では無視できない役割を担っている。この問題を考えるにあたり、

同時代のデカルト同様に優れた数学者であり、その宇宙論において、ある意味でデカルトよりも数

学と比例概念の役割を重視したケプラーを取り上げて比較したい。同じように数学研究からスター

トし、同じように数学的比例を重視しながら、両者の自然学における比例の扱いはきわめて対照的

なものだった。

この点に関連するデカルトとケプラーの対比については、既にジャン＝リュック・マリオンや

ジル・オリーヴォが行っている。オリーヴォは、神が世界を創造するにあたり、「創造のイデア

Creationis idea」2)としての幾何学的な形象fi guraを根拠にしたというケプラーの記述に着目した。

イデアは神と人間精神に共通して存在し、一方で神はイデアを原型として宇宙を形作り、他方で人

間精神は同じイデアに従って宇宙を形象のもとに理解する。このようなイデアの形象への還元につ

いてのケプラーの記述をデカルトが読み、影響を受けたからこそ、初期の『精神指導の規則（以下、

規則論）』では後年とは異なり、デカルトはイデアと形象を同一視した3)とオリーヴォは指摘する4)。

但し、そこからデカルトは神を除外したという留保が付く。つまり、神は我々の知るような数学の

真理が「真ではないようにすることができるほど自由であったのと同様、世界を創造しないことも

自由」なほど全能であり、したがって「神の力は把握不可能」で有限な「人間知性の限界を超えて

いる」5)以上、ケプラーが言うように、神が人間と同じイデアを持ち、そのイデアに従って創造し

たということは、デカルトによれば断言は不可能である。この点をのぞけば、オリーヴォが指摘す

るように、ケプラーの光学を研究したデカルトが、ケプラーのイデアによる形象論に触発され、そ

こから神を除外し、人間精神に限定した認識の方法として考察した可能性はあり得よう。

では、本稿の問題である比例や類比の概念において、デカルトがケプラーから影響を受けた可能

性は果たしてあるのだろうか。ジャン＝リュック・マリオンは、人間が神を認識するための、神と

被造物の「存在の類比」の方法が失われていく歴史上にケプラーを位置づけた。ケプラーによれば、

神と人間は同じ数学的真理を持ち、神はそれに基づいて宇宙を創ったのだから、数学的真理を辿れ

ば神の意図を探ることも可能である。この観点から見れば、神と人間はもはや類比の関係にではな
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く、同じ真理を軸にした模倣の関係にある。創造のために同じ幾何学の知識に依存しているという

ことでは、人間が神を模倣していると言えるが、人間の側から言えば、神が職人を模倣していると

（人間の理解のために）見ることもできる、とマリオンは指摘した6)。だがケプラーにとって、神は

人間と同じように数学的真理に従属していたと果たして言えるのだろうか、そして人間が神と宇宙

を認識するために、類比は必要なかったのであろうか。またデカルトにとっても同様に、類比はも

はや「失われた」7)方法だったのだろうか。この点を探り、ケプラーとの対比で、デカルトの方法

における比例と類比の持つ意味を明らかにするのが本稿の目的である。

２．ケプラーの幾何学的宇宙と類比
ケプラーの自然学の目的は、第一作『宇宙の神秘』序文の冒頭が端的に述べている。すなわち、

「至高の創造主は、この運行する宇宙の創造と、天空の配列において、ピュタゴラスとプラトンの

時代から今日に至るまでよく知られた、あの五つの正多面体を考慮し、惑星の数、比proportio、運

動の理法 ratioをそれら正多面体の本性に適合させた」（GW I, 9）ことの解明である。このような宇

宙の運行についての真理を、「コペルニクスが数学的な根拠に基づいてそうしたように、自然学的、

またはそう言ったほうが宜しければ、形而上学的な根拠に基づいて」（Ibid.）明らかにすることが

ケプラーの狙いだった。両者の根本的な相違は、コペルニクスが「現象によって、結果によって、

ア・ポステリオリに…確実と言うよりもむしろ幸運な推論によって」発見したのに対し、ケプラー

自身は「ア・プリオリに、諸原因から、創造のイデアから演繹される諸根拠に基づいて非常に正し

く確立される」（GW I, 26）ことを示そうとした点にある。コペルニクスは地動説を正しく見抜い

たが、それは地動説こそが惑星の動きを数学的により精確に説明できるからだった。数学者として

宇宙を見たコペルニクスは、惑星の動きを説明するために数学的な根拠のみを探した。離心円やエ

カント等の複雑で実在しない幾何学モデルに基づくプトレマイオスの天文学を、地動説というさら

に優れた幾何学モデルで覆したコペルニクスは、他方で惑星の一様な円運動という古代ギリシア以

来の幾何学的原理に固執し、結果として実際の惑星の運行を見誤った。ケプラーはコペルニクスの

地動説に同意はしたものの、その説には自然学的な考察が根本的に欠落しているのを見抜いていた。

そして幾何学を根拠とし、さらにそれを通じた神の目的論を根拠として宇宙の生成を基礎づけつつ、

現実の惑星運行を説明するためには、幾何学的な根拠だけでは不充分であり、自然学的な根拠、す

なわち運動の作用因の解明が必要と判断したのである。では幾何学の根拠と自然学の根拠は、いか

にして折り合うことが可能なのだろうか。

ケプラーにとっての宇宙の幾何学的な根拠とは、デカルトの言うような単なる空間的延長ではな

く、それを創った神を反映する幾何学だった。ケプラーによれば、宇宙において神はまず量を創造

しようとしたが、三次元的な量を具現化するためには立体が必要なため、曲線と直線を用いた立体

こそが実際に初めに創られたものだった8)。これら幾何学的な創造物は神の完全性を反映している

とは言え、その度合いは異なっている。創造者の完全性を最も忠実に反映しているのは、五個の正

多面体と曲線（その最高のものは円）であり、その他の立体と直線は対照的に、被造物の不完全性
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をより示すものだった。このような主張はケプラーの独創というより、正多面体の宇宙での構造的

役割を語ったプラトンの宇宙論、正多面体は五個しかないことを証明したエウクレイデスの幾何学、

円運動を完全な運動と見るアリストテレスの自然学など伝統的な諸理論を基礎とし、クザーヌスの

反対物一致の説とコペルニクスの地動説を取り入れて改良したもので、ケプラーの独創は、これら

多様な説の組み合わせ方にあるだろう9)。プラトン同様、ケプラーにとっても神は幾何学者であり、

創造物である宇宙の構成は幾何学の基礎の上に成り立っていた10)。「数学は自然物の原因である…

なぜなら、創造者である神は、物質的に考えられた量そのものに関し、最も単純かつ優れた抽象に

おいて、数学を原型archetypusとして永遠に有しているのである」11)。原型としての幾何学が宇宙

において最も完全に表れたのが、五つの正多面体を入れ子構造とし、それらに内接と外接を繰り返

すことでぴったり配置されることになる、六つの惑星の軌道だった。

  [図 1]『宇宙の神秘』第二章（GW I, 26後）

この「発見」によれば、各惑星の位置と運動は精確に比例している。『宇宙の神秘』は、神の幾

何学的イデアを根拠に惑星の位置と運動を比例理論で説明するもので、ここまでのケプラーの方法

はコペルニクス同様、幾何学のみを根拠とし、自然学の確かな根拠を含んではいなかった。正多面

体と「高貴な数」（『宇宙の神秘』第十章）にとらわれ、惑星の軌道と正多面体の対応という空想を

根拠にしたことで、この時点ではむしろコペルニクスよりも誤っていたと言える。

幾何学に傾き過ぎていたそれまでのケプラー宇宙論を、ティコ・ブラーエの観測データにより経

験的な裏付けを得たのが『新天文学』であり、それを基に、宇宙に存在する調和比を音楽のそれと

対比して著したのが『宇宙の調和』である12)。特に、惑星の軌道は円ではなく楕円であること（第

一法則）、太陽と惑星を結ぶ線分は一定時間に一定面積を描くこと（第二法則）をケプラーが発見

したのは、ティコの精密な観測データに拠るところが大きい。惑星の軌道には一定の幾何学的な比

例関係が実在することが、自然学的に証明されたのである。そして宇宙に実在する比例を効率よく

見出すためには、すべてを観測する必要はない。既に観測で確認した事物間の比例関係は、他の同

様な事物間についても類比 analogiaによって考察する方法が有効となる。『新天文学』では、ティ

コの観測に基づいた類比によるケプラーの推論が随所で展開している。

「他の惑星との類比から…」（『新天文学』第三部23章 [GW III, 198]）；「このことは自然学的な

根拠と他の惑星の類比に合致する」（Ibid. 第三部25章 [GW III, 203]；「プトレマイオスの周転
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円とブラーエの導円は、太陽の理論とそれほどの類比がある」（Ibid. [GW III, 204]）；「他の惑

星との類比によって、このことの根拠を太陽の理論に移すことは…」（Ibid. 第三部30章 [GW 

III, 229]）；「この類比によって、すべての惑星、最下位の水星さえも、太陽の力の軌道から免

れる物質的な力を持っていることがわかる」（Ibid. 第三部34章 [GW III, 244]）；「先の方法から

の類比により…」（Ibid. 第四部51章 [GW III, 329]）；「先行する日々の緯度の動きの類比からす

ると…」（Ibid. 第五部61章 [GW III, 386]）。

このような類比が可能なのは、宇宙に実在する比例関係を精神が精確に読み取る能力があるから

である。宇宙は幾何学的な調和比において成り立っているのだから、ある事物間の比を精確に理解

すれば、その知識を他の事物間にあるべき比の認識にも適用できる。この作業が類比に他ならな

い。そして数学と自然学に留まらず、調和比の思索は「崇高でプラトン的で、キリスト教の信仰へ

の相似（類比）でありanalogus、形而上学と魂を考える教説に関わる」（『宇宙の調和』第三巻1章

[GW VI, 104]）。なぜなら、魂は神の似姿なので、神が宇宙を創るために「存在ESSEとしてではな

く生成FIERIとして」用いた「同じ比を至る所に見出して喜ぶ」うえ、その比を模範にして「自ら

の務めを果たすため、できるだけ自らの身体の動きでその比を表現しようとする」（Ibid. [GW VI, 

105]）のが人間の魂だからである。比例を基に宇宙を創った神の似姿である被造物の魂は、比例

を見つけるだけでなく、自らも創り、表そうとする。その代表例が音楽であり、『宇宙の調和』は、

音楽と宇宙における調和比の対応を示す著作だった。音楽の調和比は、宇宙に原初からある調和比

に倣った被造物による作品であり、調和比は宇宙の生成原理であると共に、人間の魂の本性にも合

致する事物の構成原理なので、比例を知覚すると魂は喜びを感じる。比例は被造物の本性に共通し

て実在する原理であり、だからこそ類比は人間の本性に属する認識様式なのである。ケプラーにと

って、宇宙の存在の根拠である比例は、同時に魂による認識や表現の根拠でもあり、両者は本来的

に対応しているからこそ、類比による宇宙の学知が成り立ち、「類比の糸をたどって自然の神秘の

迷宮に入って行く」（Ibid., 第五巻10章 [GW, VI, 366, 20-22]）ことが人間精神に可能になる。数学

的比例を考慮することは、宇宙に実在する比例関係を理解することにそのまま通じている。認識上

の比例と宇宙における存在の比例は、本質的に一致するのである。

そのような比例の認識に達するため、ケプラーはデカルト同様、方法の重要性を強調する。惑星

の変則的な動きを説明する（いわゆる「現象を救う」）ため、プトレマイオスは離心円と周転円を

組み合わせ、いわゆる「エカント」という虚構の点を編み出すことで、幾何学上の理論と実際の天

体観測との整合を試みた。これは天文学にとって長い間、惑星の見かけ上の逆行運動を理論的に説

明できる有力な方法だった。しかしプトレマイオスの方法上の誤りは、天動説を支持したこと以上

に、単純であるべき数学モデルを複雑にし過ぎたことと、コペルニクス同様、現象を説明するため

にア・ポステリオリに持ち出した自説を論証しなかったことにあった。ケプラーによれば、「方法

を理解するのは困難だとしても、この問題を方法なしに探究するのはずっと困難」（『新天文学』

, GW III, 156）であって、方法の証明は「ヴィエトのような鋭敏な幾何学者」によってされなけれ
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ばならない。それは、幾何学におけるような厳密さが方法に必要なのもさることながら、類比を用

いて比例や調和を見出すことが、ケプラーの方法には不可欠だからである。そしてケプラーにとっ

て、数学の真実は「中間mediumのうちにある」（Ibid., GW III, 154）。これは比例を重んじたケプラ

ーらしい考えで、のちに見るように、デカルトにも共通して見られるものである。しかしケプラー

にとって、幾何学的な証明はそれだけでは充分ではない。「アリストテレスの形而上学、またはむ

しろ、天の自然学に踏み込み、運動の自然な原因を探究する」（Ibid. 序論、GW III, 20）ことが必

要なのだ。幾何学は宇宙生成の根拠であり、惑星運行も幾何学によって示されねばならないが、惑

星運行の作用因そのものはあくまで実在の物体による、自然学的なものである13)。『宇宙の神秘』

で純然たる幾何学による空想的宇宙論を唱えたケプラーは、ティコの観測データを基に、『新天文

学』で惑星運行の自然学的根拠が幾何学的な比例を示すことを発見した。そして『宇宙の調和』に

至り、惑星の公転周期の二乗と太陽からの平均距離の三乗との比例（第三法則）の発見によって、

惑星運動の作用因は太陽という物理的な原因にあることを確立した。宇宙には幾何学的な秩序が存

在するというケプラーの確信は、これによって自然学のア・プリオリな根拠を得たのである。

宇宙は「どれほどQuantum」のイデアを基に創られたが、それは「宇宙が最善最美になるよう」、

神が量についての最適な「イデアを宇宙に刻み込もうとした」14)からである。その結果として、宇

宙のあらゆる事物の間には比例が存在する。ある事物間の比例を理解すれば、それを類比によって

別の事物間へ移し、その比例関係の理解が可能になるのは、比例の根拠がそもそも、神と共に永遠

にあるイデアに存するからに他ならない。ケプラーにとって宇宙に存在する比例は「原型を扱う構

築の分野」すなわち万物の造形の根源であり、同時に自然学の原理でもある。ケプラーの目的は初

期から一貫して、「永遠の昔から祝福された神聖な知性の中に潜む」正多面体を最高のものとして

自然を創った、「図形による物体の創造主」15)としての神の創造の意図を探ることにあった。それ

は当初の考えとは違った形とはいえ、三つの法則、とりわけ第三法則において、幾何学と自然学の

ア・プリオリな根拠が交差して現れることをケプラーは解明したのである。

３．デカルトの比例概念の生成と一般的認識法への拡大
ではデカルトにとって、幾何学や比例概念は宇宙の生成原理と言えるのかと言えば、答えは否で

ある。自然学の原理には幾何学または数学しか認めないとデカルトが言うとき16)、一見ケプラーと

の共通性を窺わせるが、デカルト自然学の幾何学的原理は、その中で物体の無際限な分割や、多様

な形や運動が展開される空間的延長であって、ケプラーの言うような正多面体でも幾何学のイデア

でもなく、そこに比例概念が含まれてもいない。この原理が述べられた『哲学原理』の項の直後に、

神の目的の不可知性について述べられているのを見ると、ジル・オリーヴォが指摘するように、デ

カルトはこの箇所でケプラー批判を念頭においたことは充分に考えられる17)。そして空間的延長と

いう幾何学的原理に基づいて自然を統べる三つの法則の内容とその根拠を見ると、物体は強制され

ない限り同じ状態を保つとした第一法則、物体間でその運動量の総計は常に保存されるという第二

法則はどちらも神の不変性を根拠にし、物体の運動は常に直線に進もうとする傾向を持つとした第

三法則は、すべての運動のうちで直線運動が最も単純で瞬間的であるということから、神の単純性
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と無時間性を根拠にしている18)。幾何学がデカルトにとって自然学の原理であるのは、物体がそこ

に実在する基体としての延長の概念を幾何学から引き出せるという意味であって、幾何学を基に自

然が創られたわけではない。ケプラーとは異なり、デカルトの述べる自然法則の根拠は幾何学のイ

デアではなく、自然法則の作者たる神の本性である。したがい、そこに比例概念は含まれない。

デカルトにとって、比例は自然学や神学に関わるものではなく、古代以来の数学の問題であり、

しかもその核心を成すものだった。単純な事物から探究する順序の必要性を説く『規則論』の「第

六規則」によれば、純粋数学の要諦とは「事物の間の比例proportioすなわち関係について提起され

うるあらゆる問題がいかなる理由で含まれているか、また、これらの問題がどんな順序で研究され

ねばならぬか」(AT X, 385, 1-3)を解明することにある。これは『方法序説』第二部が、数学とは「い

ろいろな関係あるいは比例proportionより他のものは考察しない」(AT VI, 20, 2-4)学問と述べるの

に合致する。これに関し、事物間の比例を見つけるため、それらの中項あるいは中間量を見つける

ことの重要性を「第六規則」と「第十一規則」が強調している (AT X, 385, 5-387, 8 ; 409, 15-410, 

16)。

これは若きデカルトが研究を始めた初期の段階で得た着想であることが、若年時の研究ノート

『思索私記』に端的に示されている。「あらゆる問題において、両極の二項を明示的あるいは暗示

的に結び付けている、何らかの中項mediumが与えられねばならない」（AT X, 229, 16-18）。この

着想は、比例中項を一繋がりに見出すことのできるコンパスの考案へと展開し（AT X, 234, 1-235, 

16）、このコンパスはのちに『幾何学』第二巻が示すように、デカルトの考える連続比例を最も端

的に図で表せるものである（図2）。

[図 2]『幾何学』第二巻 (AT VI, 391) 　 [図 3]『屈折光学』第二講 (AT VI, 97)　 [図 4]『気象学』第八講 (AT VI, 326)

デカルトの幾何学的比例論の詳細には立ち入らないが、以上のことから、デカルトの数学の立脚

点がケプラーのそれとは明らかに異なるのがわかる。例えばプラトンの宇宙論との関連で見れば、

ケプラーは、「最も美しい物体」（『ティマイオス』53e）である正多面体を、神の完全性に適合す

るものとして自らの宇宙生成論の基礎に取り入れたが、デカルトは、二つのものを結び付ける絆の

うち、中項によって諸項を一繋ぎの関係に「その本性上、最も完全に結び付ける」ものである比

例（Ibid., 31c）の理論の影響下にある。また、エウクレイデス『原論』との関わりで言うなら、ケ

プラーは第13巻の正多面体の論証を自身の自然学の土台に据え、デカルトは第5巻・第6巻の比例

論に拠っている。中でも、定義3「比λόγοςとは同種の二つの量の間の大きさに関するある種の関
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係である」、定義6「同じ比を持つ2量は比例するἀνάλογονと言われる」、定義8「比例ἀναλογίαは少

なくとも三つの項を持つ」はデカルトの比例概念の核を成していると言えよう。デカルトの独創は、

この考えを数学の革新に用いただけでなく、真理一般の探究方法に拡張しようとしたところにある
19)。

これについて、「第十四規則」が三通りの説明をしている。一つめは、既知のものから未知のも

のを引き出すため、前者から後者へ共通観念 idea communisを移す操作である。例えばA=B, B=C, 

A=Cのようなもので、この場合Bが中項または共通観念としてAとCを繋げている。このような操

作をデカルトは単純かつ明白な比較 comparatioと呼び、「人間理性のほぼすべての努力はこの操作

を準備することにある」（AT X, 440, 5-6）と言う。一方で、比較すべき事項のうちに共通観念が等

しく見つからなければ、単純かつ明白な比較はできない。その場合、共通観念は比較事項の「比例

に応じて」（15-16）含まれているので、比較事項の間に「相等性が明らかに見て取れるように比

例を還元する」（18-20）必要がある。これは未知の事項をxとし、x2 = 9というような相等しい比

例関係を見出してxを導き出す方程式の概念を示すものである。

比例を用いた比較方法は、このような量的関係だけではなく、色の濃淡や音の高低など、感覚

に関わる認識にも適用することができる。「第十二規則」は図形の相違によって感覚の相違を表現

する方法を述べているが（AT X, 413, 3-20）、図形は「すべての事物の観念 ideaを表すことができ

る」（AT X, 450, 11-12）として、図形と観念を等価にみる考えには、ケプラーの影響の可能性も

あり得よう。しかし比例を数や線分で明確に示せる音程とは異なり、色の濃淡や食物の美味といっ

た感覚には、次元dimensioや単位unitasなど、比例を考察する際の基準となる共通の尺度communis 

mensura（AT X, 447, 18-22 ; 451, 22-23）がなく、その比例関係を数や図形で精確に表すことはで

きない。ここでデカルトは、ケプラーとは異なる独自の比例概念の応用を提案し、例えば色の中

では緑色、食物ではパンなど、その種の中で最も普遍的に快いものは「類比analogieによって１対

２の比例と名付けることができる」（『人間論』AT X, 158, 16-17）と言う。このように、比例を精

確に定められない事物については、ただ「形ある物体とのある種の類比analogiaによって」（AT X, 

441, 19-20）認識できるのである。

共通の観念または尺度がある事物間は、ただそれらのみの仲介で、または比例によって両者の関

係性を測ることで、単純かつ明白な比較を行うことができるが、それらが存在しない事物間の関係

性を測る場合は、類比によってその比例関係を近似値的に認識するしかない。比較という同様な操

作であっても、明白な比例を基にした単純な比較と類比による比較では、結果として得られる認識

の精確性は同様ではないのである。

４．自然学における比喩と比較としてのアナロギア
このうち、前者の明白な比例概念の最も端的な応用例は、デカルトの機械学に見ることができる。

これは、例えば10kgのものを2m持ち上げる力は20kgのものを1ｍ持ち上げる力に等しい、という

力学に着目し、「結果はそれを引き起こすのに必要な作用に常に比例しなければならない」20)とい

う言明に集約される、古代ギリシア以来の伝統を踏まえたものだった。作用と結果の比例関係を純



― 44 ―

デカルトのアナロギア 
― 知の統一のための比較と類比としての結合的認識法 ―（佐藤）

粋に幾何学的に考察できる機械学では、このような比例の考察は「唯一の原理」21)と言える重要な

鍵だった。

ところが自然学では状況はもっと複雑で、比例はたとえ見出せるにせよ、単純なものではない。

例えば弓と大砲の力についての考察でデカルトは、弓の力は木や空気との比例関係により、大砲の

力は火や鉄や火薬との比例関係によって左右されると述べている22)。また、天空を隙間なく満たす

微細物質の動く速さは、天空そのものが動く速さに比例すると言う23)。ところが、これらの事物の

運動と空気や天空の運動との比例をどのように割り出すか、デカルトは説明していない。他方で、

ある物の重さは、地球を取り囲む天空の回転運動がその物を地球へ押し付ける動きに加え、その物

の周囲にある物体や空気、微細物質の多様な運動が影響を与えるため、「重さが一定の比に従うこ

とはありそうにない」24)とデカルトは言う。重さも運動の一つだが、空気や微細物質などの計測

不可能な運動に影響される自然界での運動そのものが、一定の比で表されることは「ありそうにな

い」のである。このように、比例関係にはありながらも比で表すことはできない自然界の事物の運

動を、デカルトはどのように考え、説明を試みたのだろうか。その端的な例は、光の考察に見るこ

とができる。

デカルトは光の作用を説明するのに、しばしば球の運動を例として用いる。球も光線も同様に直

線に進む傾向があり（自然法則第三）、物体に出会うと跳ね返ったり進路を変えたりする点も同じ

である。光を伝達するのは、空間に充満する目に見えない微細物質の作用で、微細物質の動きを知

るには球の動きを参考にすればよく、その運動は幾何学的な観点から考えることができる（図3）
25)。そして『気象学』第八講では、地上から虹の見える角度をきわめて精確に計算している（図4）。

そこでも球になぞらえた微細物質の動きを説明しており、光の性質を「微細物質の作用または運

動として（comme）」考えると述べている（AT VI, 331, 16-17）。この箇所に対し、王立学院の数学

教授モランはcommeの語を「ような」の意で捉え、「すべての比較は異なる事物の間にある」ので、

光の作用を、微細物質という異なる物体の動きの比喩によって説明するためにcommeを用いたと

解した26)。この指摘に対してデカルトは、「あなたはそれ（commeの語）が比較の両項を結び付け

るためにしか役立たないことにしようとしている」27)と回答し、光を微細物質の作用「として」解

すべきことを改めて示した。ここで「比較の両項を結び付ける」とは、モランではなくデカルト自

身の語句で、デカルトが比較する両項を結び付けることにいかに関心があったかを示す一端になっ

ていよう。

同じモラン宛にデカルトは、物体にある知覚し得ない小さな穴を微細物質が絶えず通過するさ

まを、リンゴを積み重ねた山の間を砂が抜け落ちる比喩（comparaison, AT II, 218, 29）で説明し

た。これに対しモランは、「あなたは微細物質と物体の穴の間に、砂とリンゴの山の間にあるのと

同じ比例proportionがあると言う」（AT II, 419, 8-12）とデカルトの比喩の意図を精確に理解した上

で、重さのある砂の落下運動と、重さのない微細物質の運動との比較は無意味だと批判した。この

応酬では、微細物質が物体の極小の隙間を通過する様子を、大きな物体の例で解り易く説明しよう

としたデカルトと、物体の重さの有無による運動の根本的な違いを指摘したモランとは、議論がそ
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もそもかみ合っていないが、微細物質の運動の記述に関する限り、精確なのはモランのほうと言え

る。ここでは議論の内容そのものより、デカルトとモランの間に比喩comparaisonと比例proportion

が同義である（そして両者ともanalogiaを語源とする）ことについて、共通の理解がある点に注目

したい。その上で両者の応酬は、微細物質の運動を説明するためにデカルトが適用できると主張す

る比喩（または比例）を、モランは適用できないと見ているという相違がある。そしてこの相違は

そのまま、自然学における比喩の使用に関する、両者の埋められない溝をよく示している。

デカルトにとって、比例とは事物を比較可能な関係に置くことであり、比較可能な球または砂と

微細物質は比例関係にある。ここでの比例がどのような意味かを考えると、デカルトとモランの間

のすれ違いがわかる。デカルトにとってこれらの事物は、空間という延長実体に広がる物体という

点で同じである。違いは各物体の様態である形や運動にあるので、それらは空間的延長という共通

の尺度によって明白な比例を測ることが可能な関係にある。『規則論』以来の比例概念に則り、幾

何学を自然学の唯一の原理と見るデカルトは、モランに対しても、空間的延長による原理上の説明

をしているのである。それに対してモランは、重さという、デカルトの自然学の原理では比を表せ

ない現象を持ち出し、デカルトの比較の無意味さを指摘している。両者の言い分はそれぞれに通っ

ているが、問題にしている点が異なるために、議論がかみ合っていないのである。

デカルトにとって、空気や微細物質など不可視の物体の多様な動きが交錯する実際の自然の運

動は「事実問題question de fait」であって、それらに対して数学的な計算をするのは「事前に仮定

を立てる」やり方にすぎず、実際の「真理から大きく遠ざかり得る」28)と考えた。ところが、『屈

折光学』の冒頭でデカルトが光の本性を説明するために持ち出す三つの比喩comparaisonは、それ

ぞれ光の瞬間性、微細物質の作用、運動が直線に進む傾向という、どれもが「事実問題」ではな

く、自然学の原理に関わり、そのままでは知覚が困難なものである。これを棒や葡萄酒や球の動き

のような、容易に知覚できるものとの比較で説明するのは、モランへの議論と同様、「第十四規則」

が述べた、知覚可能な「形ある物体とのある種の類比」に他ならない。物体における知覚できない

もの（本性や様態）と知覚できるものとの違いは、結局は両者の共通尺度である空間的延長の違い、

つまり大きさの違いに還元される。したがい、棒や球による比喩は、知覚できないものと知覚でき

るものの真理の「相等性が明らかに見てとられるように」（AT X, 440, 18-20）、両者を比例に応じて、

すなわち知覚できないものを類比によって空間的に拡大して、比較可能にした認識方法である。か

くして比較comparaisonとは、「自然学上の問題を説明するため、人間の精神が手にしうる最も適切

な手段」であり、自然に関して比較で説明できないものは「論証によって偽であるとわかる」29)と

までデカルトが言う真理認識法なのである。

５．アナロギアによる非物質と神の認識
　このような類比は物質だけでなく、非物質の認識にも適用される。例えば心身合一における能

動と受動について考える場合、物質の運動だけでなく、非物質的なものにおいても「運動に類比さ

れる何ものかaliquid motui analogumが考察されなければならない30)」。ここで非物質的なものの例

としてデカルトは、能動では意志、受動では知性や視覚を挙げている。能動－受動の関係では、物
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体間で見られるのと同様な a : bというような対比が非物質の間でも見られる。つまり、類比は物

質・非物質を問わず、事物の関係を認識するために適用できるのである（そして心身合一における

能動－受動の問題を、物質と非物質との交錯、すなわち血液や動物精気の運動と「運動に類比され

る何ものか」［＝知覚や情念の動き］との関係によって考察したのが、のちの『情念論』である）。

　類比によって非物質を認識する方法は、『省察』に付された「第四答弁」でその頂点に達する。

そこでは神が自己原因である理由、つまり実在するために他の何ものも必要としない理由を知るた

めに類比が用いられている。

「…本来の意味で言われた『作用因』と『無原因』との間には何か中間的なもの intermedium、

つまり『事物の積極的な本質』がある。幾何学で大きな円の概念を直線の概念にまで、あるい

は辺が無際限にある直線的多角形の概念を円の概念にまで広げるのと同様の方法で、作用因の

概念は『事物の積極的な本質』にまで広げることができる」31)。

ここで「事物の積極的な本質」とは、一切の否定性から隔絶した、神の完全で広大無辺な本質を

指している。神が自身の実在の作用因であることは、神と共通の尺度を持たない被造物には本来理

解できない。しかし巨大な円を直線と見るのと同様に、神の広大無辺な力能を「類比によって作用

因と関連づけ」（AT VII, 240, 12-13）て考えれば、神の自己原因の根拠を我々も知ることができる。

測り得ないもの、比例関係が判明に示されないものに対して、類比を用いて認識するのは、そこ

に共通の尺度が無く、中項が割り出せないために「単純かつ明白な比較」（AT X, 440, 10-11）が

できない理由による。有限な精神の持ち主が神のような把握不可能な存在を考察するためには、理

解し得る尺度を介した類比が不可欠となる。このような「作用因との類比による述べ方のすべて」

は、神が自己原因であるという、何ものとも比例も比較も許さない事項を、「我々が気づくように

自然の光を導くためにきわめて必要」（AT VII, 241, 16-19）なのである。

ここでデカルトが類比の例として用いたのは幾何学（円や多角形という図形）であり、このよう

な所にも、デカルトにとって類比は数学を起源とする方法であることがよく表れている。なお、こ

の直後にデカルトが本質としての形相因を説明するための拠り所として、アリストテレスの『分析

論後書』に言及しているのは示唆的である（AT VII, 242, 16-17）。この書は中項と類比について詳

述しており、中でも、類の異なるものを考察する際の類比ἀναλογίαの有用性を強調した上で、「類

比によって同じ事柄は、中項に関しても類比によって同じ中項を持つ」32)という記述があるのは注

目に値する。中項（共通尺度）と類比による認識法を考えるうえで、また神の本質を類比によって

考察するうえで、デカルトが類比の方法的な着想をアリストテレスから得た可能性は充分に考えら

れる。しかしデカルトは例によって、このような影響関係については言及していない。

６．結びに代えて　－知識の結合法としてのアナロギア
ケプラーにとって幾何学比は宇宙の生成と構造の原理であり、人間は宇宙に実在する比を認識す

るため、神が宇宙を創ったのと同じ幾何学的イデアを精神に本来的に備えている。このような神の
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幾何学的創造論を基に研究を始めたケプラーは、ティコ・ブラーエの観測データを得て、惑星運行

についての三つの幾何学的法則を発見したことで、神による宇宙の幾何学的創造という当初の考え

を、多少の修正を迫られたとはいえ、結果的に論証することになった。デカルトにとって、神が創

った当初の宇宙は混乱状態か（『宇宙論』第八章）、または大きさも運動も相等しい状態だったか

（『哲学原理』第三部47項）、いずれにせよ、神は不変性や単純性など、自らの本性に基づいた自然

法則を宇宙の原理として樹立した後は、宇宙の自律的な運行に任せたのであって、幾何学的モデル

を基に宇宙を創ったのではなかった。ケプラーの宇宙論をデカルトが承認できない理由は大きく見

て二つ考えられる。まず、幾何学は神に創られた真理の一つに過ぎず、それを基に神が宇宙を創っ

たと断言できる根拠は何も無い。それどころか、神は我々には理解不可能であり、我々と共通の尺

度は無いので、神の創造の意図を探ることは決してできない。そして物体の運動は、原理上は幾何

学的に考察できるものの、実際には不可視の空気や微細物質の多様な運動によって絶えず相互に影

響し合うため、自然界の事物の運動に何らかの比を見出し、相等性が見て取れる比例関係に還元す

るのは、デカルトにとっては不可能な「事実問題」だった。宇宙は、直線に動く傾向を持つ各物質

が多様に相互干渉し、結果として複雑な円運動を天空の随所で行う、渦に満ちた世界なのである。

既に見たように、デカルトにとって比例とは、宇宙に原型や根源として実在するものではなく、

人間精神が自身の力で事物間に見出す関係性のことだった。そして、比較するために諸項を繋げる

中項や共通尺度を必要とする解析幾何の方法をその出発点としたことで、その対象はまず数や図

形で表せるものに限定された。この方法の自然学への応用の一つであるデカルトの力学は、運動

の要素、具体的には速さを考慮に入れない静力学Statique33)であり、ライプニッツのような動力学

Dynamiqueではなかった。デカルトの力学は、滑車や梃子などの動きの幾何学的な考察に絞られて

いるので、様々な運動（特に微細物質の複雑な運動）の混在による動的な要因が静的な考察を許さ

ない、つまり幾何学的な考察ができない天体の動きはその考察対象にならない。卓越した数学者で

もあるデカルトの述べる宇宙は、事物の運動に満ちているにも関わらず、それを統べる自然法則は、

ケプラーのように数学的に表されることはついになかった。これはデカルト自然学の未発達を示す

というよりは、デカルトが自然学で採用した認識方法からの、いわば当然の帰結とも言えよう。

『屈折光学』の冒頭で、光の本性を説明する三つの比喩を挙げるにあたり、デカルトは天文学者

に倣うと述べている。曰く、天文学者の前提はほとんどすべて偽や不確実であるのに、観測データ

のおかげで、多くの確実な結論を引き出すことができている（AT VI, 83, 22-27）。ここでデカルト

は、空想的な幾何学的宇宙論から出発したものの、ティコ・ブラーエの「観測データのおかげで、

多くの確実な結論」を引き出すことができたケプラーを揶揄している可能性は大いに考えられる。

そのような誤った前提から出発する天文学者とは対照的に、デカルトが前提とする比喩は、光の本

性を述べているがゆえに確実である。その根拠は明示されていないが、神の本性に基づいた自然法

則にあるのは言うまでもない。このような、おそらくケプラーを含む天文学者への批判にも関らず、

デカルトは光学において第一の師はケプラーだったと明言する通り34)、『屈折光学』での特にレン

ズと眼球における屈折の考察について（これはデカルトの比例概念が自然学へ応用されたもののう
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ちで白眉と言えよう）、ケプラーの『屈折光学』の論述に類似したところは多く、その光学研究に

負うところは大きかったと思われる。

ケプラーやデカルトに引き続き、比例概念がその思想で重要な位置を占めている哲学者はライプ

ニッツと言えよう。ライプニッツはプラトンやケプラーの説を引き継いだのみならず、さらに発展

させ、比例（または均衡）は、宇宙の自然学的な構造だけでなく、全宇宙を構成する個々の存在（ま

たはモナド）の相互関係にもあることを主張した。その根拠は「神はすべての秩序であり、常に均

衡（比例）の精確さを保ち、宇宙の調和を成す」（『弁神論』序文 [GP VI, 27]）ことにある。比例は

神の完全性に適合するからこそ、個々の被造物は比例を反映し、その結果すべての事物は比例関係

にある。その帰結として、「もし結果があるなら、それに釣り合った原因cause proportionnéeによっ

てである」（『弁神論』第一部55節 [GP VI, 133]）という、デカルトにとっては機械学の原理が、ラ

イプニッツでは存在論と形而上学の根本原理の一つを成し、それだけでなく、悪の問題等の倫理学

にまで適用されるのである。実体の「表現が比例していれば（釣り合っていればproportionnelle）

良い…各々が自身の視点の尺度で見、語るのである」（『形而上学叙説』14節 [GP IV, 439]）と言え

るのは、デカルトとは異なり、そしてケプラーと同じく、ライプニッツは比例を神の視点から語る

からで、宇宙に実在する比例または釣り合い、つまりすべての現象の「対応」関係や「結び付き」

（ibid., GP IV, 440）を可能にしているのは、それら現象の源としての神だからである。

神の完全性が宇宙の事物の比例関係に見られるとするケプラーとライプニッツに時期的に挟まれ、

そのような観点を排除したデカルトは、両者と対比するとむしろ異質に見える。それは前二者が神

の創造をいわば解説し、宇宙をその根拠である神の性質に適合させるべく解明する（そして最終的

には科学と信仰を合致させる）ことを目的としたのに対し、デカルトはそのような観点を拒否し、

宇宙の成り立ちの目的論的な探究は控えたからである。ただ、神の意図は知り得ないが、神の本性

については、幾何学を知るのと同じ方法を敷衍して知ることができる。類比は存在の中に原理とし

てあるものではなく、そのままでは明白に知り得ないことを知るための認識手段だった。なぜなら、

神のような超越した存在であっても我々は知り得ないわけではなく、むしろ神の知識から自然学の

知識まで、すべての知識は「連続的な系列」35)を成しているからである。そこで一連の知識を繋ぐ

中項または共通の尺度の役割を果たすのは、それらの知識を仲介し、それらの総体でもある人間精

神そのものなのである36)。

注
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2) 『宇宙の神秘』第二章、GW I, 26。ケプラーの引用は Johannes Kepler, Gesammelte Werke, 22 Bände, [éd.] 

W. von Dyck, M. Caspar & F. Hammer, München, Im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften; C. H. Beck, 1937sq.により、GW, 巻数、頁数を記す。
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L’analogia de Descartes : méthode épistémologique et combinatoire 
comme comparaison et analogie pour l’unité de la science 

Masato SATO 

Quoique le mot « analogie » n’apparaisse pas souvent dans le corpus cartésien, l’équivalent latin du mot 

« proportio » s’y trouve fréquemment. Le rôle de la proportion, à laquelle il faut seulement penser dans tous 

les problèmes mathématiques, selon le Discours de la méthode, n’est cependant pas assez évident dans la 

méthode générale dont parle Descartes. En effet, la méthode de trouver la proportion entre les choses, et celle 

d’établir l’analogie fondée sur la première, joue un rôle non négligeable dans l’épistémologie cartésienne. 

Pour souligner l’importance et l’originalité de cette méthode, nous la mettrons en contraste avec le 

concept de proportion et d’analogie chez Kepler, qui apprécie, aussi hautement que Descartes, le rôle de 

géométrie dans la structure de l’univers. Malgré l’infl uence très probable de Kepler sur Descartes dans l’optique 

et peut-être dans l’équivalence entre idée et fi gure, la conception de proportion (et d’analogie) n’est pas la 

même chez les deux philosophes. Nous analysons leur différence étape par étape selon trois problématiques 

suivantes en particulier : 1) le statut des vérités mathématiques à l’égard de Dieu, 2) le rôle de proportion dans 

la cosmologie, et 3) la causalité poursuivie dans les recherches. 

Ainsi avons-nous pour but de clarifi er pourquoi et comment le concept de proportion n’est pas le même 

dans les deux philosophes : celui de Kepler consiste dans la cosmogonie et la structure ontologique à la fois 

de l’univers et de l’esprit, tandis que celui de Descartes dans l’épistémologie et la méthode pour rapprocher, 

relier et réunir les connaissances selon leurs rapports mesurés (ou démesurés), bref dans l’analogia au sens 

plein et traditionnel du terme.


