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問い

• デカルトは懐疑論を乗り越えた独断論者とみなされている(Popkin 1960)。
※独断論…現れの向こう側の事物について確実な知識をもつ

※懐疑論…現れの向こう側の事物について判断を停⽌する

• だが、どんな懐疑論を、どんなふうに乗り越えたのか︖
• 『省察』のなかで乗り越えられた懐疑論と、当時流布していた懐疑論は同じなのか︖

• →17世紀の懐疑論の⽂脈にデカルトを置き直す
• →懐疑論へのデカルトの対応を再考する
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この発表の結論

• 『省察』の懐疑論論駁は、もっぱら⼼(mens)の働きを正当化する
• ⼼の働きが絶対的な真実を⾔い当てているという⾒⽅は⽰されない

• デカルトは徹底的な独断論者ではない
• ＝懐疑論を論駁しきれないことにデカルトは⾃覚的
• 論駁するのとは別の仕⽅で懐疑を取り除く点にデカルトの本来の特徴がある
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なぜ私はそう答えたいのか

• 徹底的な独断論者・懐疑論の征服者としてデカルトを描くと、その哲学がいかに
も古めかしくみえてしまう

• 同様に、懐疑論に対抗する武器としての「明晰判明なデカルト的知性」も、とて
も現実離れした代物にみえる

→デカルト哲学の対外的・今⽇的意義が伝わりにくくなる
• 思うに、学問や知識についてのデカルト本来のスタンスは、もっと⾃然なものと

して解釈されるべき
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⽬次
• I. 17世紀懐疑論︓ポプキンの図式
• II. デカルトの論敵は誰か︓パガニーニの研究
• III. デカルトの懐疑論とその射程
• IV. デカルトとラ・モト・ル・ヴァイエ
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I. 17世紀の懐疑論
ポプキンの図式
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R. ポプキン『懐疑論の歴
史』

• ポプキン (1923-2005)による、近世懐疑主義につい
ての記念碑的研究

• 宗教改⾰・対抗宗教改⾰を背景に、懐疑主義の復興
と糾弾の歴史を描く

• 今⽇、個別の研究に対しては批判的検討を要するも
のの、⼤きなストーリーとしては健在
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Popkin, Richard. (1960). History of Scepticism: from Erasmus 
to Descartes. Van Gorcum & Comp. 

＝野⽥⼜夫訳『懐疑︓近世哲学の源流』紀伊國屋書店. 
1981.

- (2003). History of Scepticism: from Savonarola to Bayle. 3rd
ed. OUP.

※画像はOUPから

https://global.oup.com/academic/product/the-history-of-scepticism-9780195107685?cc=jp&lang=en&


ポプキンのストーリー

• セクストゥスの著作の普及・翻訳をきっかけに、宗教改⾰・技術⾰新な
どを背景とした懐疑主義の勃興

• モンテーニュ/シャロンによる「新しいピュロン主義」の誕⽣
• ラ・モット・ル・ヴァイエ/ソルビエールなど、「博識の⾃由思想家」

による懐疑論の発展
• ギャラス/ブシェなどの独断論者による反撃の開始
• メルセンヌ/ガッサンディの「緩和的・建設的懐疑論」による科学的知

⾒の擁護
• デカルトによる懐疑論の制圧・独断論の確⽴
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4⼈の哲学者
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Michel de Montaigne

1533-1592

Les Essais (1580)

François de 
La Mothe Le Vayer

1588-1672

La Vertu des Payens (1641)

Marin Mersenne

1588-1648

La Vérité des sciences (1625)

René Descartes

1596-1650

Meditationes (1641)

※画像は全てwikiから



4つの懐疑論

疑いの後に残されるもの ⽴場
信仰（神学） 知性認識（数

学・論理学）
現れの向こう側
への推理（⾃然

学）

感覚的意⾒

モンテーニュ型 ○ × × × 反知性的信仰主
義・敬虔な順応

主義
ル・ヴァイエ型 ○? × × × 敬虔?順応主義︖

メルセンヌ型 ○ ○ △
仮定的に肯定

△? 現象主義・実験
主義・プラグマ

ティズム
デカルト型 ○ ○ ○ ○ ⽅法的懐疑・独

断論
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ポプキン図式への2つの疑問

• ① デカルト以前の懐疑論に関して︓デカルトは誰を相⼿にしていたの
か︖

• ② デカルト⾃⾝の懐疑論に関して︓デカルトは本当に独断論を徹底し
たのか︖

• →ともに、後述するテクストに基づく疑問。
• ①から順に検討する。
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II. デカルトの論敵は誰か
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デカルトの論敵の特徴
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「第⼆答弁」TEXT1と、「第七反論への註解」TEXT2に書かれていること

1. 有害な懐疑主義者である → 懐疑主義的無神論

2. 『省察』刊⾏時期周辺(1630s-40s)に勢⼒絶⼤である

3. 数学/⾃明の事柄を実践上は疑わないが、本⼼では肯定しない
→現れとしてのみ受容する

4. 神/宗教的事柄は、実践上でも本⼼でも疑う
→ 現れとしても受容しない

敬虔な順応主義（モンテーニュ型）とは違う︕



デカルトの論敵は誰か︓2つのテクスト

• TEXT 1

• (1)そういう次第で、何にもまして事物の確固たる認識に達するのに利するところのあるのは、
何かを打ち⽴てる前に、まずもってすべての事物、とりわけ物体的な事物について疑う習慣を⾝
に着けるということなのでありますから、

• (2)このことについてアカデメイア派や懐疑主義者の⼈々によって書かれた幾多の書物を久しく
前に私は⾒たことがあるのですが、そうしたキャベツを温め直す※のに私の潔しとはしないもの
があったとはいえ、私はしかしこのひとつの「省察」［「第⼀省察」］の全部をそのことに費や
さざるをえなかったのでありまして…。「第⼆答弁」、AT VII, 130, 18-23. 

※ デキムス・ユウェナーリス『⾵刺詩』。この詩⼈によれば、同じ授業が教師によって繰り返されるという習慣が「⽣徒を殺
しかねない」のであり、これは「何度も蒸し直したキャベツcrambe repetita」から苦味を含む有毒な物質が滲み出るのと同
様のことだとされる。プリニウスの『博物誌』にあるように、キャベツの葉は下剤として⽤いられることがあった。 14
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TEXT 2
(1)実際、この党派［懐疑主義］は今⽇でも勢⼒絶⼤です。要するに、他の⼈々と⽐べて⾃分は何ほ
どかの知恵を有しているなどと思い込み、通常の哲学のうちに⾒つけ出すものでは、何⼀つご当⼈に

は満⾜がゆかず、それでいてしかも、他にはそれ以上に真なる哲学は⾒当たらないとする輩は概ね、
こぞって懐疑主義へと寝返っているのです。…
(2)…今⽇の懐疑主義者はこぞって、⾃分が頭を有していること、2⾜す3は5になること等々を、な
るほど実践上では疑ったりしない。しかし、彼らの表明するところでは、そうした事柄が⾒た⽬が真
であるがゆえに、真なるものであるかのように⾃分は⽤いているにすぎず、そもそも、信じるという

ことへと駆り⽴てる確実な根拠など何⼀つないがゆえに、確と信じたりなどしない。
(3) それと同じ要領で、ご当⼈たちの⽬には、神が実在するとも、⼈間精神が不死であるとも⾒えな
いがゆえに、こちらの事柄については彼らの考えでは、よって実践上も決して真なるものであるかの
ように⽤いてはならない、ということになるわけです。
(4) もっとも、こうした事柄もあらかじめ彼らに対して、何であれ彼らが⾒た⽬のものを掴み取る際

の根拠のうちのどれよりもいっそう確実な根拠をもって証明されてしまったなら話は別で、それこそ、
この私がそのように証明済みなのです…。
「第七反論とデカルトによる註解」AT VII, 548, 29-549, 20. 



ポプキン図式の問題点①

デカルトがどの懐疑論を相⼿にしていたのかわからない

• デカルトは、懐疑論の「毒性」＝無神論に着⽬していた

だが…
• 上述の三つの懐疑論（モンテーニュ/メルセンヌ/ル・ヴァイエ）は、信仰に基づく

「穏やかな⽣」のためには無毒にみえる。←懐疑主義的無神論者などいない
• デカルトはありもしない懐疑論者を捏造していたのか︖

• →デカルトの証⾔が正しいならば、ポプキンの図式はどこかおかしいのではないか。
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パガニーニによるポプキン図式
の修正

• パガニーニ(2008A), (2008B), (2020)によれば、デ
カルトの論敵はル・ヴァイエ

• その際、ル・ヴァイエに対するポプキンの解釈を修正
• →「懐疑主義的信仰主義」から「懐疑主義的無神論」
へ
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Paganini, Gianni. (2008). Skepsis: Le 
Débat des Modernes sur le 
Scepticisme. Vrin. 
画像はVrinより。

http://www.vrin.fr/book.php?code=9782711621439


ル・ヴァイエの⼆⾯性

• ル・ヴァイエはもともと、カトリック的信仰と無神論の間で評価の分かれる哲学
者。「覆⾯の懐疑主義者」︖

• ポプキンの議論は、ル・ヴァイエが「モンテーニュ・シャロン・パスカル・キル
ケゴールのような敬虔な⼈物である可能性を捨てることはできない」というもの

• →かなりル・ヴァイエに親切

• 反対に...
• パガニーニは、モンテーニュやシャロンのような敬虔な順応主義と反する

側⾯を強調
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ル・ヴァイエの無神論

• 懐疑論者は、無神論を表に出さない
• だが、内⼼で信仰⼼をもっているわけでもない＝内⼼でも無神論
• あたかも信仰者のように振る舞うのは、形骸的な順応主義のため
• 結果的に懐疑論者は、キリスト教の神に救済されることはない

要するに…
• 「懐疑主義的無神論」
• この⽴場は、明らかにモンテーニュ型の「敬虔な順応主義」とは異なる
• デカルトの同時代に、内⼼においても信仰を否定する懐疑論を採⽤した
→TEXT2で批判されていた懐疑論者＝デカルトの論敵
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TEXT 3 ル・ヴァイエの無神論

問題は、⼈々の考えに反して、懐疑論者が無神論を告⽩するということではないのだ。
［じっさい］あなたは、セクストゥス・エンピリクスにおいて、懐疑論者たちが他の
哲学者同様、神々を認識していて、神々に対して通常の信仰⼼をもち、それどころか
彼らが摂理を否定してはいないことをみるだろう…

…だが確かなのは、懐疑論者たちが精神の［判断］差し控えをもってでなければ神の
本性について何事も信じなかったこと、そして、われわれが先に述べたすべてのこと
について、疑いをもってでなければ、しかも、彼らが⽣きた時代や国の法と習慣に順
応するためでなければ、何事も告⽩しなかったということである。
したがって彼らは、あの内⼼の信仰の光など、少しも持ち合わせてはいなかったので
あり、われわれは幾⼈かの異教徒の救済への希望をこの内⼼の信仰に求めるのである

から…、こうした頑迷な懐疑論者やピュロン主義者が、地獄への道を避けることがで
きたとは信じさせるようないかなる現れ［＝証拠］も、私には⾒られない。
La Mothe Le Vayer. (1641). De la Vertu des Payens. 2nde partie, De Phyrrhon, et 

de la secte sceptique.



ル・ヴァイエの懐疑論の論法

• 数学・論理学・（特に）⾃然学は、真理に到達できない
• ⾃然のうちには、⼈間にとって知り得ないものが多すぎる＝⼈間知性の限界を
強調

• ⾃然はすべて神に依存しており、神は⾃然の秘密をめったに教えてくれない

要するに…
• 神の超越性と⼈間の弱さを対⽐した議論
→「神になしうることを⼈間が知り尽くすことはできない」・「⾃然の摂理を発⾒
する企ては実際上⼀種の瀆神であり、神の⾃由を制限し限定する企てである」
(Popkin 2003)
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TEXT 4 ル・ヴァイエの論法（⼀例）

そして本当のところ、⽩状しなくてはならないが、「⾃然Nature」の諸々の作⽤におけ
る微細さ(subtilité)は、⼈間の精神を超えてしまっている。ここ最近の⼈々が無益にも努
⼒しているように、こうした⾃然を、数学の諸規則に従わせようとしたり、論理学の繊細
な諸結論に従わせようとしたりするならば、われわれが冒してしまう誤謬は⼩さからぬも

のなのだ。
…（⾃然学批判）…

…そして「⾃然」は、その創造者の剥き出しの意志に絶対的に依存しているのだが、創造
者は、好きなときにだけ、しかも恩寵を与えてやろうと望んだ者に対してだけ、⾃然につ
いて教え⽰すのである。

La Mothe Le Vayer. (1669). Discours pour montrer que les doutes de la Philosophie Sceptique 
sont de grand usage dans les sciences. Billaine, tome XV, 102-103.



⼩括︓デカルトの論敵

• ル・ヴァイエは、懐疑主義的信仰主義者ではなく、懐疑主義的無神論者
(Paganini 2008)

• →デカルトはル・ヴァイエを論敵として想定していた
• ル・ヴァイエは、神の超越性を理由に、⾃然についての⼈間の無知を⽩
状する論法を採⽤

• では…
• デカルトはル・ヴァイエの懐疑論にどう答えているのか︖
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III. デカルトの懐疑論とその射程
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デカルトが扱う4つの懐疑論

『省察』本⽂（「第⼀省察」）
(1) 感覚の懐疑
(2) 夢の懐疑
(3) 数学の懐疑
→ 誇張的・極端な懐疑︓少しでも疑わしいものは信じない

25

『省察』外部
(4) 神の視点からの懐疑
永遠真理創造説に関するテクスト（1630年4⽉~5⽉メルセンヌ宛・1649年2⽉モア
宛書簡）/『省察』「第⼆答弁」・「第六答弁」
→ル・ヴァイエの懐疑論と同型（後述）



『省察』の流れ

• 「第⼀省察」で⽅法的懐疑を提⽰

• 「第⼆省察」で「考える私」を発⾒

• 「第三省察」で神の観念からその実在を証明＝私以外の何ものかが実在
することを証明

• 「第五省察」で数学・幾何学の可能性・真理性を証明

• 「第六省察」で感覚を正当化し、外的な物体的事物の実在を証明
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1. 感覚の懐疑

懐疑対象 懐疑理由
感覚由来の意⾒は真だ（という信
念）

感覚由来の意⾒はしばしば偽だ

判断停⽌
27

思うに、これまでに別けても真であるものとして私が受け⼊れてきたものはどれも
みな、感覚から受け取るか、感覚を介して受け取るか、私はしたのであった。感覚
はしかし時折は欺く、ということを私は思い知らされたことがあるのであって、⼀
度たりともわれわれを欺いたことのあるものをけっして全⾯的には信頼しないよう

にするのが、賢明というものである。「第⼀省察」AT VII, 15.



• 感覚的意⾒は、感覚能⼒の使⽤に基づく
• 感覚能⼒は、本来神によってその正しさが保証されている
• 感覚能⼒を正しく⽤いるなら、間違えない
• →感覚がバグっている場合もあるが、それは⾝体という機械の故障にすぎない

＝正常な状態では間違いは起こらない

28

もとより、私が⾃然によって教えられるもののすべてが何らかの真理性をもってい
ることには、疑いはない。というのは、今私が⼀般的に観られた⾃然と⾔うときに
知解しているのは、神そのもののことか、神によって制定されたところの被造物の
相互的秩序のことか、のいずれかにほかならないし、個別態における私の⾃然とは、

神によって私に賦与されたものすべての総体に他ならないから、である。
「第六省察」AT VII, 80. 

感覚の懐疑の乗り越え︓私の本性の神による保証



2. 夢の懐疑（⾃然学等への懐疑）

懐疑対象の信念 懐疑理由
覚醒と夢を区別できる 睡眠時に覚醒していると思ったこと

がある
判断停⽌
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けれども、いまは、⽬ざめた⽬でもって私はこの紙をみつめているし、私の振り動
かしているこの頭はまどろんではいないし、この⼿を私は、それと知りつつわざわ
ざ伸ばして感覚している、ということは確かである、が、これほど判明なものが
眠っている者に起こりはしないだろう。とはいえ、私は、またこの類の思いによっ
ても私が別の時には睡眠中にだまされたことがあるのを、思い起こさぬというわけ
にはまずいかぬのであって、…覚醒は睡眠からけっして確実な標識によって区別さ
れることのできないということがよくわかり…。「第⼀省察」AT VII, 19.
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夢の懐疑の乗り越え

というのは、今私は、きわめて⼤きな差異が両者［睡眠と覚醒］の間に、睡眠が障
害のそれ以外の活動のすべてと記憶によって、⽬覚めているものに⽴ち現れてくる
もののようには、けっして結合されないという、そのことにおいてあることに、気

づいているからである…。
しかし、判明に、どこから、どこで、そしていつ、私にそれが⾄りくるのかに私が
気づいていて、それについての知得を何らの中断もなくそれ以外の全⽣涯と私が連
結する事物が⽴ち現れてくるとき、そのときはっきりと私は、睡眠のなかでではな
くて、⽬覚めている私にそれらが⽴ち現れてきているということを、覚知するので

ある。
「第六省察」AT VII, 89-90.

• 意識と知覚の連続性・恒常性・安定性によって、覚醒を睡眠から区別
する



3. 欺く神の懐疑（数学への懐疑）

31

それどころかまた、私は時折他の⼈々が⾃分ではいとも完全に知っていると思いな
しているところに関して誤っていると判断することがあるが、あたかもそれと同様
に、この私が、2に3を加えたり、四⾓形の辺を数えたり、他にもっと容易なことが
思いつかれうるならばそれをしたり、するそのたびごとに、誤るというふうにさえ、

神はしたのかもしれないではないか。「第⼀省察」AT VII, 21.

懐疑対象の信念 懐疑理由
完全に知っている事柄は真である 時折の間違いが常なる間違いにされ

ているかもしれない
判断停⽌
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欺く神の懐疑の要点︓「完全に知っている」という認識は、真理の標識とならない

• 「完全に知っている」という⼼的なタグを、いくらかの事柄に対して私は貼り付ける
• だがときどき、このタグを、本当は完全に知ってはいない事柄に誤って貼り付けることを経
験する（計算間違いなど）

←ここに欺く神が介⼊する︕

• 「完全に知っている」タグを貼り分ける私の思考を、神が乱している
• 本当は全然知らない事柄に対して、常にこのタグを貼り付けるようにされている
＝ 私の⾃然本性が狂わされている
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数学の懐疑の乗り越え︓神の誠実

神の(2種類の)実在証明が終わり…

• 神は実在する。その神は完全なものである。
• 欺き＝悪意は、完全性の⽋如である。
• 神に欺きは適合しない。＝神は欺く者ではない。
• →懐疑理由の解消

…神と私が⾔うのは、それの観念が私のうちにあるのと同じその神、⾔い換える
ならば、この私には把握しつくすことはできぬ、しかし何らかの仕⽅で思惟に
よって触れることはできる、かの完全性のすべてをもっていて、いかなる⽋陥か
らも全く免れているところの神である。これらのことから⼗分に、神が欺く者で
ありえない、ということは明らかであって、というのは、すべての奸計と欺瞞と
が何らかの⽋陥に依存しているということは、⾃然の光によって明瞭であるから。
「第三省察」AT VII, 52.



4. 神の視点からの懐疑

• 神はすべてを⽀配する(作る・改変する・維持する)＝全知全能の創造者
• 私の確信に反することを神はなせる︕
• ＝私にとっては確信された（疑いえない）事柄も、神にとっては偽でありうる
• 2+3=5と私は確信する→神にとっても真でありうる
• 2+3≠5と私は確信しない→神にとっては真でありうる
• 2+3=5と2+3≠5はともに真でありうる
• どちらかを優先させる理由はない→2+3=5について判断を停⽌

→神の視点（絶対的な視点）からの「絶対的虚偽の想定」。

34
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神の視点からの懐疑の要点

(1) デカルトは、「私が明晰判明に知得したものはすべて真である＝確信したものは真
である」（明証性の規則）として、『省察』の探究を進める

(2) だが、私が確信したものについても、神の視点を導⼊することで判断停⽌へと追い
込める

(3) したがって、明証性の規則は信頼できない

要するに…
• 神の視点からの懐疑は、私の本性が正常に働いていても機能する＝欺く神の懐疑と

は⽔準が異なる︕
• 明証性の規則が成⽴しても、それが保証するのはあくまで⼈間知性の内部における

確実性だけ。神＝世界においてもそれが通⽤する保証はない
• 『省察』内部の探究そのものを矮⼩化する、メタ的な懐疑論

→この懐疑論は、ル・ヴァイエの懐疑論TEXT 4と同型
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欺く神の懐疑と神の視点からの懐疑の違い

私の⼼が乱されているなら、真理を⾒つけ出せ
ないかも＝欺く神の懐疑

欺かれていても、真としてしか考えられないも
のがある＝コギト

そうとしか考えられないものを真理と呼ぼう＝
明証性の規則

そうとしか考えられないものも、神に
とっては偽でありうる

明証性の規則は真理を保証しない

欺く神の懐疑 神の視点からの懐疑
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神の視点からの懐疑を打倒するストレートなやり⽅その１

素朴に考えて…
「明証性の規則が神にも通⽤する」と⾔えればよい。
e. g. 「2+3は神にとっても5だ」/神も数学的・論理的規則を使うはずだ

だが…
デカルトの神は、「絶対的に⾃由」であり、何ものにも（いかなる規則にも）
従わない。むしろ、神が規則を従わせる＝⾃分の好きなように設定・改変する。
Cf. 神の無限性・永遠真理創造説

したがって…
「明証性の規則は神にも通⽤する」とは、デカルトの体系では⾔えない
（ちなみに、ライプニッツはこの点でデカルトと真逆の考えを表明している。彼にとっ
ては、神は規則に従う。）
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神の視点からの懐疑を打倒するストレートなやり⽅その2

「神は誠実なので、私たちの理解できないことをしない」と⾔えればよい。

だが、神の誠実は使えない︕
なぜなら…
(1)神の誠実は私の思考内部での神の観念を⽰しているだけ。いま問題なのは思
考外部での神の働き。

(2) 2+3=5が「絶対的には虚偽」だとしても、それは神の欺き＝不誠実ではない。
ただ神の⼒が私の理解を超えているだけ。



神の視点からの懐疑へのデカルトの対応
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この懐疑に対するデカルトの対応は、『省察』「第⼆答弁」と「第六答弁」にあ
る。

あらかじめ要点をまとめると…
1. デカルトは、この懐疑理由に対して反対の（明証性の規則によって絶対的真理が得られ

ることの）論証をしない＝この懐疑を論駁しない

2. だからといって容認はしない。この懐疑が、懐疑理由として不⼗分であることを指摘し、
これを論外に置く。

3. 懐疑理由として不⼗分であると⾔えるのは、この懐疑がわれわれの思考の限界を超えて
しまっているから＝この懐疑は、妄想としては成⽴するが、まっとうな思考としては成
⽴しないから。
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TEXT 5 神の視点からの懐疑への対応（1）

というのは、もしかして誰かが、その真理についてかくも堅固にわれわれの確信したところのもの
そのものが、神あるいは天使には偽なるものとして現出する、かくてそれゆえ、絶対的な⾔い⽅を
すれば、それらは偽である、と仮想するとしても、われわれにとってそれが何だというのでしょう。
どうしてわれわれは、そのような絶対的虚偽といったもののことなどを、そういうものをいかなる
意味でもわれわれは信じてはいないし、いささかなりともそういうものがあると思っていみてもい
ないのですから、気にすることがあるでしょうか。というのは、われわれはいかにしても除き去ら
れることのないほど堅固な確信を想定しているからで、したがってかかる確信と最も完全な確実性
とはまったく同⼀のものなのです。「第⼆答弁」, AT VII, 144-145.

私はここであらためて、すべての⼈間的確実性がその拠り所としうると私には思われるところの基
礎を、説明しておきましょう。
まず第⼀に、何ものかがわれわれによって正しく知得されるとわれわれが考えるその
途端に、おのずとわれわれはそれが真であることを確信いたします。この確信がしかし、われわれ
がそのように確信するものについてはいかなる疑いの然るべき理由をもわれわれがけっしてもちえ
ない、というほど堅固であるといたしますならば、さらにそれ以上われわれが探究するものは何も
ありません。われわれは根拠をもって願望することの許されるすべてをもっているのです。
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TEXT 6 神の視点からの懐疑への対応（2）

また、神が永遠から、4の2倍が8であること、等々は真でなかったようにすることができたのはどう
してなのか、を問うことも必要ではありません。というのは、私が当のことがわれわれによっては
知解されえないということを認めているからです。ところで、他⽅で正しく私は、いかなる類の存
在者のうちにも、神に依存しないようなものは何もありえないということを、そして、神にとって
は或る種のものどもを、われわれ⼈間によってそれらが現にある状態とはちがった状態にもありう
ることが知解されることのないように、そういうふうに設定することは容易であったということを
知解しているのですから、［それゆえ、］われわれが、知解してもいなければ、われわれによって
知解されなばならぬということに気付いてもいないところのもののために、正しくわれわれの知解
しているところのものについて疑うということは、理にもとることになる。

「第六答弁」AT VII, 436. 著作集, 497-498.
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神の視点からの懐疑への対応の概略

「神は私の確信に反することを真とする」という主張が、「私の確信は真だ」という
主張を疑う理由になるかどうかを吟味する

• 「神は私の確信に反することを真とする」という主張は、まともに思考できない
なぜなら…
• 仮定上、私の確信とはその反対を考えられないもの＝「私の確信に反すること」に

ついて、私がまともに考えられるはずがない

• まともに考えられないものを理由に、まともに考えられたものを疑うのは理にもと
る

したがって…
• 「神は私の確信に反することを真とする」は懐疑理由にならない。
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神の視点からの懐疑への対応のポイント

• 「神は私の確信に反することを真とする」という主張が、否定されたのではな
い＝否定も肯定もされていない

• 「第四省察」で提⽰した⽅針に従って、判断を差し控えている。

何が真であるかを⼗分に明晰判明に知得していないときでも、判断を下すことを差し控える
とするならば、私が正しく対処していること、そして私が誤らないことは明晰である。［だ
から、そうするべきである。］「第四省察」AT VII, 59.

• まともに思考できないものについては同意しない
• なぜなら、まともに思考できないものが真か偽かはわからないから

ここでデカルトは、懐疑論的な対置の⽅式を使う
＝「思考できない事柄についての懐疑論」を⽤いている︕



神の視点からの懐疑の乗り越えまとめ

想定（妄想）のレベ
ル

A︓私の確信に反す
る真理を神が作って
いる

B︓私の確信に反す
る真理を神が作って
いない

→対置による判断停
⽌

確信のレベル C︓私の確信は真だ D︓私の確信は真で
ない。 否定

→Cを肯定

A・Bはともに思考不可能。Cは真だと確信される。Dは虚偽だと確信される。
A・Bはともに疑わしい＝判断停⽌・同意の差し控え

→AはCを疑う理由にならない。＝Cだけが同意される。
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デカルトの4つの懐疑論まとめ

懐疑対象の信念 懐疑理由 吟味 成果

私が完全に知って
いることは真だ

←→ 完全に知ってい
ても誤りうる

疑い得ない
（明晰判明）
ならば真だ

知性的探究が
できる

感覚からくる意⾒
は真だ

←→ 誤りがちだ 正常な感覚な
らば真だ

物体が実在す
る

⾝体や物体⼀般は
現実に存在する

←→ 現実に存在しな
い（夢だ）

知覚の連続性
があれば現実
だ

物体が現実世
界に実在する

私に疑い得ないも
のは真だ

←→ 真ではない 懐疑理由⾃体
が疑わしい

明証性の規則
を信頼できる
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IV. デカルトとル・ヴァイエ
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デカルトはル・ヴァイエをどう攻撃したのか

• これまでの話をまとめると…
• デカルトの懐疑論は、①⼈間知性内部からの3つの懐疑論（『省察』の懐疑

論）と、②⼈間知性外部からの、神の視点をとる懐疑論に⼤別できる
• ①は懐疑の根拠を否定する＝論駁する
• ②は懐疑⾃体が疑わしい＝論駁ではない

• ところで…
• ル・ヴァイエ型の懐疑論的無神論は、②の要素を含んでいる
• デカルトとル・ヴァイエをあらためて⽐較してみよう
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ル・ヴァイエの懐疑論の真理観

ル・ヴァイエの議論をその枠組みまで遡って考えてみると…
• ル・ヴァイエは、真理について⼈間が思考できない→真理について判断

を差し控える。（※TEXT4では真理という語は使っていないが）
• つまり「pと私は思考できない」かつ「pは真である」、そのようなpはあ

りうるという主張。
• ＝「私の確信」から切り離された真理がある。
→「私が考える」ことは「真である」ことにとって本質的ではない。真理
の対応説/外在主義に近い
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思考 真理



デカルトの真理観

• デカルトは、「pを私は思考できない」かつ「pは真である」、そのよ
うなpがあるとする考えを疑う

• なぜなら、そのようなpをまともに思考することはできないから
• このときデカルトは、「真である」ことについてのわれわれの理解を

「私の思考」から独⽴ではないようなものへと改訂している。内在主義
に近い
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思考 真理



デカルトは何をしたことになるのか

デカルトとル・ヴァイエは真理という同じ語(?)で、別のものを意味している
神の視点からの懐疑論に応対したとき、デカルトは「私の思考できない真
理」の存在を否定してはいなかった（単に判断停⽌した）
つまりデカルトの主張は…
• 「思考できない真理など存在しない」＝「すべての真理は思考できる」と

いうことではない。むしろ…
• 「思考できない真理を真理とは認められない」＝「思考できるものだけを
真理と認められる」ということ

→「思考できない真理」に対する懐疑論を経て、真理概念を改訂した
50



デカルトとル・ヴァイエの本当の関係

• 「真理」＝懐疑を免れるものについての両者の相違は、「真理」という
概念の規定の仕⽅の相違にすぎない。

• 重要な点は、ル・ヴァイエが「真理」と呼んだものが、デカルトには疑
われるということ。
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デカルト思考

ル・ヴァイエ思考

デカルト真理

ル・ヴァイエ真理

デカルト懐疑

ル・ヴァイエ懐疑



ポプキン図式の修正②

• ポプキンの図式では、デカルトは強い独断論者として描かれていた。
• この⾒⽴てが正しいのは次の場合のみ
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デカルト思考

ル・ヴァイエ思考

デカルト真理

ル・ヴァイエ真理

デカルト真理
or虚偽

ル・ヴァイエ懐疑

デカルトに対するポプキン図式が成功するパターン

だが…
• この図式はデカルトの議論からは出てこない。
• ポプキン図式は、デカルトを独断論者として強く描きすぎ。
• デカルトは、「思考不可能なものについての懐疑論」を経て、思考可能な領域

での独断論(?)を展開している。



まとめ
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デカルトの独断論

• 明証性の規則によって思考可能なもの内部での独断論が提⽰される。
• 思考可能なものの外部については、懐疑論を採⽤する。
具体的に書くと…
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思考において 思考外部で＝神にとって

A「考える私はある」
は真だ

B「考える私はある」
は偽だ

C「考える私はある」
は真だ

D「考える私はある」
は偽だ

○ × ○ - 差し控え

• デカルトは、Dが懐疑理由にならないことを根拠に、Cを肯定する。
• つまりCが肯定されるために、〜C=Dが否定される必要はない。＝Cを信じる

ために必要な証拠の数を減らす
• →デカルトがやろうとしているのは、まっとうなチャレンジを受けるまではデ

フォルトで独断論を採⽤することではないか。（学問を仮定的なものとするメ
ルセンヌとの相違）



デカルトと17世紀懐疑論
仮⾯の独断論者︖

• ル・ヴァイエ→メルセンヌ→デカルトの順に、懐疑論の強度が降っていく。
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知性（現れ）内
部に真理はある

知性内部に真理
はない

その真理は知性
外部でも成⽴す
る

その真理は知性
外部では成⽴し
ない

ル・ヴァイエ ○ ○ ○ ○

メルセンヌ ○ × ○ ○

デカルト ○ × ○
（デフォルト）

-
(判断停⽌)

デカルトは、あたかも懐疑論を徹底的に乗り越えたかのような⾔い⽅をしている
(TEXT4)が、あまり間に受けない⽅がよさそう。
→独断論の「仮⾯をつけて進み出る」（「思索私記」）＝仮⾯の独断論者として
イメージする⽅がしっくりくるのでは。



残る課題

• デカルトはなぜ、ル・ヴァイエの懐疑主義を有毒とみなしたのか。なぜ、
独断論を名乗る⽅が望ましいと考えたのか。

• 他⽅で、独断論を徹底しないことに、どんなメリットがあるのか。

• 考えなくてはならない問題だが、今後の課題とする。
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ご参加・ご清聴ありがとうございました。
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