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凡例 

1. 引用文において，内容上の補足を示すさいには，亀甲〔〕を用
いる．なお，原語を示すさいには，特に括弧（）などを用いず，
和文につづけ欧文を併記する． 

2. 引用文において，下線は文意を見えやすくするために引用者が
適宜用いる． 

3. 引用文において，（…）は省略をあらわす． 

4. 引用文において，鉤括弧「」は，原文における引用または強調
の意で用いられたイタリックや大文字をあらわす． 

5. 引用文において，特に重要なものには順に番号を附し，TEXTn

と記す． 

6. 議論の進行上重要なテーゼについては，番号を附し，［n］と表
記する．これによって示される文は，引用文ではない． 

略記法 

デカルトのテクストはすべて AT版全集から引用する． 

AT Charles Adam and Paul Tannery (Eds), Œuvres de 
Descartes. Paris: Vrin, 1996 (nouvelle présentation). 

なお，デカルトの著作は以下のように略記する． 

Le Monde Le monde de René Descartes ou traité de la lumière. 
Discours. Discours de la methode pour bien conduire sa raioson, 

& chercher la vérité dans les sciences. 
Med. Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei 

existentia, et animae humanae a corpore distinctio, 
demonstrantur． 

Obj. Objectiones doctorum aliquot virorum in præcedentes 
meditationes cum responsionibus authoris. 

Resp. Responsio authoris. 
Principia. Principia philosophiae. 
Notæ. Notæ in programma quoddam. 
引用のさいは，著作を記し，続けて全集版の巻数，頁数，行数を順に記す．
たとえば『省察』「第一省察」の冒頭の一文は，次のように表記される． 

Med. 1, AT VII, 17, 2–10.	
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序論 

 

真理への問い 

数学的真理や論理学的真理を，「永遠真理 eternal truths」と呼ぶ伝統がある．この
堅苦しい語によって意味されていることは，しかしこんにちのわれわれにとって
も馴染みのある見解であって，そうした真理が時間的な性格をもたず，また不可
変的であるということに他ならない．じじつわれわれには，四辺形である三角形
がいつの日にか発見されるとは考えられないし，「A は A である」が通用しなか
ったときが一度でもあるとはおもわれない．要するに永遠真理は，法律や戒律の
ようにわれわれのあいだでの取り決めによって樹立せらるものではなく，道徳的
信念のようにわれわれの随意に改変されることのできるものではないのである．
このことをもって，永遠真理はわれわれの知的な力を凌駕している，と言っても
良いだろう． 
このようにして確固不動である永遠真理のうえに，あまねく学問的知識が樹立

されていくこととなる．ところで，永遠真理の確固不動であることは，それがわ
れわれを凌駕していることによって確かめられるのであった．しかし，ここに困
難が生じる．永遠真理がわれわれの知的能力を超えているならば，われわれはい
かにして，これが永遠不可変であることを知ることができるのか．もちろん，わ
れわれが随意にこれを改変することはできないだろうが，それでもなお，永遠真
理がおのずから瓦解してしまうとか，あるいは永遠真理と同じくわれわれの理解
を超えた何らかの作用者がこれを改変してしまうとか，そういう事態がありうる
のではないだろうか． 
われわれの哲学者ルネ・デカルト（René Descartes, 1596–1650）こそ，まさにこ

のこと，いうなら，永遠真理の不可変性の根拠について優れた思索を遺した者の
ひとりである．いったい，われわれの知を凌駕しているものが不可変的であるこ
とを，われわれはいかに知るのか．本論は，こうした問いを念頭におき，デカル
トの思索を紐解いていくこととしよう． 
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問題の背景 

デカルトは，1630年，「奇妙」で，「異様」で，「不整合」な，1 言ってみれば悪
名高い学説を提示した．いわゆる「永遠真理創造説 theory of the creation of the eternal 
truths」である．永遠真理創造説は，1630年メルセンヌ宛の三通の書簡2 で提示さ
れ，また議論された．なお，この点については諸説あるものの，標準的な見解と
しては，永遠真理創造説は晩年まで一貫して保持されていたと言える．3 当説の
主旨は，切り詰めれば次のことのみである．すなわち，数学的・論理学的真理を
含めたいわゆる永遠真理が，他の被造物と同様，神によって自由に創造されたと
いうこと．4 当説が導入されたさいのがんらいの目的は，物理学の基礎を，形而
上学的な何らかの仕方でもって，解明することにあった．5 当説の立論に必要な
ことは，神が万物の創造主であると正しく理解することのみである．というのも
このことから，次のように推論されるからである．或るものすべてを神が創造し
た，ところで，真理もまた或るものであるのだから，真理をもまた神が創造した．
6 このように推論することで，いわば，神を真理に従わせるのではなく，真理を
神に従わせることができるわけである．7 
永遠真理創造説を悪名高いものとしているのは，まさしくその主張の核心部分

である．すなわち，永遠真理いうなら必然的真理が，自由に創造された，という
点である．この主張は，次のような問題を巻き込んでしまう．一方で，神が創造
において端的に自由であったのならば，真理は強い意味で必然的ではない．なぜ
ならば，自由ということが，反対項の選択可能性を少なくとも

．．．．．
含むならば，神が

真理を別様に創る可能性がつねに残り，それゆえに，真理が真でないということ
の可能性がつねに残る，言いかえるなら，真理は必然的には真でないからである．
また他方で，真理が必然的に真であることを受け容れるならば，神の自由は制限
つきのものとなる．なぜなら，真理が必然的ならば，任意の真理を神が創造した

 
1  三つの鍵括弧内の引⽤は，順に次の⽂献による．Jolley (1990), 32. Loeb (1981), 68. Curley 

(1988), 42. なお，これらの発⾔に注⽬し，まとめているのは，Bennett (1994), 639. 
2  To Mersenne, 15 April; 6 May; 27 May 1630. AT I, 135‒154. 
3  永遠真理創造説の内容の解釈次第ではあるが，あくまで⽬安として述べるならば，死
歿前年の 1649 年 2⽉ 15⽇付のモア宛書簡では，永遠真理創造説に少なくとも類する
主張が⾒られる． 

4  To Mersenne, 15 April 1630, AT I, 145, 07‒10. 
5  15 April, AT I, 145, 05‒07 
6  6 May, AT I, 152 07‒09. 
7  15 April, AT I, 145, 10‒13; 6 May, AT I, 149, 21‒150, 22. なお，永遠真理の神への従属を
強調した典型的な研究は，Marion（1981）． 
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時に，神は当の真理をそのように創造することに強いられていたはずであるから．
たとえば，命題「山が存在するならば必然的に谷が存在する」が真であることが
必然的であるとは，神にとっても，谷のない山を創ることができなかった，とい
うことと等しいというわけである．このようにして，神の自由な創造と真理の必
然性との両立不可能性をめぐって，永遠真理創造説の困難が指摘されうる．これ
をわれわれは，神の自由と真理の必然性とのあいだの逆説と呼んでおこう．この
問題がデカルトにとって真に問題たりうるかは，主に第 1章で仔細に検討するた
め，ここでは素朴な仕方で問題を提起しておくにとどめよう．いずれにせよこう
した困難な問題を惹起してしまうこと，そして，それについてのデカルトの言及
のあまりに少ないこと，これらのことが，永遠真理創造説を「悪名高い」ものと
している，その発端にある． 
当の問題の精査は先送りにするとしても，ここではその背景に光をあてておき

たい．とくに，哲学の歴史を振り返ってみた場合に，なぜ永遠真理創造説はかよ
うに論争喚起的なのであろうか．その一因は，よく言われるように，永遠真理創
造説が，デカルトの他に類をみない独特なテーゼであるということに存するだろ
う．じじつ，あるいはプラトンやスアレスのようにして，永遠真理を神から独立
のイデア的存在とみなしたり，あるいはトマスやライプニッツのように，永遠真
理を神にとっての創造の範型とみなしたりするような諸傾向からの明示的な離
反が，永遠真理創造説のうちには含まれている．8 そればかりか，神の創造にお
ける知性と意志との区別を認めないことによって，デカルトは，ガッサンディの
ような主意主義者とも袂をわかつ．9 ところで，プラトン・スアレス型であれ，
トマス・ライプニッツ型であれ，永遠真理を神の随意にしないという立場も，は
たまた，ガッサンディ的主意主義のように，真理を完全に神の意志のもとに従属
せしめる立場も，等しく，さきほどわれわれが述べたような困難を回避すること
ができている．あるいは真理の必然性を，あるいは神の全能を，何らかの仕方で
制限することによって，両者の対立を解消することが期待されるからである．こ
のことを裏返してみれば，神の全能も，真理の必然性も，どちらも損なうことな
く両立させようとする場合には，まずは件の困難に突き当たるのは明白である．
他の哲学者たちとの以上のような対比を踏まえれば，デカルトの永遠真理創造説
がその困難に苛まれているのも，まさにその主張するところからして，避けがた

 
8  プラトン・スアレスおよびトマス・ライプニッツに関する理解と，これに対するデカ

ルトの⽴場についての理解において，われわれは吉⽥（2007）, 61–63 に倣う． 
9  ガッサンディの主意主義については，Osler（1995），147–148 を参照．なお，吉⽥（2007），

64 によれば，唯名論や概念論も，この主意主義と基本的には同じ側に⽴っているとさ
れる．また，デカルトにおける神の知性と意志の同⼀性については，Walski（2003），
39 を参照． 
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いことであると言えるのではないだろうか． 

問いの焦点 

このような背景のもとで，本論が永遠真理創造説について何を論ずるかを，あ
らかじめ告示しておこう．本論は，その副題にも掲げたように，いわゆる

．．．．
永遠真

理創造説を「再考」する．何を再考するのか．当説の議論そのものを再考する．
言いかえれば，そのアーギュメントを再構成することを目指す．なぜそのような
必要があるかといえば，先に挙げた，神の全能と真理の必然性との逆説をめぐる
問題が，いまだ未解決のままだからである．もちろん，さまざまな解釈者が，こ
れについて多角的な検討をおこなってはいるのだが，問われるべきはいっそう根
本的な事柄である．すなわち，永遠真理創造説は，そもそも成立しているのかど
うか，ということである．件の逆説が，永遠真理創造説の主張そのものに根をも
つのであれば，そのことは，当説の立論の不成立を告げてしまうからである．か
くしてわれわれは，永遠真理創造説が何らかの仕方で成立していることを前提に，
その理路を追うようにして探究をすすめるべきではない．むしろ，当説の成立そ
のものが危ぶまれるというところからはじめて，その成立へと向かっていくべき
である．永遠真理創造説がデカルト哲学のうちでどのような位置をもつか，それ
が歴史的にどのような意義をもつか，等々の問題は，当説の理論としての成立が
保証されてはじめて問われるに値するものであろう．われわれが「再考」に込め
る目論みは以上のものである． 
なお，以上のようにして永遠真理創造説の議論を再構成するにあたって，われ

われにはもうひとつの答えるべき事柄がある．それは，真理の創造をめぐるデカ
ルトの思索が，そもそも「永遠真理創造説」と括られるべきものなのかどうか，
という点である．もとより，「永遠真理」という語でさえ，デカルトはメルセンヌ
から借用しているのみで，自らもって積極的に選択したのではない．10 さらに，
「永遠真理創造説」という理論もまた，デカルト自身が自覚的に用いているもの
ではない．したがって，真理と創造とをめぐるデカルトの思索を切り出して「永
遠真理創造説」と称すること自体，すでに解釈上の問題なのである．もちろん，
当人が自覚的に用いていないからといって，或る一定の思索を永遠真理創造説と
して概括すべきでないとは言われえない．しかし，最低限のこととしてわれわれ
は，永遠真理創造説というのが，デカルトの思索のどの部分を切り取るものであ
り，またそのように呼称することが適切であるのかどうか，これらのことを吟味
しなくてはならないだろう．本論では，研究を進める手懸かりとして永遠真理創

 
10 To Mersenne, 15 April 1630, AT I, 145, 7–8. cf. Mehl（2013）. 
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造説という呼称とその括りを用いる．本研究を経て，永遠真理創造説のアーギュ
メントを一定の仕方で組み上げたのちに，「結論」部分でこの問いに答えることと
したい． 

研究史の整理 

本論に立ち入る前に，永遠真理創造説に係わる研究史を整理し，われわれの位
置を明確にしておこう． 
まずは，永遠真理創造説解釈を広く見渡す．当説を主題化した研究としては，

Boutroux（1874）がその嚆矢にあたる．以後，Gibson（1929）や Bréhier（1937）
などの研究を経て，主にスコラとデカルトとの異同についての歴史的理解が深め
られていく．この流れのなかで，研究史にとって決定的であったのは，永遠真理
創造説についての主題的な研究ではなかったにもかかわらず，Gueroult（1953）に
よる次の提起であった．いわく，当説はデカルトの思索史上の重要事であれど，
後年の哲学体系においてはあくまで余白的なテーゼにすぎない．この見解は実に
論争喚起的であったので，これに対抗して，永遠真理創造説をデカルトの思索の
中心的なトピックの原型とみなす解釈が提案された．特に代表的なのは，全能の
神を軸として，1630年から『省察』の懐疑への連続性を強調した Gouhier （1962） 
や，観念の生得性に着目した Rodis-Lewis（1971），デカルトにおける神の両義性
を引き出した Marion（1981），知性の能力論の一貫性を説いた Beyssade（1981）
などである．ただし近年では，とくに村上（1991）に顕著なように，三書簡と後
年のテクストをむしろ分断する見方が，むしろ一般的なものとなりつつある． 
続いて，永遠真理創造説の，既述の逆説をめぐる問題についての研究をまとめ

よう．当説とデカルト哲学体系の関係についての研究，中世からの神学的伝統と
の比較研究などが，主に仏語圏（および我が国）で展開されていたことに対して，
件の逆説をめぐる問題については，英米圏の研究が目を引く．ここでわれわれは，
このトピックに対する先行研究の立場を，時系列に拘らず，次の三つにまとめて
みよう．1/ 可能主義，2/ 主観主義，3/ 石黒（1986）の解釈である．これらの詳
細な検討は本論でも行うため，ここでは，要点のみをかいつまんでおく． 

1/ 真理の可能主義（possibili主観主義）と呼ばれる立場11 は，神が永遠真理を
まったく自由に創造したとする主張を強く取り，真理の偶然性ないし非-必然性を
あえて肯定する，あるいは，これこそがデカルトの意図であったとみなす．真理
一般の偶然性を引き受ける解釈が普遍的可能主義（UP : universal possibili主観主

 
11 Plantinga（1987）に命名され，以後通例的に⽤いられている．e. g. Cunning（2002）; Kaufman

（2002）; Alanen（2007）, etc. 
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義）と呼ばれ，12 神の本質に係わる真理などはあくまで必然的であるとし，永遠
真理の一部が偶然的であることを認める立場が，限定的可能主義（LP: limited 
possibili 主観主義）と呼ばれる．13 ただし，こんにち的分析においては，限定的
可能主義は普遍的可能主義の有力な反論とはみなされず，むしろ普遍的可能主義
と同様の結論に至るものとみなされるため，14 本論では両者を併せて可能主義と
のみ呼称する．可能主義は，Frankfurt（1977）によって提案されて以来，論争を
まねきつつも，永遠真理創造説の解釈としては主潮を成しており，多くの解釈者
たちがここに属する． 

2/ 神の全能性，言いかえて神の自由の非決定性を，UP 以上に強調し，これに
より可能主義を乗り越えようとしたのが主観主義である．精確にいえば様相の主
観主義とでも言うべきこの解釈傾向は，Bennett（1994），Alanen（1988; 1991; 2007）
などに主導されてきた．彼らは，神が真理ないし論理規則を創造したのだから，
神自身は論理規則によって判断されることはできないと考え，神についての様相
的な命題をすべて不適当とみなす．こうして，様相がわれわれの主観に限定され
ることによって，真理の必然性をわれわれの思惟のうちで確保しようというのが，
主観主義の戦略である． 

3/ これまでのふたつの解釈とはやや異なる仕方で，神の全能を損なわない仕方
で，真理の反対が神に可能であるという主張を斥けたのが石黒（1986）である．
女史は，真理の否定がわれわれにとって思惟不可能であることに着目し，そのよ
うなものは無としてしか概念できない，と考える．そのうえで，或る者が無をな
しえないことは，その者の無能力を含意しないとし，神が真理の否定を創造しえ
ないと結論する．この解釈は，われわれの思惟の点から探究を始め，最終的には
真理の否定の絶対的不可能性を結論するに到る点に特徴がある． 
以上のように先行研究の配置を整理したうえで，本論の位置付けを手短に述べ

ておきたい．本論は，神の全能にかんしては，可能主義と主観主義とをそれぞれ
修正した立場をとる．というのも，主観主義はがんらい可能主義を乗り越える眼
目のもと提案されているのだが，その乗り越えが不十分な面があるからである．
よってわれわれは，可能主義的見解を含みつつもいっそう精確な神理解を導くも

 
12 代表的な UP 論者は Frankfurt（1977），Marion（1981），Plantinga（1980），Bouveresse

（1983）, Van Cleve（1994）, ⼩泉（2009）などである．みな各々の⾓度から探求して
おり，⼀概に UP と括るべきか問題含みかもしれないが，神による真理の改変可能性
を引き受ける点で，これらは共通する． 

13 代表的な LP 論者は Curley（1984）である．Curleyが LP を提唱するさいに参照してい
るのは，Gueroult（1953）や Beyssade（1981）などであり，確かにこれらにおいても部
分的には LP 的な解釈がみられる． 

14 この点は，Van Cleve（1994）や Kaufman（2002）に詳しい． 
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のとして主観主義を受け入れ，われわれなりの主観主義的解釈を提出する．また，
真理の必然性に関しては，石黒に沿いつつも，「真理の否定の思惟不可能性」と
「絶対的不可能性」とについて，修正を施しつつ考察を進めることとする． 

各章の構成 

序論の最後に，本論の構成を述べておく．本論全体の眼目は，既述の通り，永
遠真理創造説の立論を再考することにある．この目的を見据えて，具体的には次
のような手順で議論を進める． 
第 1章は，永遠真理創造説における真理の必然性と神の自由をめぐる逆説をと

りあげ，これを吟味する．とくに，神の全能性のあり方を明らかにすることで，
当の逆説を解消することを目論む．まず第 1節で，永遠真理創造説の逆説が真に
問われるべき問題であるかを，当の逆説を喚起する可能主義の正当性を検証する
ことをもって，確かめる．このようにして精確な仕方で提起された永遠真理創造
説の逆説の解消へと向かって，第 2節は，主観主義解釈，およびこれと可能主義
との係争点を整理する．第 3節は，主観主義による可能主義批判が当たっている
か検証する．これを通じて，永遠真理創造説における神の非決定性が，逆説を解
消することができることを示し，当説は逆説的ではないと結論する．ところが，
このような仕方で逆説を解消することは，同時に，避けがたい課題を残す．永遠
真理創造説の合理性，言いかえれば論理的な整合性がもはや維持されがたくなっ
てしまうのである． 
そこで第 2章では，永遠真理創造説における真理と知性の係わりを問うことを

通じて，当説が逆説的でないのみならず，論理的に不整合でもないことを示す．
第１節では，神の全能性をめぐる第 1章の議論から見落とされていた重要な論点
として，真理の否定の把握不可能性を提示する．これに伴い，真理の把握可能性
と真理の否定の把握不可能性が 1630 年の書簡において重要な役割を担っている
とする作業仮説をたてる．第 2節では，この問いにむかって，まずは真理の把握
可能性の根拠をさぐるため，石黒解釈に基づき，真理がいかなるものとして創造
されたかを明らかにする．第 3節では，これらの考察を踏まえて，われわれの精
神にとっての永遠真理の必然性を確保する．これにより，少なくともわれわれの
精神の及びうる領域にあっては，論理的整合性が失われていないことが示される． 
しかし，永遠真理創造説が逆説的ではなく，かつ整合的であるとしても，いま

だ当説がデカルト哲学におけるひとつの理論として成立するためには不十分で
ある．なぜなら，第 1章における神の全能性の理説と，第 2章における真理の必
然性についての理説が，分断されたふたつの地平において成立しているように見
えてしまうからである．これをわれわれは，存在に係わる秩序と知得に係わる秩
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序の二分法と呼ぶ．求められているのは，この二分法を乗り越え，存在と知得と
のふたつの地平を連絡し，永遠真理創造説を全体として統一する，何らかの理路
である．第 3章はこのような，永遠真理創造説の統一性に係わる問いを扱う．そ
の第 1節では，かかる二分法を導入する解釈の典型として，村上の解釈をとりあ
げ，その論点を整理する．第 2節は，こうした村上解釈の論拠となっているテク
ストを吟味し，二分法の論拠が脆弱である点を示す．第 3節は，二分法を斥ける
代わりに，存在の秩序と知得の秩序とのあいだにわれわれが置く理路として，明
証性の一般規則を提案する．最終的には，明証性の一般規則を恃みとし，永遠真
理創造説が統一的な理論として成立し，かつ，これがデカルト哲学の根本的なプ
ロジェクトを反映する図式を提示していることを示す． 
結論として，永遠真理創造説は，逆説を含まず，整合的であり，統一的な学説

として再構成されうると示される．最後に，以上の探究の最終的な到達点から，
「永遠真理創造説」という名称の是非について所見を述べ，本論を締めくくる． 

 



  

 

  

第 1 章   永遠真理創造説は逆説的か 

神の全能性に着目して 

 
 

永遠真理創造説のアーギュメントは，すでに指摘したように，根本的な逆説をは
らんでいると言われうる．神が真理を自由に創造したならば，その真理が必然的
であることはできないようにおもわれるからである．本章は，このような逆説を，
永遠真理創造説の議論に即して乗り越えることができるかどうかを検討したい．
検討の焦点となるのは，創造された真理と，これを創造した神の力能ないしは全
能性との関係である． 
本節では，永遠真理創造説の逆説という嫌疑を払うことまでを目的とする．第

1 節でそうした嫌疑を可能主義に基づいて定式化する．第 2 節以後では，主観主
義に基づく可能主義批判を用いて，逆説を乗り越えることができるかどうかを検
討する．第 2 節で主観主義を概観し，第 3 節でその可能主義批判の成否を問う．
最終的には，主観主義を改訂しつつ，可能主義解釈に基づく逆説の嫌疑を払うこ
とになるだろう． 
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1.      問題提起：永遠真理創造説の逆説の根拠を確
かめる 

本節の検討は，永遠真理創造説の逆説をめぐる嫌疑が，そもそも疑似問題ではな
いことを示し，問われるべきこととしてこれを提起することを目的とする．その
ためにわれわれは，当の逆説の根拠を，次の三つの仕方で示すことにする．1. 1. 
では，永遠真理創造説から，どのようにして当の逆説が生起するのか，可能主義
解釈のアーギュメントを再構成しつつ考察する．これはいわば，当の逆説に対す
る永遠真理創造説の理論からのアプローチである．1. 2. では，そうした理論的根
拠が，デカルトの思索に即しているかどうかを確認する．すなわち，逆説につい
てのテクスト的根拠を明示する．1. 3. では，こうした逆説に対してデカルトがど
のような態度をとっていたかを確認する．いうなら，デカルトのテクストを解釈
することで，この逆説が生ずる余地がどこにあるのかを吟味するわけである． 

1. 1.      逆説の理論的根拠：可能主義解釈のアーギュメント 

すでにみたように，永遠真理創造説の逆説とわれわれが呼称するのは，その核
心的な主張が含意する事態のことである．当の逆説を導出するための推論を，や
や大掴みに展開してみよう．前提として，永遠真理創造説の核心はこうである． 

［1］ 永遠真理は，神によって自由に創造された． 

ところで，「永遠真理」は定義上，今日のわれわれの言い方に直すなら，次のよう
に言い換えることができる． 

［2］ 永遠真理は，必然的に真である． 

これらを併せれば，永遠真理創造説の主張を次のようにあらわすことができる． 

［1*］ 永遠真理は，必然的に真であり，かつ，神によって自由に創造さ
れた．15 

この［1*］こそが，いわゆる「永遠真理創造説」の内実であると仮定しよう．
すると直ちに，神が自由であり，かつ，真理が必然的であることなどありうるの
だろうか，と問いが立つことになる．このような問いをたて，永遠真理創造説の
抱える逆説を明らかにしたのが，Frankfurt（1977）以来の，「可能主義 possibili主

 
15 この［1］,［2］,［1*］のまとめ⽅は，概ね Kaufman（2002）, 25–26 に従う．別のまと

め⽅もできるだろうが，とりわけニュートラルなのは当研究であると考える． 
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観主義」ないし，より精確には，「普遍的可能主義 universal possibili主観主義」と
呼び慣わされる解釈である．その嚆矢 Frankfurt（1977）は，メラン宛書簡（2 May 
1644）を主たる典拠とし，メルセンヌ宛書簡（27 May 1630）をも視野に入れなが
ら，「永遠真理は，他のあらゆる命題と同じだけ，がんらい偶然的である」と論結
する．16 この解釈は，要するに，［1］と［2］とを両立不可能とみなしたうえで，
［1］に重心を傾けたものと言える． 
こうした解釈は，いったいどのようにして，永遠真理創造説の主張から導かれ

ることになるのか．あくまでその論旨を明解にすることを眼目に，ここに UP 論
証を概括してみよう．17 UP論証には，ふたつの前提が置かれる．まず，一般に， 

UP1 或る行為者が或るものを p 創造するならば，当の行為者が p を
創造しないことは可能である． 

続いて第二の前提は，永遠真理創造説の（1）から出てくる．神が真理を創造し，
かつ神に先立って真であるものは何もないのだから， 

UP2 pが真であるのは，神が pを創造したときであり，その時にかぎ
る． 

以上ふたつの前提をふまえたうえで，或る pが真であると仮定する．第二の前提
より， 

UP3 pが真ならば，神が pを創造した． 

第一の前提より， 

UP4 神が p を創造したならば，神が p を創造しないことは可能であ
る． 

UP3と UP4より，pが真ならば，神は pを創造し，かつしないことも可能である．
したがって， 

UP5 pが真であるとき，pが真でないことは可能である． 

あるいは同じことだが， 

UP5* pが真であるとき，pは偶然的に真である． 

以上は，厳密な UP 論証を簡略にしたものであるが，その本旨は十分に伝わる
だろう．ただ，この帰結は，それ自体では問題のあるものではない．デカルトに
とって真理の一切が偶然的であったとしても，なるほどデカルトがその奇矯さを

 
16 Frankfurt（1977）, 42. 
17 ここでは，主に Van Cleve（1994）, 60 のアーギュメントを，⼀点修正して⽤いた． 



第1章 永遠真理創造説は逆説的か：神の全能性に着目して 

 12 

咎められることはあるかもしれないが，そのことは私たちにはいかんともしがた
い．UP5 が問題なのは，デカルトの真理がすべて偶然的になってしまうことでは
ない．そのことはいわば附随的な問題である．そうではなくて，むしろ，永遠真
理創造説そのものが逆説を抱えてしまう，ということである．言いかえれば，［2］
と UP5との矛盾，これが問題なのである．もし UP 論証が正しく，UP5が真なら
ば，［2］は偽でなくてはならない．その場合，永遠真理創造説は「必然的真理」
の創造説ではなくて，「偶然的真理」の創造説である．この点ですでに，「永遠真
理」創造説というテーゼは，それ自体逆説を抱えているということになる．かく
して，われわれのいう永遠真理創造説の逆説は，少なくとも理論的には真当な問
題提起である． 

1. 2.      デカルトの思索へ：神の全能について 

ところで，このような逆説はデカルトの思索に根付くものなのだろうか．とこ
ろで，こうした逆説の生起にあたって，最も重要なステップは UP4である．その
点を問いのかたちで言い直すと，こうである．神の力能ないし自由が，真理の否
定を創造することの可能性を含意するかどうか．そして，UP4ないし UP2の言う
ように，永遠真理が必然的真理と考えられているかどうか． 
さしあたり，とくに永遠真理創造説に絡む文脈における，神の力能のあり方を

明らかにしなくてはならない．そのために，いま一度，永遠真理創造説がいかな
るテーゼであったかを振り返ろう．永遠真理創造説は，1630年のメルセンヌ宛書
簡における「あなたが永遠的とよぶ数学的な諸真理は，他のすべての被造物同様，
神によって制定され，神に全面的に依存している」18 という文句をもって宣言さ
れた．肝要なのは，続く書簡において，永遠真理創造説の正当化としてしばしば
明かされる見解，すなわち，神に先立ち（あるいは神から独立に），神をして何ら
かのおこないに強いるようないかなるものも存在してはならない，とする見解で
ある．19 これにより，神による創造以前には何ものも存在しないことが示される．
たとえば，典型的にはライプニッツがそうしたように，「神は最善を意志する」と
いうような何らかの原理を用いて，創造について考察することができなくなるの
である．そのかぎりで，永遠真理創造説の神は，真理の創造にさいして，端的に
自由である．神を拘束するものは，（同一律や矛盾律のようなきわめて基礎的な真
理をふくめ，）一切与えられていないのだから，神はまったく随意に真理を創造す
るのである． 

 
18 To Mersenne, 15 April 1630, AT I, 145, 07–10. 
19 To Mersenne, 6 May 1630, AT I, 149, 21–24. 
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このことによって，デカルト的な神の全能についての見方が定められる．神は，
いかなる真理にも拘束されない，そういう資格でもって，すべてのことをなしう
るのである．ところで，永遠真理創造説の神の全能についてのわれわれのこのよ
うな解釈は，すでに Geach らの先駆によって標準的なものとなっている．Geach
は，以上のような，何ものにも拘束されない神のありかたについての洞察をもと
に，神の全能について次のような定義を導入する．永遠真理創造説において，「神
は，絶対的にすべてのことをなしうる」．20 このような，絶対的全能性（absolute 
omnipotence）の学説においては，神は，（たとえば，「相矛盾するものが同時に存
在できる」とか，「√2は有理数である」とかのような，）自己矛盾する事柄をもな
しうる，とされる．Geach の議論を参考に，デカルトの神の全能性は，少なくと
も次のようであると考えることができる． 

（4） 命題「神が何か或ることをなしうる」が真であるのは，当のこと
が意味をなす語の連なりによって記述されているときである．
21 

こうして，テクスト上も理論上も，神の全能性について，永遠真理創造説の逆説
を喚起するのに十分なくらいには，強い主張を取り出してくることができる． 

1. 3.      解釈の余地：永遠真理創造説の逆説に対するデカル
ト的見解のあいまいさ 

われわれが序論で喚起していたような，永遠真理創造説の立論に係わる問題に
ついては，デカルトその人も自覚的であったとおもわれる．というのも，1630年
の書簡では，同様の問題をデカルト自ら提起し，それに応答しているからである．
そのテクストを引こう． 

TEXT1 ひとはあなた〔メルセンヌ〕に，神がこれらの真理を制定したので
あれば，王が自らの法をそうするように，神はこれら真理を変えうる，と言う
かもしれない．これに対しては，もし神の意志が変わりうるならば，然りと答
えるべきである．―しかし，私は諸真理を永遠的かつ不可変的であると把握す

 
20 Geach（1973）, 9. 
21 Geach（1973）, 9. なお，われわれが与えたこの定義は，Geach の議論を厳密に反映し

たものではない．⽒に従うなら，次のような定義が導かれる．「命題「神が何か或るこ
とをなしうる」が真であるのは，当のことが意味をなす語の連なりによって記述され
ているときであり，そのときにかぎる

．．．．．．．．
．」この限定は，「不可解 gibberish」な語に着⽬

した意味論的な研究においてははなはだ有意義であるが，少なくともデカルトの神理
解を精確に反映したものではありえない． 
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る．―しかもこの私は，神についても同様に判断する．―しかし，その意志は
自由である．―そうである．しかし，神の力能は把握不可能である．そして一
般に，神はわれわれの把握しうるものすべてを為しうると，われわれは確言で
きるが，しかし，われわれの把握できないものを神が為しえないとは確言でき
ない．というのもわれわれの想像力が神の力能と同じだけの拡がりをもつと思
うことは，畏れおおいからである．22 

独特の対話体も手伝って，論旨の見えにくいテクストである．われわれにとって
肝要なことは，まず，「神は真理を変えうるのではないか」という疑問が呈されて
いることであり，ついで，この疑問に対する答えが示されていることである．こ
のような疑問は，永遠真理創造説から当然に帰結するので，デカルト自身，これ
に応える責任を自覚していたのである．そして，その応答はと言えば，神の意志
が変わりうるならば，真理もまた変わりうる，というものである．この回答につ
いても，基本的には，永遠真理創造説からの自然な帰結ではある．そのため問題
は，神の意志が変わりうるかどうか，に収斂されることになる． 
ところが困ったことに，およそデカルトがこの問題に明快に答えているように

はみえない．というのも，当の回答は，神が永遠不可変であるということと，神
の意志が自由であるということと，これらをともに受け入れているからである．
もしかするとこの二点は，神は真理を変えうる（その意志が自由であることから）
が，変えない（永遠不可変であることから），という具合に，力能の大きさと意志
の変わらなさを併置して答えるつもりなのかもしれない．そう読めば，さしあた
り答弁として成立しているように読める． 
しかしなお問題なのは，こうした答弁の後（下線部）における神の力能の把握

不可能性への言及が，何を意味しているのか，という点である．先ほどのように，
神は真理を変えうるが，変えないとする路線で答弁されているとしよう．その場
合には，いったい何をもって〈変えない〉と断言できるのかがわからない．それ
どころか，神の意志の自由と力能の把握不可能性から，〈変えない〉ことの不確か
さばかりが際立つように思われる．さらに，下線部は，少なくとも神の全能性を
訴えていることは違いないように見えるから，それだけいっそう，〈変えない〉こ
との根拠が失われているようにみえる． 
こうしてみると，デカルト自身，永遠真理創造説は真理の可変性を含意するの

ではないか，という問いに，いかに自覚的であったにしても，やはり答えられて
いるようには思えないのである．もしそうならば，永遠真理創造説の成立に係わ
る問題を云為する以前に，この問題についてのデカルトの理解が不足していると
さえ言われかねない．以上が，永遠真理創造説の逆説に対するデカルトの応答の
あいまいさ，とわれわれの呼ぶものである． 

 
22 AT I, 145，28-146，10. 下線による強調は引⽤者による． 
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さらに，デカルトのこうしたあいまいさを指摘することに加え，可能主義者に
よってしばしばその根拠として引用されるテクストを引いておこう． 

TEXT2 あなた〔メルセンヌ〕はまた，神をしてこれら真理を創造すること
を必然としたのは何か，とも問うておられるのか．私は言おう．中心から円周
へと引かれた直線がすべて等しいということを真ではないようにすることも，
世界を創造しないことも，同じく神に自由であった，と．そして，これら真理
が，他の被造物よりもいっそう必然的に神の本質にむすびつけられているわけ
ではないということも確かである．23 

ここでは，真理が創造されたさいに，24 神はこれを真でなくすることができた，
と言われる．言いかえるならば，いま真であるさまざまな事柄が真でない，そう
いう世界が創造されることがありえた，ということである．さらに言いかえれば，
真理が，その実在の根拠において偶然的であった，ということである．ところで，
そのような世界を創造することが，神にかつて可能であったにもかかわらず，い
まは可能でない，とするならば，神が自ら創造した真理に拘束されているという
ことになり，不合理である．したがって，神はいまもなお，真理を真でないよう
にすることができる．25 そうであるならば，真理が偶然的であったし，偶然的で
ある，ということが帰結するようにおもわれる． 
ここまでわれわれは，永遠真理創造説の立論にかんするあらかじめ設定された

困難に対して，デカルトがどのような態度をとっているか，TEXT1を通じて概観
した．しかしデカルトその人は，当の困難を払拭するどころか，むしろ引き受け
ているともみられうるような，あいまいな答弁を展開していた．デカルトの立場
のこのようなあいまいさをいっそう際立たせるのが，TEXT2の記述である．本項
は，こうしたあいまいな態度から，永遠真理創造説の抱える逆説がいささかも解
決しておらず，少なくともテクストの表層的な読解のかぎりでは，むしろこれが
助長されているようにみえる，そのことを指摘することになった． 

 
23 To Mersenne, 27 May 1630, AT I, 150, 19–26. 
24 もちろん，直接はこのような場⾯の設定はなされていない．しかし，「⾃由であった」

という過去形が，創造の場⾯を想定していることは，⽂脈上⾃明であるようにおもわ
れる． 

25 このように，時制を多⽤して神の創造を語ることは，もちろんそれなりに不都合を含
む．なるほど神は時間のうちに世界を創造したが，しかしその創造⾏為⾃体が時間の
うちにあった，と誤解されてはならないからである．このような事柄上の不都合はあ
るものの，われわれとしては単に説明のためにのみ時間的な表現を⽤いていることを
断っておく． 
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2.      逆説の解消への予備考察：主観主義解釈の提
案と論点の整理 

われわれは，前節で提示された永遠真理創造説の逆説に対して，主観主義解釈に
基づく批判を予定している．本節では，それを見据えて，あらかじめ主観主義を
概観し，これを整理しておくことを目的とする．2. 1. で主観主義の全体像を粗描
したのち，2. 2. でその解釈上の要点である，神の非決定性について言及する．2. 
3. では，可能主義との係争点を整理し，次節の検討に備える． 

2. 1.      主観主義解釈の全体像を概括する 

前節では，永遠真理創造説の抱える逆説が，或る程度の確からしさをもって惹
起されると示すことができたと思われる．しかしながら，永遠真理創造説が逆説
的であるとする主張，あるいは，そうした主張を含む UP に対して，われわれデ
カルト研究者としては，直ちに賛同すべきではないだろう．むしろ，当の逆説か
ら永遠真理創造説を救う解釈を探ってみるほうが筋である．そこで，本節では，
前節の UP 論証において，誤りがないかどうかを吟味していきたい．そのさい，
さしあたって UP 論証がそれ自体（デカルトから離れたかぎりで）論理的には健
全であるとしたうえで，それがデカルトの思索と噛み合っているかどうか検証す
ることとする． 
今日，UP 論証がデカルト哲学にそぐわないとみなす研究は多くある．なかで

ももっとも有望なのは，Bennett や Alanen に代表される主観主義的解釈である．
26 大掴みに言えば，われわれが主観主義と呼んでいるのは，デカルトにおける様

 
26 もちろん，他にもいくつもの反論，⽴場がある．多重様相をもちいて UP を回避する

Curley の「限定的可能主義 LP」や，⽯⿊の「絶対的不可能性」をめぐる議論などであ
る．本⽂に彼らを挙げなかったのにはそれぞれ事情がある．Curley の LP については，
今⽇では有効な UP 批判としてはみなさないのが標準的だからである．第⼀に，多重
様相のような現代的道具⽴てをデカルトに読み込むことがそれなりに困難である．（cf. 

Geach 1973.）第⼆に，LP を貫徹したところで，せいぜい真理が「偶然的に必然的であ
る」と⾔えるにすぎない．しかし，Curley ⾃⾝そう述べるように，デカルト哲学には
「必然的に必然的である」と⾔うべき真理がある．（cf. Curley 1984.）したがって結局，
LP はあまり整合的ではない．第三に，厳密に論理的に⾔っても，LP のアーギュメント
を突き詰めれば，UP の結論が導出されることになる．（cf. Van Cleve 1994, Kaufman 2002）
概ね以上三点からして，LP を UP 批判に⽤いるためには，それなりに困難な改訂を加
えなくてはならないが，それは本論のかぎりではない．また，⽯⿊の UP 批判について
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相概念がもっぱらわれわれの精神に，言いかえれば認識に係わり，神については，
様相概念を用いて説明することはできないし，そうしようとすべきでさえない，
とする解釈のことである．27 この点をもう少し詳かにしていこう．まず，永遠真
理創造説においては，論理規則や様相概念をはじめとする，われわれの思考の
諸々の枠組みが，神によって創造されたことになっている．言いかえれば，神に
先立って存在し，神を拘束するような，いかなるものもない．ところで，神に先
行するいかなるものもない，というとき，時間的な先行者のみならず，論理的な
先行者もが排除されている．それゆえ，いかなる単純な論理規則（e. g. 矛盾律や
同一律）であっても，また様相概念であっても，神のありかたについての説明原
理として十分に機能することはない．同じことをわれわれの主観の側から言い直
せば，神になしうることであれなしえないことであれ，それについての尺度をわ
れわれはもたないということである．この帰結は次のことを含意する．むろん，
神にとって不可能なことはない．それどころか，「或ることが神に可能である」と
か，「神は必然的に云々する」とか，さらには，「神にとってあらゆることが可能
である」とかのように，何らかの積極的な事柄を表現しているとおもわれるよう
な命題さえも，真であるということにはならない．かくして，デカルトにおいて，
われわれのもつ様相概念から神の意志や力能を推し量ること一般が禁じられて
いる，という事実が重視されることとなる．28  
主観主義のこうした見解は，おのずから，神理解についての次のふたつの方向

を同時に指示することになる．一方では，神はあらゆる論理規則を超越した，端
的に無限なるものとして知られる．この点では，デカルトの神は「卓越した超自
然的な威光」を有するものとして特徴付けられるに至る．29 他方では，こうした
超越性に応じて，われわれにとっての，神の不可知性が強調される．言いかえれ
ば，われわれの知性的能力によって捉えられるものと，神のありようとのあいだ
の共約不可能性（incommensurability）が，神についてのあらゆる判断を封じるこ

 
は，その議論構成が本箇所で求めていることと異なるという事由がある．UP 論証にも
うひとつ別の前提（真理の否定の，⼈間精神にとっての記述不可能性）を加えること
で，UP5 から UP5*へのステップを封じることによって成⽴している．要するに⽯⿊は
UP の外側からこれを批判しているため，UP 論証の内部構造（UP1‒5）に対する反論を
吟味している本箇所で名前を挙げることはしなかった．なお，彼⼥の議論は第 2 章で
本格的に検討することになる． 

27 Alanen（2008）, 364. 
28 Kaufman（2002）, 38. 
29 こうした⽴場は，Alanen の主観主義をつきつめ，デカルトにおける神の⾃由を解釈し

た Knuutila に顕著である．⽒は，デカルトにおける神の⾃由の学説が，ルターの⾒解
と類似していると指摘している．（1999）129. 
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とになるのである．30 
こうして主観主義者は，神についての合理的な判断は一切かなわないと考える

ことになるわけであるが，だからといってこのことは，デカルトが不合理な哲学
者であることを巻き込みはしない．というのも，なるほどデカルトは神をわれわ
れの論理のフィールドから解放したが，その根拠となっているのは，神がわれわ
れの論理ないし合理的思惟を創造したことである．そのため，創造されたわれわ
れの論理や合理的思惟は，あくまで信頼すべきものなのである．以上が主観主義
解釈の骨子である. 

2. 2.      主観主義の核心：神における「非決定の自由」 

以上が，主観主義の全体像の素描である．とはいえ，これではまだ主観主義の
議論を十分に把握するには足りていない．ただちに知られなくてはならないこと
は，主観主義の提示するきわめて超越的な神概念が，永遠真理創造説の議論から
どのように導出されているのか，である．そのため，われわれはまず，主観主義
が依拠するデカルトの神の全能性について，テクストを追いながら，最低限の事
柄を共有したい． 
ところで，主観主義にとっても可能主義にとっても，きわめて重要な根拠とな

っているデカルトの神理解がある．それは，神における「非決定 indifferentia」の
自由をめぐるものである．31 神における非決定の自由とは，或ることをなすか，
なさぬか，という場面で，いずれを選択することにも傾けられず，いずれにも規
定されていないことに存する，とする見解である．これを示すテクストとして，
次のふたつのものがある．ひとつは，『省察』「第六答弁」から，またひとつは，
1644 年のメラン宛書簡から，それぞれ抜き出される．われわれはこれを読解し，
デカルトにおける神の自由のあり方を概観する． 
「第六答弁」の六つ目の項目が置かれているのは，主に人間の自由のあり方に

ついての議論の文脈である．周知の通り，デカルトは伝統的な「非決定の自由」
が，人間的自由にとって最低のレベルに位置する，あるいは，人間的自由の本質
ではない，と述べている．しかし同時に，神にとっての自由の非決定性は，自由

 
30 Alanen（2008）, 369. 
31 主に被造物の側の⾮決定の⾃由をめぐっては，⼤⻄（2014）に詳しい．なお，断ってお
くと，われわれは神の⾮決定性ということを，主観主義にならって，神に先⾏するい
かなるものも存在しないという⼀点に認めている．このかぎりで⾮決定性に⾔及して
いるのみであり，被造物における⾮決定の⾃由についてはもちろん，デカルトにおけ
る意志論の議論に⽴ち⼊る意図はない． 
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の最高の度合いとして肯定されるのである．われわれは，意志論ないし自由論に
ついて議論しているのではないから，とくに人間における非決定性の議論などは
素通りしてかまわない．むしろ見るべきは，ここで，神における非決定性が，そ
の全能と結びついており，また，これをめぐって，真理の否定が不可能であるこ
とが論じられている点である． 

TEXT3 意志決定の自由について言えば，われわれのうちにおけるのと神の
うちにおけるのとでは，そのあり方が格段に異なっている．というのも，作ら
れた，あるいはいつか作られるであろう事物のすべてに対して，神の意志が永
遠から非決定ではなかったということは矛盾するからである．というのも，善
なるものにせよ真なるものにせよ，あるいはまた信ぜられるべきもの，あるい
はなされるべきもの，あるいはやめられるべきものにせよ，それらがそうなる
という事態をしつらえるべく神の意志が自らを決定するに先んじて，それらの
観念が神の知性のうちにあったというようなものはなんら仮想することはで
きないからである．つまり例を挙げると、神が世界を時間のうちに創造するこ
とを意志したのは、それがそういう風になっているほうが、永遠から創造され
ていたとしたよりも、いっそう善いだろうとみてとったからではない。また、
三角形の三つの角が二直角に等しくあることを意志したのは、それとは違った
ようになりえないと神が認識したからではない．そうではなくて逆に、神が世
界を時間のうちに創造することを意志したゆえに、世界は永遠から創造されて
いたとした場合よりもより善いのである。また、神が三角形の三つの角が必ず
二直角に等しくあることを意志したゆえに、いまやそのことが真であり、また
それと違ったようにはなりえないのである．かくして，これら以外のものにつ
いても事情は同断である．（…）かくして，神におけるこの上ない非決定は，
神の全能のこの上ない証拠である．32 

この箇所の論旨は明快である．すなわち，神の意志決定，いうなら創造に先んじ
て，いかなるものも存在していないということ．また，それゆえ，神の意志決定
は，被造物の場合とは違って，何ものにも左右されない，いうならこの上なく非
決定であるということである． 
しかしこれだけでは，主観主義論者にとって何がポイントであるかが見えてこ

ない．それどころか，TEXT3から UP1を引き出してくることが，すなわちこれを
UP の論拠とすることが，きわめて容易であるようにさえおもわれる．というの
も，或るものが非決定であるということは，pと~pと，いずれを選ぶことも可能
であることを含むからである．したがって，「神に先行するいかなるものも存在し
ない」，ゆえに，神は自由である，といった，こうした議論だけからは，「神に様
相概念は適用できない」とするほどに強い論拠を得てくることは難しいようにみ
える． 

 
32 Resp. 6, AT VII, 431, 26–432, 18. 下線は引⽤者による． 
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そこでもうひとつのテクスト，1644 年 5 月 2 日付のメラン宛書簡をみていこ
う． 

TEXT4 三角形の内角和が二直角に等しいこと、あるいは一般に、相矛盾す
るものは同時に在りえないことを真でないようにすることが、神にとっていか
にして自由でありかつ非決定であったのかを概念することの困難については、
ひとは、次のように考えることをもって、容易に取り除くことができる。すな
わち、神の力能がいかなる限界をも持ちえないと考えることを以って、さらに
また、われわれの精神は有限であり、しかもわれわれの精神は、それを神が真
実に可能であることを意志した事象を、可能なものとして概念することができ
るような本性をもつものとして創造されているが、それを神が可能とすること
もありえていたであろうにもかかわらず不可能とすることを意志した事象を，
可能なものとして概念することができるような本性をもたないものとして創
造されている、と考えることをもって、である。（…）あなたが提示したこと、
すなわち、「神は、被造物をして神にまったく依存しないようにせしめること
ができただろう」、ということのように、それが全く不可能であるとわれわれ
が判断することなしに、われわれの精神にそれを思い描くことがわれわれにで
きない、それほどまでに明証的な矛盾がある、ということを、もちろん私は認
める。しかしわれわれは、神の力能の広大無辺さを知るためには、こうした矛
盾を思い描いてはならないし、神の知性と神の意志との間にいかなる優位ない
し優先をも概念してはならない。33 

ここでもデカルトは，真理の必然性が神の意志に根拠をもつとしたうえで，神が
真理を真でないようにすることに，非決定であることを強調している．TEXT4が
TEXT3と異なるのは，神の非決定性によって真理の否定が可能であることについ
ての，われわれの知り方あるいは知り難さが主題化されている点である．神の非
決定性を知るために肝要なのは，われわれの精神にとって或ることが矛盾である
からといって，神にとっても同様であると思い描かないことだとされている． 
しかしわれわれは，どのようなことを「思い描く représenterべきでない」のだ

ろうか．34 その内実について，少し踏み込んで考えてみよう．われわれの精神に
とって不可能であると思われること，あるいは矛盾すること，そのようなことに
目をとられると，神の非決定性が見えなくなる，とデカルトが言っているとしよ
う．このとき，もし或る幾何学の体系において「三角形の内角和は二直角に等し
い」が真であるとき，「三角形の内角和は二直角に等しくない」という命題を思い
描こうとするならば，われわれは矛盾に直面する．ところでここで，この矛盾す
る命題が神にとっても，絶対的に，不可能であるかどうかを考える．神に先行し

 
33 To Mesland, 2 May 1644, AT V, 118, 06–119, 11. 下線は引⽤者による． 
34 この「思い描くべきではない」という⽂⾔に注⽬したのは Beyssade（1981）である．わ

れわれも当研究に多く学んだが，少なくとも本論の⽂脈はこれとはことなる． 



デカルトにおける真理と創造 

 21 

て幾何学的真理があったわけではないし，かくして神は非決定なのだから，当の
矛盾する命題が真であるようにすることも可能だったはずである．じじつ，矛盾
の基準となるようなものは，矛盾律であれ幾何学的体系であれ，みな神によって
創造されているのであるから，少なくとも神には，これらを創造しないという仕
方で，「三角形の内角和が二直角に等しくない」を真とすることができる． 
ところで，ここまでは可能主義と主観主義が合致する点である．可能主義はこ

こで歩みを止め，あらゆる真理の偶然性を主張するが，主観主義はその先へ進む．
すなわち，真であるものと真でなくすことが神に可能であるのと同様の根拠によ
って，真であるものを真のままにしておくことも，真でないものを真でないまま
にしておくことも，さらには，真でないものを真とすることも，これらすべてが
神に可能なことである．約言すれば，神には端的にすべてが可能なのである．し
かし，こうした仕方ですべてが可能であるとすれば，もはや神にとって，いかな
る可能性も不可能性も意味をなさないことになる．あるいは少なくとも，われわ
れにとって，神について述語づけられる様相概念は有意味ではない．なぜなら，
どのようなことが述語づけられるにしても，その反対が常に可能だからである．
こうして，たとえば，「神は実在しないことが可能である」というような，デカル
トならば一見否定しそうな命題についても，神の非決定性を考慮するかぎり，肯
定されなくてはならないことになる．したがって，神が真理の否定を意志しうる
という場合には，それを意志しえないこともまた可能である．こうして主観主義
は，可能主義が神の非決定性について十分に評価していないと批判することにな
る．  

2. 3.      主観主義解釈の整理，および可能主義との係争点 

以上，神の非決定性についての考察を通じて，主観主義解釈がテクストの読み
としては少なくとも不当ではないこと，および，その核心が神の非決定性の解釈
に存することを確認することができる．振り返ってみれば，神に先行するいかな
るものも存在せず，それゆえに神が非決定であること，このことが，主観主義の
枢要な軸となっていたのである．これを踏まえて，あらためて主観主義の議論を
整理するならば，つぎのようになるだろう．35 まず，おもに TEXT3と TEXT4と
を基礎とした神の非決定性についての上のような解釈を通じて，次の前提を得る． 

S1 必然的真理 Pについて，あるいは神が~Pを意志することを妨げ
 

35 ここで主な典拠としたのは，Kaufmanである．Bennettや Alanen も基本的に同じような
議論を展開している．とはいえ断っておくと，これは基本的には前述の UP 論証のよ
うな，いわゆる論証ではない． 
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たり，あるいは P を意志することへと神を駆り立てたりするよ
うな，いかなる独立的な作用者も存在しない．36 

このことを敷衍して，主観主義者は，次のことを暗黙のうちに引き出している． 

S2 神は，自らが創造したものに基づいて理解されることはない． 

暗黙のうちに，というのは，われわれの知る主観主義者の誰もが，このことを明
示していないからである．しかし，説得的な議論として主観主義を構成しなおす
場合には，この点は不可欠であると思われる．いずれにしても，S2までが，主観
主義者が神の非決定性から引き出す前提である． 
ところで，なんらかの様相概念がある，と仮定するならば， 

S3 様相概念は，神によって創造された． 

これに S2を踏まえるならば， 

S4 神は，様相概念に基づいては，理解されない． 

要するに，不可能性のみならず，可能性さえも，それが被造物である以上は，神
についての正しい判断を形成しない，という主張である．言いかえれば，真理の
否定は，神にとって不可能ではないのと同じ理由で，可能でもない．したがって，
神について真理の否定が可能であるとか可能でないとかいう判断は，神が非決定
であるかぎり，意味をなさない．これが S4の言わんとすることである． 
主観主義論証が以上のようなものであるとするならば，これが UP 論証のどこ

を批判しているのかも明確となる．S1は，言葉を尽くしてはいるが，基本的には
UP1と同じ前提である．しかし，S2（ないしこれに相当する見解）が主観主義の議
論に含まれ，あるいは不可欠であるとするならば，この点で UP と主観主義は隔
たることになる．じじつ一見して明らかであるように，UP 論証はこの前提を含
まないし，またこの前提によって，S4は導かれるのである．それでは，もし S4が
デカルトに照らして正しいとするなら，UP 論証はどの点で批判されることにな
るか．その批判点は大きくふたつである．まず局所的には，神について様相概念
を適用する UP4が斥けられる．続いて，やや大局的には，前提 UP1が UP4を導く
ということ自体が斥けられる．というのも，UP1 は被造物に一般に認められるこ
と，いうなら被造物を範にとって知られることだからである．S2においては，被
造物から引き出されたいかなる知見も，神については適当しないとされているの
である以上，UP1は UP4を導くことができない．これら二点を，われわれは主観
主義による可能主義批判の要点として指摘する．こうして，主観主義が UP を乗
り越えることができるか，あるいはやはり UP の方が説得的であるのか，このこ

 
36 Kaufman（2002）, 38. 
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とに決着をつけるためには，まずは S2に焦点をあつめて検討しなくてはならない
ことになる． 

3.      主観主義解釈は UP批判として成立するか 

本節では，主観主義による可能主義批判について，その成否を結論する．3. 1. で
は，主観主義解釈は概ね支持するに足るものであるが，しかしこれがいかに成立
していても，可能主義批判としては機能していないと論結する．3. 2. では，だか
らといって可能主義を採用したところで永遠真理創造説のアーギュメントを理
解し尽くすことはできないことを指摘する．3. 3. では，永遠真理創造説の逆説を
めぐる議論に応答するとともに，残された課題を明示する． 

3. 1.      主観主義による可能主義批判はあたっているか 

これまでの議論からわかるように，主観主義者にとって喫緊の課題は，神の非
決定性から，S2 を引き出すことの正当化である．やや盤外的なことを述べると，
主観主義解釈は今日いわば最新の学説であることもあって，そのあたりのことに
ついて十分な議論が交わされていないのが現状である．われわれとしては，結局
は S2についての正当化は難しいのではないかと結論したい． 
主観主義の理屈はこうであった．神は非決定なのだから，いかなるものにも拘

束されない．ゆえに
．．．

，様相ふくめ論理的諸概念によって神を規定することはでき
ない．しかしこの理屈は，神にとって或ることが可能であるという判断を不当な
ものとするのではなくて，むしろ，無意味なものとすることに向かっている．と
いうのも，主観主義者は，真理を真でなくすことが神に可能でない，と言ってい
るわけではないからである．むしろ彼らは，あえて言えば，真理を真でなくする
ことが神に不可能だったかもしれない，とする根拠を持ちだすことで，可能性に
かんする判断を無意味なものとするのである．つまりこのような議論においては，
真理を真でなくする可能性は棄却されるどころか，むしろ強められつつ残留する
ことになる．じじつ，神の広大無辺な力能に着目すれば，真理を真とすることも，
真理の否定を真とすることも，ともに可能なはずである．したがって，主観主義
解釈が主張してしまっているのは，神にとって可能性や不可能性を問うことの無
意味さではなくて，神にとって可能性と不可能性とが共可能的なことである．矛
盾する言い回しであることは確かであるが，神の非決定性とはそのようなもので
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ある． 
このように考えるならば，主観主義解釈において S2を正当化する根拠は示しが

たいということになる．なぜなら，S1を受け入れると同時に，「神にはしかじかの
ことが少なくとも可能である」という判断を下すことは不当ではないからである．
こうして，主観主義解釈が UP 批判として機能することも疑われる．せいぜい，
UP4を若干修正して，「真理を創造しないことは，神にとって少なくとも

．．．．．
可能であ

る」とすることができるくらいであろう．しかしこのように修正したところで，
結局 UP論証は機能するし，真理の否定の可能性は残存することになる． 
以上よりわれわれは，主観主義解釈が可能主義批判としては成立しないことを

示した．また，われわれが先ほど主観主義解釈が UP 論証に対する内的な批判と
しては最も有力なものであるとみなしていた以上は，UP 論証の内的な正当性が
保障されるということになる．したがって，真理を真でなくしたり，真理の否定
を真としたり，このようなことのすべてが神に少なくとも可能である，と結論す
ることとなる． 

3. 2.      永遠真理創造説の逆説への応答：神の全能性につい
ての見解の確定 

本項では，本章の課題であった，永遠真理創造説の逆説という嫌疑に応答しよ
う．永遠真理創造説が，「必然的真理が自由に創造される」ということに核心をも
つならば，そのとき，必然的真理は必然的たりえないのではないか，というのが，
当の逆説の内実であった．われわれは，可能主義を通じて，そのような逆説が惹
起されることを確認し，さらに，主観主義によっては可能主義を斥けることはで
きない，と論結した． 
しかしわれわれが以上のところまでで述べたのは，主観主義的な神理解が，可

能主義的な神理解を含むような仕方で，これをさらに推進したものである，とい
うことであって，このことのゆえに，主観主義は可能主義批判としては成立しな
いのであった．言いかえるならば，主観主義が，永遠真理創造説の逆説までをも
乗り越えることができないとは，われわれはまだ判断していない．このことを詳
しく述べるために，主観主義者の議論を手短に振り返ってみよう．ふつうわれわ
れは，可能主義によって惹起される永遠真理創造説の逆説を斥けようとする場合
には，神によって必然的真理の否定がつくられないことの根拠を探してこようと
するだろう．つまり，何らかの根拠によって，神が必然的真理の否定を創造しな
い（あるいはしえない）ことを示そうとするだろう．しかし，主観主義解釈の筋
道はそうではない．主観主義者は，神が可能性や不可能性に拘束されないことを
理由に，必然的真理の否定を神がなしうるとかなしえないとかの判断を禁ずるの
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である．この点で，主観主義の理屈が通りさえすれば，神の全能を損なうことな
く，必然的真理の創造が語りうるということになる． 
ところでわれわれは，神について様相命題は無効であるとする主観主義のテー

ゼには，十分な理由がないことを示した．その理由は，神が様相概念に拘束され
ていないということは，様相命題によって神を汲み尽くすことができないという
ことを含意しはしても，その禁止までは含意しないからである．われわれは，精
確には，様相命題が神については常に

．．
不十分な仕方で，いうなら
．．．．．．．．．．．．

不
．
充全
．．
な仕方で
．．．．

しか語ることができない，と主観主義者の主張を修正しなくてはならないだろう．
しかし，この場合の不十分さの内実は何であるか．ここで，主観主義者の言う神
の非決定性を想い起こされたい．主観主義者は，様相概念を含む論理規則が神よ
りも先には存在しないことから，それが神を拘束することがない，と述べていた．
このこと自体は，真っ当な指摘であるとわれわれは考える．ところで，論理規則
が神を拘束できないということは，論理的に不可能である事柄とて，神にとって
はなしうる，ということに他ならない．このかぎりで，デカルトの神の全能性が
非論理的であるとするGeachの指摘は正しい．しかし，こと神の全能にかんして，
非論理的であるとはどういうことだろうか．われわれは次のように考える．神は
矛盾律や同一律にも拘束されないのだから，何かが神にとって可能でありかつ不
可能であるとか，あるいは不可能でありかつ可能であるとか，その類のことが肯
定されるということである，したがって，神にとっては，何らかの被造的な真理
が，必然的でありかつ改変可能であるということもまた，ありうることなはずで
ある．あるいは，われわれにもう少し理解できそうな仕方で言えば，神は，自ら
改変することのできない真理を自由に創造することができるし，そうしておいて，
さらに当の真理を改変することもできる．神が論理規則に拘束されていないなら
ば，われわれにとってはいたく不合理かつ無意味にみえる，こうした事態さえも
が，神にとっては可能であるとみなさなくてはならない．かくしてわれわれは，
永遠真理創造説の逆説に対しては，これを斥けることができる．当の逆説が，「必
然的真理が自由に創造されることなど矛盾している」と訴えるのであれば，われ
われは，そのような矛盾は神にとっては何事でもない，と答えることになる．こ
のことが，主観主義を修正しつつわれわれの到った，永遠真理創造説における神
の全能性，あるいは非決定性の内実である． 

3. 3.      1630年の書簡におけるわれわれの解釈の不十分：
把握能力をめぐって 

神の全能性に係わる以上の解釈は，しかしわれわれ自身からみても，とても論
理的に整合的な議論とはおもわれない．なぜならば，神の全能を非論理的いうな
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ら超論理的に解するかぎり，真理が必然的であるということが肯定できると同時
に，それが偶然的であるということもまた，随伴してしまうからである．われわ
れの論法は，そのままわれわれの側にもかえってくる．こうして，デカルトにお
いて必然的真理は存在しないか，必然的真理は偶然的真理でもありうるか，いず
れにしても信じがたい帰結を受け容れることになってしまうだろう． 
しかしながら，事態はさほど悲観的ではない．少なくとも，われわれの解釈が，

デカルトの思索を特徴付けるためには，未だ決定的に不足しているからである．
その不足というのは，永遠真理創造説に係わる次のような記述を，十分に説明す
ることができない，という点である． 

TEXT1を振り返ろう．そこでデカルトは，次のようなふたつの主張を同時に提
示していた． 

［3］ 神はわれわれに把握可能なことすべてをなしうると，われわれ
は確言できる． 

［4］ 神はわれわれに把握不可能なことをなしえないと，われわれは
確言できない． 

いま，比較的論旨の明解な［3］は措いておこう．これは神の全能に対するデカル
トの見解から自明に帰結するからである．これに対して，［4］は複雑である．神
の全能性についてのわれわれの理解をもってすれば，結局［4］の内実は次のよう
になる． 

［4*］ 神はわれわれに把握不可能なことをなしえる． 

いまのわれわれの見解によれば，［4*］がデカルトの本旨である，しかしそれなら
ば，デカルトはなぜそのように書かないのか．反論を喚起する危険を犯さないた
めだろうか．もちろんデカルトの人柄からしてそれもありそうではあるが，もう
少しデカルト哲学の内的な事情を探ってみたい．ところで，われわれが［4］から
［4*］への言いかえに不自然を感じているとすれば，その訳は，「われわれは確言
しえない」という一句を，［4*］が無視していることにある．これを無視して，あ
るいは単なる一階の否定として扱って良いならば，［4*］についても懸念は残らな
いだろう．しかしあくまでこうした懸念が生じるのは，一般にわれわれが或る事
柄について確言できない場合，その事柄の真偽について述べているとはおもわれ
てないからである．たとえば，歴史的な知識を十分にもたない私は，今上天皇が
第 126代天皇と同一人物であると確言できないが，そうはいっても，今上天皇が
第 126代天皇ではない，と言っているのではない．むしろ私は，そうしたことが
確言できないと述べることで，私の歴史的知識の不足ないし欠如を白状したいの
である．それであれば［4］における「私は確言できない」も，少なくとも命題の
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真偽にかかる否定として読むのは難しいのではないか． 
われわれのこの指摘は，あくまで日常的な言語使用のほかには根拠をもたない

ため，もしかするとデカルトの意図とは異なるかもしれない．しかしそうはいっ
ても，17世紀のフランス語の用例，あるいはデカルトのコーパスを引いてみたと
ころで，「確言する」という動詞にかかる否定辞 ‘ne…pas’ が，従属説の内容を否
定する場合があるとはおもわれない．そうであれば，日常的かつ一般的な言語の
使用と異なる読解を与えようとする側に，そのことを説明し，正当化する義務が
あることになる．いずれにしても，［4*］によっては［4］の含意を引き出しきれ
ていないことは事実である．かくしていまのわれわれの解釈をとるかぎりでは，
［4］に対して以上のような不自然な読みを当てはめることにならざるをえない
のではないか． 
神の全能性の非論理的な性格，ならびに，［4］の理解の不足，これらのことが，

いまわれわれに残されている問題である．われわれは，このことがこれまでの議
論を覆すことになるとはおもっていない．あるいは少なくとも，いまのところは
まだそう判断することはできない．なぜならば，われわれが［4］について十分な
解釈を提示するためには，神の全能性についての，われわれの把握の仕方が，最
低限明らかにされなければならないからである．非論理的ないし超論理的なもの
について，われわれはどのように把握するのだろうか．もしこれを把握すること
ができないのならば，真理の必然性の問題はどうなるだろうか．これらのことが
いままさに答えられなくてはならないことである．われわれはこれを次章以後の
課題とする．すなわち，神の全能性の問題を脇に眺めつつも，われわれの把握能
力についてのデカルトの思索を明らかにする．このことを経てはじめて，神の全
能性についてのわれわれの解釈が，論理的に不整合なものであったかどうかに結
論を与えることができるだろう． 

 
 



  

 

  

第 2 章    永遠真理創造説は整合的か 

   われわれの認識する能力に着目して 

前章までの議論を通じて，われわれは，神に創造可能な事柄の領域が，いたって非論
理的ないしは超論理的な仕方で特徴付けられるかぎりで，永遠真理創造説の逆説とい
う嫌疑を払うことができる，と考えるに到った．しかし，そのような非論理的な装置
のみをもちいて永遠真理創造説の解釈を終えるならば，当然のことながら，当説が論
理的に不整合な学説であるとする新たな疑念が惹起される．あるいは少なくとも，
1630 年以来デカルトがこの手の事柄を論じるさいの，そのあいまいさの理由を示さ
ないことには，真理の否定についてのわれわれの解釈は異論を許す．そこで本章では，
そのあいまいさの根源が，私たちの「認識の限界」，すなわち任意の事柄についての
把握可能性／不可能性についてのデカルトの思索にあるという作業仮説を立て，この
点について探りを入れていくことにしたい．かくして本章の目的は，われわれの認識
の限界を画定することにある．  

あらかじめ，本章の議論の筋書きを記しておく．まずは第 1節にて，本章の考
察の素材となるテクストを指定する．TEXT1の［3］&［4］がそれである．さら
に，これらのテクストについての爾後の考察の焦点を，小泉（1990）の読解を吟
味しつつ絞っていく．そこにおいて抽出されるふたつの論点について，第 2 節，
第 3節でそれぞれ仔細に検討する．第 2節では，真理が把握不可能であるとされ
ることの根拠を求めて，Rodis-Lewis（1971）と石黒（1986）とをそれぞれ吟味し
つつ，真理の存在論的身分を考察する．第 3節では，真理の否定の把握可能性に
ついて，石黒を参照しつつ考察する．最終的には，石黒の解釈に改訂を加え，真
理の否定の把握不可能性，いうなら，真理の否定がわれわれの認識の限界を逸し
ていることを結論する．これにより，真理の，少なくともわれわれの認識におけ
る必然性が確保されることとなる．なおまた，とくに［4］におけるデカルトのあ
いまいな論述の含みについても，その事由の一端が明かされるだろう． 
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1.      導入：真理の必然性と「認識の限界」 

本章全体の課題を切り詰めて言えば，真理の否定~Pの認識のされ方をつまびらか
にすることである．これに向かって，本節の眼目は，これに関連するテクストを
指定し，着目すべき論点を抽出することにある．そのためにまず，既に概観した
TEXT1の［3］&［4］を本格的に分析・読解しておかなくてはならない．1. 1. は，
そこにおける「把握可能なもの」と「把握不可能なもの」の内実について，文脈
からしてふつう採られる見解を，仮説として示す．1. 2. は，この仮説とは別の読
み方を採りつつ，しかも最も細かく［3］&［4］を分析している先行研究である
小泉（1990）の読み方を吟味する．1. 3. は，小泉読解の吟味を通じて得られた課
題をまとめ，それに対するアプローチを定める． 

1. 1.      テクストの指定と仮説の提示：把握可能なものなら
びに把握不可能なものの内実をめぐって 

すでに言及しているように，永遠真理創造説においては，ひとり神の力能のあ
り方からのみではなく，また真理の認識のされ方の側からも，考察を進めていく
必要がある．というのも，神の全能からの理解だけでは，永遠真理創造説に含ま
れている主張のすべてを汲み尽くせるとはおもわれないからである．そこで，真
理の認識のされ方についてのデカルトの立場を表していると思われるのが，
TEXT1における次のふたつのテーゼである． 

［3］ われわれに把握可能なもの〔こと〕すべてを神がなしうると，わ
れわれは確言できる． 

［4］ われわれに把握不可能なもの〔こと〕を神がなしえないと，われ
われは確言できない． 

両テーゼを理解するためには，最低限，「われわれに把握可能なもの」および「把
握不可能なもの」の内実が知られなくてはなるまい．つまり，どのようなものが
把握可能であり，どのようなものが把握不可能であるのか，このことが明らかに
されなくてはならない． 

1/ 文脈に沿って率直に読めば，われわれは次のように考えるだろう．すなわち，
文脈上，「把握可能なもの」が永遠真理を指し，「把握不可能なもの」が改変され
た真理を指す．なるほどこうした考えは，テクストそのものが難解であり，さま
ざまな解釈がありうるため，その正否を断定することはもとより困難である．  
そうはいっても，この読み方の蓋然性はやはり低からぬものである．第一に，
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必然的真理が把握可能であるというのは，一般的にはとくに問題がないように思
われる．37 というのも，たとえば ‘1+2=3’ のような数学的真理を，通常われわれ
は把握可能とみなしているだろうから．さらにデカルトのテクストからしても，
1630年の書簡において，真理の必然性は「われわれの認識の限界をいささかも超
えていない」とされている．38 
第二に，「把握不可能なもの」が改変された真理を指すであろうことも，およそ

推測できる．なぜなら，任意の必然的真理について，それが改変されたあり方を，
包括的に知り尽くすことはわれわれにできないだろうとおもわれるからである．
じじつわれわれは，言を弄して「丸い四角」と言ってみることはできるが，これ
がもつ形状などの諸特性を包括的に知ることはできない．かくして，われわれは，
把握可能なもの／不可能なものの内実について，これを永遠真理およびその改変
とみなす見解を，手懸かりとして恃むことができる．このことはあくまで仮説い
うなら手懸かり的見解ではあるものの，抽きだして示しておく． 

［3*］ 必然的真理を神が創造しうると，われわれは確言できる． 

［4*］ 改変された必然的真理を神が創造しえないと，われわれは確言
できない． 

1. 2.      異なる読解の提案と吟味：小泉の解釈 

ところで，こんにちの研究において，必ずしもわれわれの手懸かり的見解に異
論が立たないわけではない．ここでは，小泉（1990）39 による解釈を概観してみ
よう．あらかじめ研究情勢を踏まえて整理をつけておくと，同論文は，可能主義
的観点にたちながら，永遠真理創造説の，デカルト哲学における新たな意味を模
索するものであると言えよう．われわれにとって重要な，とくに 1630 年のメル
センヌ宛書簡を中心とする永遠真理創造説の解釈にかぎれば，小泉の眼目は次の
点にある．すなわち，永遠真理創造説が，真理を創設した或る「力」を援用する
ことで，旧い真理にとって代わる，デカルト哲学の新たな真理の可能性を証示し

 
37 ⼀般的には，と⾔うのは，デカルトにおける知的能⼒論に拘わないかぎりは，というこ

とである．もしここで，把握する能⼒に何らかの特殊な内実を与えてしまうならば，
なるほど真理を把握可能とは⾔い切れない場合もあるだろう．しかし，少なくともこ
この⽂脈では，念頭に置かれている真理が数学的真理であることを顧みれば，これを
把握可能とみなすのは，デカルトにも⼀般的な常識にも抵触しないとおもわれる． 

38 To Mersenne, 6 May 1630, AT I, 150, 19–20. 
39 ⼩泉（1990）は，著作『デカルトの哲学』（2009）に再掲された．本論では，初出の年
次を略号として⽤いているが，引⽤のさいは，基本的に再掲版の⾴数を表記する． 
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ている，とすることである．言いかえるなら，当説を，新たな真理の樹立のため
の或る種の「論法」としてみなすことである．40 このような見地に立てば，永遠
真理創造説についての可能主義的解釈を採用することに，少なくとも説得的な動
機を与えることができる．  
小泉のこうした永遠真理創造説解釈はわけても魅力的にうつるものだが，その

全部をわれわれがここで吟味することはできないし，これを吟味することがわれ
われの眼目であるわけでもない．さしあたって，［3］&［4］における把握可能な
もの／不可能なものの内実について，可能主義者に課される読み方を示すために，
小泉の解釈を参照しておこう．小泉は，第一に，「把握可能なもの」のうちには，
旧い真理の否定を含む新たな真理が含まれるとみる．なぜなら，新たな真理を確
立しようとしているデカルトその人は，すくなくとも当の新たな真理を把握でき
ているはずだからである．なお，よってここの「われわれ nous」はデカルトを指
すこととなる．第二に，「把握不可能なもの」については，こちらも，件の新たな
真理をさしている．なぜなら，デカルトその人を除く旧世界の人々は，旧真理を
否定する新真理の可能性がわかっていないからである（むろん，旧世界において
旧真理は必然的であると仮定している）．よってここの「われわれ」は人々一般で
ある．41 
以上小泉による読解は，把握可能なもの／不可能なものがともに新たな真理を

指す点，およびこれに応じて，「われわれ」がデカルトその人を意味する場合と，
人々一般を意味する場合とに切り替えられる点，これら二点においてわれわれの
手懸かり的見解と異なる．  
これを踏まえて，小泉読解を吟味していこう．われわれの手懸かり的見解の是

非はともかくとして，小泉読解の根拠をさらに問うていかねばなるまい．なぜな
ら，小泉読解について指摘した二点は，ともにわれわれの常識とも異なる読み方
をとっているからである．特に第二点については，文法的にみても，或る一文に
おいて使用される主語「われわれ」が，それが等位接続詞によって繋がれた別々
の節のうちにあるからといって，別々の指示内容をもつとみるのは奇妙なことで
ある．しかしもしこの点が斥けられてしまうならば，第一点が困難にさらされて
しまう．なぜなら，「われわれ」の内容が別々であるとみなされない場合には，同
じ主語にとって，改変された真理が把握可能でありかつ不可能であるということ
になってしまうからである．これは単なる論理的な矛盾であって，小泉読解にと
ってはきわめて不都合ではないだろうか． 
そのため小泉読解は，それなりに強固な根拠なしには説得的ではないというこ

 
40 ⼩泉（1990）, 133–136. 
41 ⼩泉（1990）, 134–135. 
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とになる．しかしながら，そうした根拠を小泉（1990）のうちにみることはでき
ない．同論文において小泉読解の根拠ないしは理由となりうる見解は，おそらく，
『世界論』第六章や『方法叙説』第五部における，42 いわゆる「世界の寓話」な
いし「新世界の記述」と，『省察』（特に「第一省察」）43 における懐疑論と，これ
らふたつの路線と，永遠真理創造説が方向性を共にするという推断である．44 し
かし，アナクロニズムを避けるためには，このことはあらかじめ理由にしてはな
らない推断である．むしろ，［3］&［4］を素直に読む場合に，これらの方向性と
必ずしも軌を一にするとは思われないため，小泉の推断を是認するのは難しい．
いずれにしても，小泉（1990）が示す根拠は，われわれが示す手懸かり的見解，
あるいはその根拠となっている通念を覆すほどには強くないと言って良いだろ
う． 

1. 3.      課題の提示：真理の把握可能性の根拠，あるいは真
理の存在論的身分の考察へ 

かくしてわれわれは，件の手懸かり的見解を保持することができる．しかし，
われわれが小泉読解から学ぶことができるのは，上述のネガティヴな事柄だけで
はない．というのは，小泉読解における，改変された真理は把握可能であるとす
る見解は，問題提起としては示唆に富むからである．というのも，もちろんわれ
われは，手懸かり的見解の示すように，改変された真理を把握不可能だと考えて
いるし，これを把握可能だとみなすことは，ともすると小泉読解と同じ困難に足
をとられかねなないとも考えている．しかし，そうして手懸かり的見解を支えて
いるのがわれわれの読解上の常識ないし通念にすぎないとすれば，なるほど小泉
読解を許しかねないような，そういう余地を残してしまうだろう．要するにわれ
われは，テクスト読解の範囲を超えることとなったとしても，手懸かり的見解を
支える説得的な根拠を探りにいかねばならない，ということである． 
われわれは，［3］&［4］についての小泉読解を吟味することで，さしあたりの

課題を見出すことができたと思われる．それはすなわち，なぜ［3*］真理が把握
可能であり，なぜ［4*］改変された真理が把握不可能であると言えるのか，とい
うものである．要するに，仮説［3*］&［4*］の根拠，これがわれわれの示すべき
ものである．ところで，両仮説の根拠を示すにあたっては，どちらか一方の根拠
を示しさえすれば十分な場合がある．つまり，真理の把握可能性の根拠が，改変

 
42 Le Monde, AT XI, 31, 13–48, 18. Discours, AT VI, 41, 21–45, 22. 
43 Med. 1, AT VII, 18, 4–23, 18. 
44 ⼩泉（1990）, 136. 
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された真理の把握不可能性の根拠ともなる場合がありうる，ということである．
かくしてわれわれが求めるのはふたつのテーゼの根拠であるものの，当の根拠は
ひとつであっても構わない． 
そういうわけで，私たちは次のように問う．われわれが真理を把握できるのは

なぜか．この問いに対してわれわれはどのようにアプローチすべきだろうか．ま
ず考えられるのは，把握する能力の内実を探りつつ，これと真理との係わりを解
明する途であろう．しかしわれわれは，次の理由でこの途をとらない．すなわち，
われわれの認識の根拠を問うているこの場面で，認識のあり方を考察することは，
あまり有望とはおもわれないことである．45 そのうえ，把握する能力の内実を定
めようとしても，デカルトの記述はもとより多くない．これらのことから，真理
の把握可能性の根拠をもとめる場合には，把握能力の内実からよりも，存在の側
からの探究が有効であると考える．すなわちわれわれは，真理の存在の仕方，言
いかえれば，存在論的身分（ontological status）を明らかにすることから，かくな
る仕方で存在する真理が，なぜ把握可能であるか，と問い進めようと目論むので
ある． 

2.      真理の把握可能性についての考察：真理はい
かなるものとして創造されたか 

本節では，永遠真理の創造のされ方，いうなら，その存在論的身分を確かめるこ
とを通じて，真理の把握可能性ならびに改変された真理の把握不可能性，これら
の根拠をさぐる．2. 1. は，真理の存在論的身分にかんして，こんにちなお有力な
解釈である，観念の生得論を提案する．2. 2. は，石黒解釈に基づいてこの生得論
を論駁し，代わりに，精神の本質として真理が創造されたとする石黒解釈を提案
する．2. 3. は，石黒解釈においては永遠真理とみなされていない自然学的事物の
本質について，これを永遠真理と呼びうることを示す．かくして，事物の本質と
して永遠真理が創造されたと結論することができるだろう． 

 
45 もちろん，Beyssade（1971）のように，把握すること（comprehendere）・抱懐すること
（concipere）・知解すること（intelligere）をはじめ認識する諸能⼒についての考察に基
づいて，永遠真理創造説を解釈していく途もありはする．われわれが Beyssade 的な路
線を採⽤しないのは，本論に記したように，ひとえにわれわれの問いが，「真理が把握
可能であるとはどういうことか」ではなく，「真理が把握可能なのはなぜか」という点
にかかっているからである． 
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2. 1.      生得論の検討：永遠真理の生得性はその把握可能性
の根拠となるか 

永遠真理の存在論的身分をめぐって，今日なお影響力をもつひとつの解釈があ
る．46 Rodis-Lewisを旗手とするその解釈においては，永遠真理はわれわれの精神
に生得的な47&48 観念として，植え付けられて在るとされる．そのテクスト的根拠
である 1630 年のメルセンヌ宛書簡は，永遠真理を或る王によって制定された法
にたとえつつ，次のように述べる． 

ところで，われわれの精神が自然について考察するなら，そこにおいてわれわ
れが把握することのできない法則はこれといって何もないでしょう．諸々の真
理はみな，或る王が十分な力をもっているなら，すべての臣下の心に自ら法を
刻みつけているのと同じように，「われわれの精神に生具的」なのです．49 

ここで言われているように，永遠真理は「生具的」いうなら「生得的」である． 
言いかえれば，永遠真理は，「精神に内在する真理の種子」50 である．具体的に言
ってみれば，われわれの精神は，「その内角和が 180度である三角形」の観念や，

 
46 典型的には Rodis-Lewisがこの解釈をとる．⼩林道夫も同様である． 
47 「⽣得的」と訳出した，その原語は ‘innatus’ （厳密にはその⼥性形 ‘innata’）である．
この語は，慣例的に，⼆通りの訳語がある．⼀⽅では，この語の含む意味を，「⽣まれ
ながらに有する」という字義通りにとって，「⽣得的」と訳する場合があり，（e. g. ⼩
林 1995, 87–88. なお，その場合の拠り所となるのは，次のごとき「考証学」的研究で
ある．Gilson 1951, 31–51; 1979, 150–153; Rodis-Lewis, 1971, 473; 489.）他⽅には，「本来
のところ有する」ととって，「本有的」と訳する場合がある．（村上 1990, 14–16; 46; 2004, 

173–193.）私としては，この語の（特に『省察』における）内実をめぐる論争に介⼊す
るつもりはない．しかし，少なくとも本論においては，以下ふたつの事由から，上の
ような訳語を採⽤する．第⼀に，少なくとも本論において「⽣得性」を扱う⽂脈は，ほ
とんどが先の前者の⽴場をとる研究者からの引⽤であって，私⾃⾝の永遠真理創造説
解釈に触れる部分ではない．それゆえに，彼ら・彼⼥らが⽤いる内実を表現できる訳
語を選択すべきであろう．第⼆に，村上の指摘するように，「⽣得性」概念において，
デカルトの本旨と，通俗的な理解とが乖離しているとすればなおさら，「本有的」とい
う訳語をとること（「⽣得的」と訳さないこと）によって，この乖離がかえってみえに
くくなるのではないか，という懸念がある．⾔いかえるなら，デカルト⾃⾝，誤解を
喚起しかねない語をあえて選択しておいて，そのうちに独⾃の内実を与えている，そ
うした経緯を明瞭に表⽰できる訳語のほうが，いっそうふさわしいとおもわれる．  

48 なお，同じく「⽣まれながらにもつ」という意味を含む語 ‘ingenitus’ は，上と同じ訳
合から，「⽣具的」と訳出する． 

49 To Mersenne, 15 April 1630, AT I, 145，16–19. 
50 Rodis-Lewis（1971）, 131 
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「無理数である√2」の観念など，永遠真理を表示する無数の観念を，あらかじめ
有しているということになる．永遠真理創造説における真理の生得性は，『省察』
をふくめ後のデカルト形而上学の指導的なテーマ，すなわち「われわれが恣意的
に捏造する観念や，感覚を介して受け取る観念とは区別される生得観念を認める
こと」へとつながっていく． 肝要なのは，このような立場をとる生得論者が，永
遠真理が生得観念として刻み込まれていることこそ，永遠真理の把握可能性の根
拠であると考えている点である．つまり生得論者は，永遠真理の観念は，われわ
れが生まれながらに有するものであるから，それゆえに

．．．．．
，自然法則や数学的規則

は把握可能だと考えているのである．51 
ここで，生得論者のアーギュメントが成立しているかどうかを検討するまえに，

生得論的解釈のねらいについて附言しておく．生得論の最大の眼目は，永遠真理
創造説のがんらいの目的，いうなら自然学の基礎を形而上学的に明らかにするこ
と，このことを説明することにある．生得論者の説明はこうである．すなわち，
われわれの精神には，神によって植えつけられた生得観念としての真理がある．
さらに，自然もまた神によって創造され，そのうちに自然法則を置かれている．
つまり，われわれの精神に内在する生得観念と，これに外在する自然法則とは，
神という共通の根源をもつ．この共通性は，精神と自然的事物とのあいだの相関
関係（correlation）として捉えられる．言いかえるなら，神は，自然学的事物のう
ちにおいた法則に対応する生得観念を，われわれの精神に刻み込んだのである．
さらにまた，神は神自身の観念をも，われわれの精神に植えつけている．それゆ
えに，われわれは内省的に，自らの精神の内にある観念について思惟することで，
神の観念をえることができるし，そこから，自然学的法則を演繹することができ
る．永遠真理創造説の生得性の議論は，私の内から外への，このような経路を拓
いている．52 
さて，生得論者のこのような説明は，永遠真理の把握可能性の根拠についての

われわれの問いを満足させるだろうか．そのアーギュメントについては，最低限
次のことを確認しなくては，是非を決することはできない．すなわち，永遠真理
の生得性の内実である．というのも，いまのところ，生得論者は次の点において
論理的に飛躍しているようにみえるからである．すなわち，永遠真理の生得性と，
永遠真理の観念の生得性との同一視である．もし，永遠真理の生得性が，その観
念を生まれながらに有するということ以外をその内実としてもちうるならば，必
ずしも生得論がここで妥当であるとは結論できなくなる．それゆえ，われわれは，
永遠真理が生得的であるとはいかなる事態であるかを考えなくてはならない． 

 
51 Rodis-Lewis（1971）, 131 
52 ⼩林（1995）, 82–85. 
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ところで，こうした探究にわれわれが駆りやられるのは，生得論者の眼目が，
もとより支持しがたいからである．というのも，永遠真理創造説による自然学の
基礎づけが生得観念と自然学的観念の共根源性に求められるとする解釈は，少な
くとも次の点で疑わしいからである．すなわち，永遠真理と自然学的法則とが同
じ創造に依存するからといって，相互に関係するとはかぎらないとおもわれる．
というのも，両者に共通するのは，神によって創造されたという点のみであって，
神がいかなるものとしてそれらを創造したか，ということにかんしてまで共通す
るとみなすには，デカルトの記述では足りていないからである．それに加えて，
生得観念を観照することのみから自然法則を演繹するのは，少なくともデカルト
的な道ではない．いみじくも石黒や村上らが指摘するように，53 デカルトの自然
学は，思惟による演繹のみでは成立しないのである．じじつ，自然学の規則が立
証されるためには，物体的事物に係わる感得の，あるいは少なくとも，精神の外
へ向かうはたらきとしての想像作用の介助が不可欠のものとなるのである．した
がって，よしんば永遠真理が生得観念であるにしても，これを云為することのみ
から，自然学の立論は導出できないのである． 
以上より，生得論に対する疑いの理由は，その眼目にかんして十分なものであ

る．ところで，生得論の帰結が十分に疑わしいのであれば，そのアーギュメント
とて，事態の最善説明としては機能しないと疑われる．かくして，われわれの議
論の方針は次のようになる．永遠真理の生得性にかんする記述について，生得論
の理解，いうなら，永遠真理の観念の生得性よりも，いっそう望ましい解釈が提
示されるならば，そちらを積極的に採用するべきである． 

2. 2.      石黒解釈の提示：精神の本質としての真理 

永遠真理の生得論に対する反論としてわれわれが提案するのは，永遠真理が精
神の本質として創造されたとする石黒（1986）の解釈である．女史は，精確に言
えば，永遠真理の生得性の内実を，精神の本質として永遠真理が創造されたこと
とみなす．まずは，そうした解釈がいかなる仕方で成立するかをみていこう． 
石黒が着目するのは，『哲学原理』において，「無からは何も生じない」のよう

な永遠真理は，われわれの精神を座とする共通概念あるいは公理であると述べる
箇所である．54 石黒はこの記述をもとにして，デカルトにおいて永遠真理が，事
物の経験的な特性として創造されたのでもなければ，われわれの認識に外的な基
準として設定されたのでもない，と述べる．そうではなくて，永遠真理は，われ

 
53 村上（2004）, 174–176; ⽯⿊（1986）, 462. 
54 Principia, I, 49, AT VIII-1, 23, 27–30. 
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われの精神の結構，いうなら，思惟がそれにしたがって働くさいの規則や形式と
して創造されたのである．平たく言えば，永遠真理という存在者が世界に実在し
ているのではなくて，創造によって神に規定されたわれわれの思惟のあり方こそ
が永遠真理なのである．思惟のこのようなあり方のことを，石黒にしたがって，
「思惟のア・プリオリな形式」と呼ぶことができる．55 本論の流れを簡明にする
ことを目的として，次のようなテーゼを抽出しておこう． 

I1 永遠真理はわれわれの思惟のア・プリオリな形式であって，そ
の他ではない．56 

このような，思惟のア・プリオリな形式として永遠真理を特徴付ける解釈は，
生得論とは異なるものであり，また，それよりもいっそうふさわしいものである．
なぜなら，石黒解釈に基づけば，真理の把握可能性について，生得論よりも説得
的な説明が可能だからである．生得論の場合は，永遠真理を観念とみなし，その
観念をわれわれが生まれながらに持っているとしても，なお，当の観念の把握可
能性が含まれるわけではないことが問題であった．しかし，石黒のように解釈す
る場合には，真理の把握可能性は別の仕方で説明できる．それというのは，われ
われの精神がそれに従って思惟するところの規則が永遠真理なのであるから，わ
れわれはこれを把握できてしかるべきである，というものである．もちろん，わ
れわれは自身がどんな規則に従って思惟しているかをすべて知り尽くしている
わけではない．私は，たとえば自分自身が三平方の定理のような，それなりに複
雑な演算を処理するときの，思考のメカニズムを把握しているわけではない．し
かし，三平方の定理がなぜ真であるか，ということについては，正方形の面積に
ついての規則や単純な掛け算の規則などにしたがって，これを論証することがで
きる．この点では，三平方の定理が真であるすべての根拠を，私は示すことがで
きる．反対に，私が三平方の定理を（少なくともユークリッド幾何学の体系のな
かで）偽とするような根拠を見つけだしえないということが，私が，三平方の定
理が真となるような規則のもとで思惟していることの証左となるであろう． 
石黒の解釈のもうひとつの利点は，永遠真理の把握可能性の根拠が，それと矛

盾するものの把握不可能性の根拠ともなることにある．すなわち，石黒のように，
精神の形式として真理を捉えるならば，当然のこととして，そこから逸脱する事
柄については，かかる形式のもとで創造された精神にとっては，把握不可能であ
るということになる．そのため，「丸い四角」や ‘2+3=9’ のような，永遠真理と
矛盾する事柄（小泉の言う改変された新たな真理にあたるもの）は，われわれの

 
55 ⽯⿊（1986）, 373. 
56 以下，⽯⿊解釈を整理するうえで必要と思われる重要な⽂やテーゼなどについては，
⼥史の頭⽂字にアラビア数字を附し，In と表記する． 
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精神にとってみるならば，把握しようのないものに他ならない．ところで，再び
生得論との対照のもとでみるならば，この点でも石黒解釈がいっそう事柄に沿っ
た解釈であるとわかる．なぜなら，生得論者は，永遠真理と矛盾する事柄が把握
不可能であることに，理由を与えることができないからである．というのも，永
遠真理が生得観念だからといって，生得観念と矛盾する事柄を思惟できないとは
言われがたいからである．言いかえれば，このことを説明しようとするならば，
永遠真理の観念が生まれもって与えられているということ以上の，何か別の論拠
が加えられなくてはならないのである．こうした点でも，石黒解釈はきわめて示
唆的であると考えるべきだろう． 

2. 3.      石黒解釈の修正：永遠真理は精神の本質にかぎられ
るべきか 

以上のように，石黒解釈は，少なくとも真理の観念の生得論よりも説得的であ
り，かつ利点に富むと言える．ところで，これまでみてきた石黒解釈を精確に述
べれば，それは，永遠真理を精神の

．．．
本質に限定する解釈でもある．言いかえると，

事物一般の
．．．．．

本質としては解さないということである．要するに石黒は，永遠真理
がたとえば自然学的事物の本質として創造された，という見解を斥けている．こ
の点について確認するために，1/ 永遠真理が自然学的事物の本質としても考えら
れうるとする場合のテクスト的根拠を提示し，2/ これに対する石黒の解釈をかい
つまむ．3/ 最後に，この点にかんするわれわれの見解を示そう． 

1/ メルセンヌ宛第二書簡では，永遠真理が神によって創造されたことが，次の
ような三段論法によって証明される． 

神はあらゆる事物の本質の作者である．／永遠真理は事物の本質であり，事物
の本質は永遠真理である．／神は永遠真理の作者である． 

この推論の小前提は，永遠真理が事物の本質であると述べる．永遠真理は観念と
して創造されたのではなく，本質として創造された．しかし，この本質とはどう
いうものか．三書簡に限らずとも，デカルトがこの問題を扱うテクストはきわめ
て僅少であるため，年代的に三書簡を離れて，議論の端緒を『原理』に求めよう．
57 『原理』は，本質のデカルト的内実について，これを「主要属性 attributum 

 
57 ⾔わずもがな，われわれがここで典拠とした『原理』と「覚書」は，いずれも，デカル

トが⾃らの形⽽上学的思索をすでに練り上げたあとの，いわば円熟期におけるもので
ある．30 年の思索とのギャップが懸念されるが，少なくともデカルトの「本質」理解
という点にかぎれば，両者の断絶を⽰す証拠はないとおもわれる． 
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præcipuum」ないし「主要特性 proprietas præcipua」58&59 といった概念によって伝
えている．60 『原理』によると，主要属性とは，「実体の本性と本質とをなす」よ
うな，ある種の属性である．61 しかもとりわけ，実体と別箇に概念されることの
できないような何ものかである．62 具体的には，実体たる精神に対する思惟，実
体たる物体に対する延長などがこれである．ところで，デカルトにおける属性一
般については，周知のように，同じ「思惟」や「延長」が，或る場合においては
様態（modus）と，別の場合においては属性とみなされる．この相違は，（さまざ
まな仕方で説明されるが，結局は，）属性および様態の，実体との関係のとられか
たに由来する．或る実体に内在するものが属性と呼ばれ，他方，実体において変
化するありさまを語る場合には，同じものが様態と呼ばれる．63 さらに，「掲貼
文章への覚書 Notæ in programma quoddam」（1647）によると，属性とは「［それが
帰属する］当のものの全く不可変な本質そのもの」である．64 つまり，『原理』と
「覚書」の記述を併せ，属性が「不可変である immutabilis」という点において特
徴付けられるのをみることができる．さらに，そのうちで，とくに実体と区別し
て思惟されえないような属性が，主要属性とされるのである．こうした主要属性
が，実体の本質の内実をなすことになる． 
いずれにしても，『原理』と「覚書」の教える本質の内実は，属性という点に求

められる．言いかえるならば，「思惟すること」や「延長すること」といった主要
属性が，それに対応する実体の本質をなすのである．ここから 30 年の書簡を振
り返ると，次のように本質の創造を語ることができる．神の創造した本質とは，
さまざまな事物あるいは実体の属性となるようなものどもである．具体的に言う
ならば，神が或る石を創造したならば，神はまた，その石が延長し，可分的で，
形状を有することなどなどを創造したのである．65 われわれの通念からすれば，

 
58 Notæ, AT VIII-2, 348, 15–16; Principia, I, 53, AT VIII-1, 25, 13–14. なお今後は，とくに断

らない場合，両者を代表して「主要属性」と呼称する． 
59 「主要」と訳出したその原語は，‘præcipuus’ である．注記すべきは，当の語が単に「主
だっている」というだけではなくて，「物事の最も始めにある」という含意をもつ点で
ある．この点をとって「最始的」と訳することもあるが，⼀般に通⽤する訳語を選び，
上のように訳出した． 

60 これらを本質とほとんど同⼀視する解釈は，村上（2005）, 226–228 にある．なお，以
後の両概念にかんする考察において，同書に多くを学んだ． 

61 Principia, I, 53, AT VIII-1, 13–15. 
62 Principia, I, 63, AT VIII-1, 30, 27–31, 02. 
63 Principia, I, 56, AT VIII-1, 26, 19–30; I, 64, AT VIII-1, 31, 13–31. 
64 Notæ, AT VIII-2, 348, 22–23. 
65 この例の典拠は以下．Resp. 4, AT VII, 222–223. なお，さきほどの属性と様態の区別か
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これは当然に納得のできることではないだろうか．というのも，神が石をつくり，
かつその石がどのように在るかを規定しなかった，言いかえれば，石をつくり，
かつそれが延長するものであることを規定しておかなかった，とか，あるいは，
延長しないかもしれない石をつくったとか，不可分の石をつくったとかいうこと
は，きわめて考えにくいことだからである． 
以上の考察からえられる肝要なことは，永遠真理創造説において創造された永

遠真理は，本質と言いかえて良いものであり，さらに，この本質が，何らかの事
物の属性としてみなされうることである．真理が本質と変わらないのであれば，
真理とは，「精神の思惟すること」であり，「三角形の三辺形であること」であり，
「空間の延長すること」であり，「延長するものの可分的であること」である．こ
こにみるように，デカルトの永遠真理創造説においては，少なくとも神の創造と
いう観点からすれば，幾何学的真理であれ自然学的真理であれ，同じように創造
される． 

2/ 石黒はしかし， 永遠真理創造説を事物の
．．．

本質の創造として解することに異
を唱える．66 その眼目はと言えば，この解釈の結果として，数学的・論理学的真
理と，自然学的真理との間に，その存在論的身分において相違がなくなってしま
うようにおもわれるからである．石黒は，数学的真理が無時間的に存在し，かつ，
純粋に知的な営みによって到達される真理であるのに対して，自然学的真理は，
時間のうちに存在し，あくまで感得等，経験的次元に支えられて成立するとみる．
自然学的真理と数学的真理との間にこうした差異がみとめられないのならば，自
然学的真理とて，数学的真理同様，純粋に知的な営みによって到達されることに
なってしまう．石黒自身は，本質の創造という点を，「精神の本質」の創造へと限
定することで問題を回避する．すなわち，物体的事物そのものに真理が存するの
ではなくて，あくまで，物体的事物について思惟するわれわれの精神において，
真理が成立するというわけである．その根拠は，すでに見たように，「永遠真理は
精神を座とする」という記述に求められる． 

3/ さて，われわれとしては，精神の本質への永遠真理の限定，言いかえれば，
自然学的真理と数学的真理との存在論的身分の差異について，手短に検討を加え
ることとしたい． 
われわれはあくまで，永遠真理全般を精神の本質に限定することは，必ずしも

求められていることではないと考える．というのも，自然学的真理と数学的真理
との存在論的身分の差異は，石黒の指摘するほど明瞭ではないからである．まず，
自然学的真理と数学的・論理学的真理について，それらが時間のうちに存在する

 
ら，私が挙げた例のうちに，当の⽯の「丸いこと」や「⽩いこと」，「重いこと」などは
含まれないことがわかる．これらは⽯の変化するありさまであって，様態である． 

66 ⽯⿊（1986）, 462–464. 
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かしないか，という点については，数学的・論理学的真理が他の被造物同様創造
されていることによって，石黒のみるよりもあいまいなものになっている．もち
ろん，数学的真理が時間経過よって変化することはないにしても，運動量保存の
法則のような自然学的真理であっても，時間において不可変であることは同じで
ある．67 
また，数学的真理が純粋に知的に獲得されるのに対し，自然学的真理が経験的

にしか到達されないという指摘も，（この指摘は真当であるが，）両者の存在論的
な相異を裏付けはしない．このような異なりは，たんなる知識の獲得プロセスの
相異として回収しうるからである．別言すれば，自然学的真理が，経験的にしか
知られないとしても，これが経験的な仕方でしか存在しないということを含意し
ない． 
最後に，永遠真理が思惟の形式であることが，それが「われわれの精神を座と

する」ことに求められることも，自然学的真理を永遠真理から追放することの理
由にはならない．自然学的真理は，なるほど精神をではなく物体を座とするもの
かもしれない．しかしそうだとしても，そもそも『原理』における当の記述は，
「無からは何も生じない」のような論理学的真理は，われわれの精神を座とする，
と主張していただけである．言いかえれば，論理学的な永遠真理がわれわれの精
神を座とするからといって，全ての永遠真理がわれわれの精神を座としなくては
ならないということにはならない． 
かくしてわれわれは，永遠真理が精神の本質いうなら思惟の形式に限定される

必要はないと考える．言いかえれば，自然学的真理をこれに含めてはならない理
由が与えられていないのである．つまるところ，永遠真理は事物一般の本質とし
て考えられる．ここに，諸々の永遠真理の存在論的な均質性を確認する，と言っ
ても良い． 
しかしいずれにしてもわれわれは，石黒の解釈を否定するわけではない．数学

的・論理学的真理がわれわれの精神の本質ないし思惟の形式として創造されたと
いう見解については，これを肯定し，受け容れる．そのうえで，自然学的事物の
本質についても，これをあえて永遠真理とみなさない理由はないとおもわれる．
言いかえれば，永遠真理創造説における永遠真理とは，われわれの世界の総体を
なす一切の諸事物の本質のことを指しているのである． 

 
67 もちろん，⾃然法則は，それが働く場所や状況によって変化がみられるため，数学的真

理よりは限定的に⾒えるかもしれない．しかし数学的にも複数の異なる体系がありう
るのであり，この点では，両者に決定的な差異はない． 
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3.      真理の必然性の根拠：真理の否定の認識可能
性をめぐって 

以上よりわれわれは，永遠真理の存在論的身分を，（精神的，物体的）事物の本質
という点に見定めた．このことを経て，この永遠真理の否定をめぐる議論へと進
むことができる．本節では，永遠真理の否定にかんする石黒の解釈を吟味しつつ，
永遠真理創造説における真理の必然性について考察する．3. 1. では，ポジティヴ
な矛盾と真理の否定との認識をめぐる石黒の議論を概観する．3. 2. では，一方の
ポジティヴな矛盾の認識不可能性を検討し，3. 3. では，真理の否定の把握可能性
を精査する．最終的には，真理の否定が把握不可能であることを示し，永遠真理
創造説における真理の必然性を擁護する． 

3. 1.      石黒解釈の提示：真理の否定とポジティヴな矛盾 

これまでのところ，永遠真理はわれわれの精神を含む事物の本質として見出さ
れた．このことからわれわれは，少なくとも数学的・論理学的真理の把握可能性
の根拠を，それがわれわれの精神の本質として創造されていることに求めること
ができるだろう．もちろん自然学的真理の把握可能性は，これとは別途の仕方で
考察されなくてはならないだろう．しかしいまは先へ進み，ふたたび，永遠真理
創造説における真理の必然性をめぐる問題を考察しよう．言いかえれば，真理の
否定の把握可能性について吟味してくこととする．ところで，真理が少なくとも
われわれの精神の本質として創造されているならば，このことから，改変された
真理や，真理に矛盾する事柄の思惟不可能性もまた随伴するように思われる．な
ぜならわれわれは，ア・プリオリに規定された形式の外へ出来して思考すること
はできないし，もしそれが可能ならば，当の形式はもはやア・プリオリではない
だろうから．しかし，真理に反するものの思惟可能性をめぐる問題は，かように
単純ではない．再度石黒（1986）の議論を参照しつつ，考察を深めていこう． 
石黒の指摘によると，デカルトにとって，「必然的真理の否定 negation of a 

necessary truth」と「ポジティヴな矛盾 positive contradiction」とは異なるものであ
る．68 ポジティヴな矛盾とは，小泉などの強い可能主義者が想定する，改変され
た真理について言われる矛盾である．たとえば，‘2+3=9’ とか，「三角形は四辺形
である」のような，肯定形で語られ，何らかの積極的な内容を示す矛盾した命題
ないし観念である．要するにポジティヴな矛盾が表すのは，「真理の否定が真であ
る」ような状況である．これに対して，真理の否定とは，真理が真でなくなる状

 
68 ⽯⿊（1986）, 378. 
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況を表すものである．たとえば， ‘2+3≠5’ や，「三角形は三辺形でない」がこれに
あたる．こうした真理の否定は，ネガティヴな内容を，否定形で語るものであろ
う． 
この区別に則って，石黒は，真理の否定の認識可能性についての解釈を提示す

る．すなわち，石黒によると，真理の否定は認識可能であるが，ポジティヴな矛
盾は思惟不可能である．ポジティヴな矛盾が認識不可能である根拠は，真理がわ
れわれの思惟の形式として創造されていることにある．他方で真理の否定が認識
可能である根拠は，かかる思惟の形式が，創造という一事に依存する，仮定的な
ものだからである．つまり，文字通りには TEXT2の教えるように，この世界が創
造されないことと同様に，真理がそもそも存在しない事態が認識できるとされる
のである． 
これを踏まえて，石黒が永遠真理の必然性を擁護するさいの議論をみていこう．

石黒は，矛盾する概念の思惟不可能性を，われわれの言語による記述不可能と言
い換え，69 それゆえに，矛盾する概念が端的な無に等しいと述べる．すなわち，  

I2 ポジティヴな矛盾は思惟不可能である． 

ところで，不可能である事柄を或るものがなしえないからといって，そのものが
無能であることにはならない．70 言いかえれば，無をなしえないことは無能力の
証拠ではない．それゆえ，神が無をなしえないとしても，神の全能を損なうこと
がない．つまり，矛盾する概念は神によっても創造不可能であると言って，差し
支えないことになる．こうして石黒は，明らかに反可能主義的な立場を提示する
ことになる．  

I3 思惟不可能な事柄を創造することは神にも不可能である． 

他方で，デカルトが，円の半径のすべてが等しくない事態の可能性や，4 の 2
倍が 8 でないことの可能性などにしばしば言及していることもまた事実である．
71 しかし石黒によれば，こうしたデカルトの発言は，真理が真でなくなる場合を，
いわばネガティヴに語っているのであって，これは神に可能であると認めてよい．
なぜなら永遠真理は，あくまで神による創造という条件のもとで成立するからで
ある．72 ところで神の創造は自由におこなわれるのだから，任意の永遠真理が真
であることを必然的にするようないかなる根拠もない．言いかえれば，任意の永
遠真理は，必然的に必然的であるわけではない．このかぎりで，真理がそもそも

 
69 ⽯⿊（1986），377. 
70 ⽯⿊（1986），377. 
71 To Mersenne, 27 May 1630, AT I, 152, 20–23; Resp. 6, AT VII, 436, 14. 
72 ⽯⿊（1986）, 378–379. 
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存在しない可能性は，常に残るのである．つまりここで言われる真理の否定の可
能性において想定されているのは，たとえば数学的真理が，特定の数学的体系の
もとで同定されるのだとすれば，そのような体系で思惟する精神の存在しない世
界においては，数学的真理が有意味ではありえない，そういう事態のことである．
こういう事態を思惟することがわれわれに可能なのであれば， 

I4 真理の否定は思惟可能である． 

このような仕方で，真理は真でないことが可能である． 
以上のように，石黒は，われわれがこれまで特に規定せずに用いてきた「真理

の否定」について，真理の否定とポジティヴな矛盾とを区別している．そして一
方で，ポジティヴな矛盾，すなわち真理の否定が真となる場合を不可能とみなし，
他方で，真理の否定，すなわち真理が真でなくなる場合を可能とみなす．これに
より，永遠真理創造説における神の全能性を容認するとともに，真理の必然性を
擁護しようというのが，石黒の戦略である．  
ところで，石黒の解釈を吟味するよりも先に，I3とわれわれの第 1章の結論と

の相異を指摘しなくてはならない．石黒は，われわれに思惟不可能であることを，
神に不可能であると述べてもよい，と論結していた．しかしこの点は，第 1章の
われわれの見解と異なる．われわれは，神の全能に焦点を集めて考察した結果，
その非決定性からして，いかなることも可能であると結論したはずである．石黒
は，「或るものが無をなしえないとしても，そのものが無能であるということには
ならない」ことを理由に，神にも不可能を可能とすることはできない，と考えて
いた．しかしこの理由は，女史の結論のためには十分ではない．なぜなら，いま
問題なのは，（石黒の言い方を借りれば）無を神がなすことの可否だからである．
それゆえここに求められているのは，「神は無をなさない」という強い論拠であ
る．これに対して石黒は，「神が無をなさないとしても差し支えない」ことを示し
ているのみである．それ自体はもっともであるが，これによっては，「神が無をな
すかもしれない」ことを斥けられるわけではないため，可能主義的な結論を封じ
ることはできないのである．結局この点では，石黒の議論はわれわれの第 1章の
結論を覆すことにはならないだろう． 
しかし，こうした細かな点に固執するよりもむしろ，石黒解釈の示唆的な点を

拾いだすほうがいっそう有意義である．真理の否定の把握可能性をめぐるわれわ
れの探究にとっては，I2と I4の区別が成立するのかどうか，これをもちいて，少
なくともわれわれの思惟のうちでは真理の必然性を確保することができるかど
うか，このことが問題である．続くふたつの項では，I2と I4とを順に検討してい
くことにしよう． 
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3. 2.      石黒解釈の検討：真理の否定の思惟不可能性をめぐ
って 

1/ そうはいっても，I2には十分な根拠があると考えてよいと思われる．すでに
述べたように，真理が思惟の形式として創造されていることからしても，その形
式を逸して思惟することはできないと考えるのが当然だからである．とはいえこ
こでは，別の根拠を加えるために，矛盾にかんするデカルトの見解を示しておこ
う． 
まずポジティヴな矛盾について理解するために，われわれの思惟にとって，矛

盾する観念ないし概念とはいかなるものであるかをみていこう．『省察』「第二答
弁」によると，「それ［矛盾］は，精神の外にあるいかなるもののうちにも存しえ
ない．」なぜなら，何らかの事物の実在は，そのままそれが可能であることの証左
となるからである．反対に，もし何らかの事物が矛盾するなら，それは不可能で
あるので，いかなる矛盾する事物も実在しない．こうして，矛盾はつねにわれわ
れの精神ないし思惟のうちで生じることになる．いうなら，矛盾は，「相矛盾する
観念を結びつけることができないわれわれの概念ないし思惟のうちにのみ成り
立つ」ものである．73 というのも，われわれがもし相矛盾する概念をひとつの何
らかの概念として結合することができるのならば，そのときには，両者は矛盾し
ていないからである．74 こうしてわれわれは，矛盾する観念同士がひとつの観念
をなすことはできないことを知ることになる．言いかえれば，ポジティヴな矛盾
を含む観念は，決してひとつの，確固たる観念として思惟されることはないので
ある． 

2/ ところで I4については，やや事情が複雑である．というのも，石黒がこれを
思惟可能だとみなしている根拠が，さほど明快ではないからである．もちろん，
世界を創造しないことは神に可能だ，とは，私たちも認めるところである．しか
しそのことと私たちの思惟とを引き離してみた場合に，われわれが世界の非創造
状態を思惟できるかどうか，別途検討を要するとおもわれる．そこでわれわれは，
次のように考えてみたい．永遠真理とは，われわれの解釈によれば，この世界に
存在する事物の本質そのものであった．それならば，真理の否定とは，事物の本
質が「無い」ということ，言いかえれば，世界が創造されていない，ということ
である．このような事態は，われわれがふつう「無」と呼ぶものであろう．とこ
ろで，われわれはこのような無をいかにして思惟しているのだろうか．言いかえ
れば，われわれは無の観念をいかにして知得しているのだろうか． 

 
73 Resp. 2, AT VII, 152, 12‒17. 
74 ⽭盾律は，「或るふたつのものが相⽭盾するならば，それらは同時に存在しない」と教
える．したがって，もし同時に存在するならば，それらは⽭盾しない． 
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この点について，『省察』「第五反論と答弁」，「「第四省察」について」における，
「無の観念」をめぐる議論を参照したい．75 答弁の元となる「第四省察」は，判
断における過誤の起源を追う箇所で，過誤は，神から与えられたわれわれの能力
ではなくて，「無」に由来する，と述べる．76 これをうけて第五反論者ガッサンデ
ィは，「無の観念がどのように獲得され，あるいはそれがどのような性質であるの
か」について，十分には語られていないことをほのめかしている．77 この指摘に
対しデカルトは答える．「いったいどのような観念を「無」についてわれわれがも
っているかを（…）すでに私は，無の観念をネガティヴな観念と呼ぶことによっ
て，（…）説明した」78 と返す． 
この応接から見えてくるのは，デカルトが「無の観念」を語る場合に，これが

ネガティヴであることが要点となる点である．すなわち，われわれが無について，
その内実を規定しようとするならば，「無はしかじかでない」という具合に，否定
的な形を取らざるをえない，ということである．無には何らかのポジティヴなこ
とが含まれていないのである．ここにデカルト的な無の核心があるとわれわれは
みなす． 
ところで，われわれの精神はネガティヴな何かを知ることができるだろうか．

もちろん，ネガティヴな要素を含んだ何ものかについて知ることはできる．たと
えば，腕の欠けたニケ像を見て，そこに不完全性をみとめることができるように．
しかしそのとき私は，言うまでもなく，ニケの失われた腕そのものを見ているの
ではなくて，腕の欠けたニケを眺めているに過ぎないのではないか．このことか
らも，われわれがネガティヴなものそのものを直に知ることはできないように思
える．デカルトならばどう答えるであろうか． 
この点については，デカルトにおいて「知る」ということはどのようなことで

あるのかが明らかにされなくてはなるまい．しかしここでは，あくまで最低限の
共通見解を示すにとどめたい．まずわれわれは，或るものについて「知る」ない
し「認識する」ことを，当のものについての「観念をもつ」ことと言いかえる．
ところで，私が何らかの観念をもつならば，その観念は，私の知性のうちに存在
する．言いかえるなら，当の観念は何らかの程度の「対象的事象性 realitas objectiva」

 
75 「無の観念」という⾔い回しは，『省察』のうちで都合⼀回．「いうならば，無の，ネガ

ティヴな観念が私に⽴ち現れてくる．」（Med. 4, AT VII, 54, 14–16.） 
76 Med. 4, AT VII, 54, 10-24. 村上の⾔い⽅を借りれば，あくまでこれは「⼿懸かり的⾒解」
であって，過誤の起源についての決定的な回答ではない．（村上 1990, 308）もっともわ
れわれは，過誤についてではなくて，無の観念の可知性について探っているから，過
誤論の本筋を辿る必要はない． 

77 Obj. 5, AT VII, 308, 01–14. 
78 Resp. 5, AT VII, 374, 10–14. 
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いうなら「存在性 entitas」をもつ．79 平たく言えば，私がもつ観念は，観念とし
てのかぎりで，存在するということである．かくして，対象的に実在することは，
必ずしも，観念の外に実際に，いうなら形相的に実在するということを含意しな
い．80 ところで，対象的事象性を特徴づける理拠は，形相的実在性ではなくて，
むしろ，真である，ということに求められることができる．デカルトにとって，
対象的事象性を有する観念は，真なる観念である．もちろん，対象的実在性は任
意の程度をとるから，それに対応して真であることも程度をとる．さらに，対象
的な事象性をもたない観念，いうなら，無である観念は，虚偽である． 
以上のことから，われわれが無の観念をもちえないこともまた示される．われ

われが何かを知る，あるいは何かの観念をもつならば，当のものはわれわれの知
性のなかに実在する，いうなら対象的事象性を有する．しかし，無の観念は対象
的事象性を有さない．というのも，事象性は存在性であり，無は非存在であるか
ら．したがって，われわれが無の観念をもつことはないし，無について知ること
もない．なるほど先の「第四省察」において無の観念が論じられてはいるが，こ
れは事象性の欠如としてのかぎりで論じられているのである．つまり，精確に言
えば，われわれは無について積極的な仕方で知ることはできない．無がわれわれ
に知られるのは，もっぱら欠如として，否定形によってのみである，と結論でき
る． 

3/ このように，無についてわれわれがもつ観念は，もっぱら何らかのものを否
定することによって構成されている．したがってこの場合にわれわれは，無を思
惟しているというよりは，別の何か或るものを否定していると言うべきである．
言いかえれば，無についてポジティヴな仕方で思惟することは，やはりわれわれ
にはできないのである．このことを踏まえるならば，真理の否定についても同様
に，これをポジティヴな仕方で思惟することができないと考えることができる． 
同じことを，別の仕方で語りなおしてみよう．われわれは先に，真理が事物の

本質であると結論した．それならば，真理の否定とは事物の本質の否定である．
事物の本質の否定とはどういうことか．或る事物が，その本質を欠いているとい
う想定のことである．思惟のない精神や，延長のない物体などがそれである．い
っそう具体的には，形状のない石，三辺形でない三角形，分割不可能な粒子など
である．これらのものをわれわれは何らかの仕方で思惟できるだろうか．ところ
で，本質を欠く事物が思惟されるためには，当の事物が，その本質を引き剥がさ
れて思惟されることが可能でなくてはならない．しかしわれわれはすでにみたよ
うに，本質いうなら最始的属性は，定義上，当の事物とは別箇に思惟されること

 
79 Resp. 2, AT VII, 161, 4–6. 
80 もしそうなら，「第三省察」のア・ポステリオリな第⼀証明は論点先取となる． 
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のできないものである．したがって，本質を欠いた事物を思惟することは不可能
である．ところで，もしこのような議論がアナクロニズムであるとするならば，
われわれはもっと一般的に考えてもよい．つまり，経験的な根拠からしても，そ
の本質を否定された事物について，これをポジティヴな仕方で思惟することは難
しいと言わざるをえないのである． 
そうはいっても，なるほど石黒のように，思惟可能性と言語による記述可能性

とを重ねてみるならば，本質を否定された事物を記述することはできる．じっさ
いわれわれが，「三辺でない三角形」とか，「形状のない石」などを記述してみせ
たように．しかし，このような記述可能性がそのまま思惟可能性を導くならば，
われわれは無についても思惟することができるということになる．というのも，
第一に，「四辺である三角形」と書いてみることだけならば，われわれには可能で
あるから．また第二に，「三辺でない三角形」のような真理の否定は，ポジティヴ
な矛盾の場合と同じく，否定形でしか表せないもの，いうなら，ネガティヴな規
定しか引き受けないものであるから．つまり，真理の「否定」という言い方から
もすでに明らかであるように，真でない真理なるものはすこぶるネガティヴであ
り，これについてわれわれは，真理の否定というより他に何か別の規定を導入し
えないだろう．つまりたとえば，三角形について「三辺である」「直線によって構
成される」「（少なくとも特定のひとつの体系のもとでは）その内角の和が二直角
に等しい」などといった属性を数え上げることができるのに対して，「三辺でない
三角形」については，「その内角和が二直角に等しい」か「等しくない」か，知り
えないだろう． 

4/ こうして，われわれは，ポジティヴな矛盾と真理の否定とについての，石黒
的区別を採用しないこととなる．なぜなら，両者はともに，ネガティヴな仕方で
しか規定できない，いうなら「無」だからである．それゆえ，ことさらに両者を
区別するよりは，真理の否定を含め，永遠真理に反する事柄はいかにしても思惟
できないと結論するほうがいっそうふさわしいだろう．もちろん，デカルト自身，
そうした真理の否定や改変が，神に可能だと述べているテクストはある．しかし
これらのテクストは，あくまで神の全能性の問題系に属するものであって，われ
われの思惟に係わるものではない．つまり，あくまでわれわれの思惟のかぎりで
は，永遠真理の否定であれ改変であれ，ともに思惟不可能なのである．このこと
にわれわれは，永遠真理創造説における認識の限界を見出すことになる． 

3. 3.      結論：把握不可能なものの内実を規定する 

把握不可能なものの内実を追っていた本節の検討を経て，われわれ自身の解釈を
提示することができる．ここでは，1/ 永遠真理の把握不可能性をめぐるわれわれ
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の結論，2/ 想定反論に対する応答．3/ ［3］&［4］の再解釈，4/ 永遠真理創造説
の整合性についての結論を順に述べる． 

1/ われわれの結論はこうである．すなわち，永遠真理の否定は，端的に把握不
可能だ，というものである．精確に言えば，永遠真理の否定を含む観念は認識不
可能である．ここでわれわれは石黒の解釈を修正し，真理の否定が真となること，
いうならポジティヴな矛盾についても，真理が真でなくなること，いうなら真理
の否定についても，ともに認識不可能であるとみなす．とはいえ，われわれの基
本的な方針は石黒解釈に沿っている．すなわち，真理の否定が認識不可能である
ということによって，その必然性を保証しようということである．じじつ，われ
われは，矛盾律や同一律のような永遠真理について，この否定を思惟することが
できない，ゆえに，これらの真理が必然的である，と考えることができるだろう． 

2/ ここで，われわれのこうした解釈について，ふたつのありうる反論ないしは
誤解を封じておきたい．第一に，われわれは，デカルトにおいて矛盾する判断や
思惟が生じない，と言っているわけではないということ．というのも，じじつわ
れわれは誤ることがあるし，かくして矛盾する思惟を抱いてしまうことがある．
たとえば私が，「物体の重さによって当のものの落下速度は異なる」と考えるなら
ば，これは矛盾を含んだ判断である．ただし，これはあくまで誤謬であり，われ
われの思惟する能力の誤用と言える．要するに，実際には矛盾する何らかの事柄
について，それを思惟していると誤解しているだけである．したがって，矛盾の
権利上の思惟不可能性と，現実にわれわれが誤謬を経験することとは，さしあた
り衝突しない． 
第二に，われわれは，矛盾している観念について，それがまったく知られてい

ないかどうかまでは確言できない，ということ．言いかえると，われわれが主張
したいのは，あくまで，矛盾する観念が，必然的真理と同じだけ確かな知り方に
よっては，知られることがない，ということにとどまる．というのも，真理の必
然性を擁護しようとするわれわれの探究においては，真理 Pに対する否定~Pが，
Pと同じような水準で知られることがないのならば，~Pは真理 Pの偶然性の根拠
とはならない，と考えられるからである．このことは，たとえば私が，「きれいな
ものは汚いものである」と仮想してみることができるからといって，このことが
同一命題「きれいなものはきれいなものである」の否定とはみなされないのと同
じである．「きれいなものは汚いものである」という仮想は，当の同一命題につい
ての思惟の確からしさと比べられたとき，これを覆す根拠にはならないだろう．
このように，真理の否定の認識不可能性とは，絶対的な認識不可能性である必要
はないし，われわれはそこまでの論証を踏むつもりもない．むしろ，単に，真理
の否定が，真理の必然性よりもはるかに不確かなものとしてしか知られない，と
言うにとどめたい． 
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3/ 以上を踏まえて，［3］&［4］について，われわれの解釈を定めていこう．［3］
については，「われわれに把握可能なもの」のうちに，真理ないしは真理の必然性
が含まれる．その根拠はいくつか挙げられるかもしれないが，われわれが採用し，
これを確かめたのは，真理の存在論的な身分が，われわれの精神の結構そのもの
に係わるもの，いうなら，思惟のア・プリオリな形式，ないしは，事物の本質と
してみなされることであった．次に［4］について，「われわれに把握不可能なも
の」の内実には，真理の否定が含まれる．その根拠は，ひとつには，永遠真理が
思惟の形式となることで，「認識の限界」を定めているからである．つまり，永遠
真理を逸脱する事柄については，われわれの認識の限界をも超えているとみなさ
れるからである．またひとつには，石黒の解釈を修正し，われわれが真理の否定
を思惟することができないということによって，永遠真理の仮定性をも度外視す
ることができるからである．かくして，永遠真理は，これに矛盾する事柄であっ
ても，あるいは，これが真でない場合であっても，等しく思惟不可能であると結
論することができる．ここに，われわれは，認識の限界をみとめるのである．か
くして，仮説的な読みとして提示しておいた［3*］と［4*］とは，ともに正当化
されることとなる． 

4/ これらのことから，永遠真理創造説の整合性に係わるはじめの問いに回答す
ることにしたい．すなわち，永遠真理創造説は以下のような仕方で，その整合性
を保持する．そもそも，第 1章で示したように，神の全能性を正しく評価するも
のにとっては，永遠真理創造説の逆説は解消される．必然的真理を自由に創造す
ることが，神に可能だからである．しかしこの論拠によっては，必然的真理の否
定の創造可能性はまったく排除されない．つまり，神の観点をとれば，必然的な
真理を創造し，かつその否定を創造しなおすこともまた可能であり，かくして，
真理の否定が可能となるからである．そこで生起するのが，永遠真理創造説の整
合性にかんする問いである．神の力能によっては，永遠真理創造説の逆説を回避
することはできても，真理の否定可能性を排除することはできない．これが排除
できないならば，永遠真理創造説は結局のところ論理的な整合性を放棄している
ことになる．これに対して，本章の回答は，真理の必然性が永遠真理創造説にお
いても維持されていることの根拠を与える．つまり，神の力能がいかなるもので
あっても，われわれが永遠真理を必然的と認識することには，十分な根拠がある
のである．われわれは，神に可能なことのすべてを知り尽くすことができない，
言いかえれば，永遠真理を逸脱して思惟することができない，そういう認識の限
界を有する．あるいは，そのような限界をもつものとして創造されている．それ
ゆえ，われわれにとって真理の否定可能性は端的に認識不可能なものであるから，
これが真理の必然性を覆すことの根拠とはならないのである．このことが，永遠
真理創造説の論理的な整合性を維持するための最後の砦である． 
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第 3 章  永遠真理創造説は統一的か 

「第六省察」冒頭部の記述をめぐって 

前章までのところで，われわれは，永遠真理創造説が整合的に読まれうることは，
最低限示すことができたと思われる．第 1章で示されたように，全能の神は必然
的な真理を自由に創造することが可能であるから，永遠真理創造説は逆説的では
ない．他方で，第 2章で示されたように，われわれの思惟の限界に応じて，永遠
真理の必然性が確保されるから，永遠真理創造説は不整合でもない．しかしこれ
らふたつの結論によって，かえって新たな問題が浮上する．すなわち，永遠真理
創造説の統一性に係わる問題である．というのも，神に創造可能なものとわれわ
れに思惟可能なものとが極端に隔たってしまうことによって，永遠真理創造説は，
両者の地平を分断してしまうようにおもわれるからである．つまり，思惟可能で
あることが必ずしも存在可能ではなく，思惟不可能であることがかならずしも存
在不可能ではないということになる．かくして，われわれは実際に存在するもの
について確かな知をもつことができなくなってしまうようにさえ思われる．そう
だとすると，永遠真理創造説は，結局のところデカルトの探究にとって有意義で
はなかったと結論する他はない．われわれはこの疑念に応えなくてはならない． 
このような課題を見据えつつ，本章は，主に「第六省察」の冒頭部を検討の素

材とする．というのも当の箇所は，『省察』の主要なトピックのひとつである，「心
身の事物的区別」論証へと向かっており，それゆえ，われわれに思惟可能である
ことが事物においても可能である，ということを示しているようにみえるからで
ある．このことは，まさにわれわれの求めているものである． 
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1.      問題の提起：知得の秩序と存在の秩序との二
分法をめぐって 

本節は，本章全体を導く問題の提起を眼目とする．当の問題は，知得の秩序と存
在の秩序との二分法の成否に係わるものであるが，これを 1. 1. で提起する．1. 2. 
では，この問題を具体的に検討するためのテクストとして，「第六省察」冒頭部の
テクストを導入する．1. 3. では，当のテクストから二分法解釈が立ち上がる様子
を，村上（2009）と Gueroult（1953）に基づいて描写する． 

1. 1.      問題の提起：永遠真理創造説解釈者たちの二分法 

本章の課題は，すでに言及したように，永遠真理創造説の統一性に係わる問題
を解決することにある．永遠真理創造説が，神の全能性と真理の必然性とを，い
ずれも強い仕方で許容しているのであれば，これらを統一的に解釈することはい
っそう困難なこととなる．両者がとくに衝突するのは，われわれの思惟が事物の
存在に向かって超越しようとする，そのときである．なぜならわれわれは，真理
の必然性を擁護する文脈で，われわれが不可能だと思惟することが，実際に不可
能であるとはかぎらないことを認めてしまっているからである．このように，思
惟不可能性と実在不可能性とのあいだに不均衡を認めることは，デカルトにとっ
て問題を含まないのだろうか，とは，素朴に問われうるところである．さらに，
このことが，思惟可能性と実在可能性との不均衡さえも含んでしまうならば，こ
の場合は明らかな問題を伴うことになるだろう．というのも，デカルトの明証性
の一般規則は，いわばこうした思惟可能性と実在可能性との最低限の均衡関係の
なかで機能する面があるとおもわれるからである．いずれにしても，思惟可能性
および思惟不可能性と，実在可能性および実在不可能性，これら両極のあいだで，
或る程度の釣り合いが取れないとすると，このことはわれわれの直観に反すると
ともに，デカルトの学説にさえ抵触することになりかねないと思われる．われわ
れはここで，思惟のさまざまなあり方のことを知得の秩序と，事物の存在のあり
方のことを存在の秩序と呼ぶ．81 すると，件の問題を，知得の秩序と存在の秩序
との断絶と呼ぶことができると思われる．もちろん，この二分法を云為して永遠
真理創造説を解釈する途もありはするため，爾後，こうした二分法の正当性も含
めて検討していく． 
以上のことを念頭に置き，われわれは，考察の題材を次のように定めておく．

永遠真理創造説についての二分法的解釈の，もっとも顕著な根拠となるテクスト，
 

81 これは，後に⽰すように，村上の⽤語法を拝借したものである． 
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すなわち，「第六省察」冒頭部において，デカルトが明証性の規則の成立根拠を示
す場面である．そのテクストの詳細な読解は後回しとして，いま，そこからどの
ようにして二分法が生起するのかを予告しておく．「第六省察」冒頭のテクスト
は，或る一群の解釈者たちによって，矛盾する知得が神によって創造されないこ
との論証とみなされている．その要点は，そこで神の全能性が，何らかの仕方で
制限されているということである．これに対して，われわれが主に第 1章でみた
ように，永遠真理創造説における神の全能性は，なんら制限のないものであった．
かくして，「第六省察」の記述と諸々の書簡の記述とのあいだに，乗り越えがたい
隔たりがみいだされる．この隔たりを解消するために導入されるのが，知得の秩
序と存在の秩序の二分法である．つまり，知得の秩序においては，矛盾が絶対的
に不可能である一方で，存在の秩序においては，矛盾する（とわれわれに認識さ
れる）事物が存在可能である，というように，ふたつの水準を区別するのである．
このような解釈は，しかし，永遠真理創造説に着目しているわれわれにとっては，
デカルトの思索の統一性を損なうような二分法を，不当に導入しているようにも
おもわれる．そこで，こうした二分法を導入するいわれは何であるのか，また導
入しないのであれば，永遠真理創造説はいかなる仕方で統一的であるのか．これ
らのことが，本章で扱われる問題である． 

1. 2.      テクストの指定：明証性の規則の成立根拠をめぐる
「第六省察」冒頭部の記述 

問題のテクストを読んでいこう．「第六省察」冒頭部のデカルトは，すぐ後の心
身区別論証でこれを活用するために，明証性の一般規則を洗練して提示する． 

TEXT5 のこるは，物体的事物が実在するか否かを吟味するということであ
る．しかしながら，いまやすくなくとも私は，それらが純粋〈数学〉の対象で
あるという限りは，実在し得るということだけは知っているのである．なぜな
ら私は，それらを明晰判明に知得するからである．というのも神はこの私がそ
のように知得し得るもののすべてを創り出し得るということに疑いはないか
らであり，どんなものも，そのものが私によって判明に知得されることが撞着
するのでない限り，神によってつくられ得ないと，決して私は判断しなかった
からである．82 

この箇所の結構をみていこう．まず，TEXT5の全体としての眼目は明白であって，
「物質的事物が，純粋数学の対象としての限りでは，実在可能である」ことを確
認することにある．その根拠としてあげられるのが，「物体的事物を私が明晰判明

 
82 Med. 6, AT VII, 71, 13–71, 20. 
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に知得する」ことである．なぜこれが根拠となるか．その理由として，次のふた
つのテーゼが与えられる． 

［5］ 明晰判明に知得されるものすべてが，創造されうる． 

［6］ 或るものが明晰判明に知得されることが矛盾しないならば，当
のもの［こと］は創造されえない，と私は判断しなかった． 

これらの詳細な読解は次項以後にまわすとして，いまは，この記述がどのような
位置と役割をもっているかを確認しよう．「第六省察」は，言わずもがな，物体的
事物の実在を論証することを最大の課題とする．当の論証のために最終的に採用
される道具立ては，「感得の正当化」に他ならないのだが，83 その前段階におい
てデカルトは，想像作用を用いた物体の実在証明を試行する．結局この途は，想
像作用を通じては蓋然的結論しか得られないことを理由に，放棄されることとな
る．TEXT5は，想像作用による論証の吟味を行うさらに直前に位置する．そうし
た展望のもとでみれば，TEXT5の述べるところは，一方では，これから論証され
る物体の実在が，少なくとも可能であることを確認する点でポジティヴなもので
あるとともに，他方では，知得作用のみによっては，たかだか物体の実在可能ま
でしか導かれないと示す点ではネガティヴなものである． 
ところで，TEXT5を後から振り返ってみたときに，その役割は，物体証明の導

入に尽きるものではない．「第六省察」では，物体証明の傍ら，心身の事象的区別
（distinctio realis）もまた論定される．心身区別論証においては，TEXT5のとくに
［5］の主張が，きわめて重要な道具となる．心身区別論証を概括するなら，こう
である．まず，TEXT5を引き継いで，論証の大前提が与えられる．すなわち，「明
晰判明に私が知解するもののすべてが、私の知解しているとおりのものとして、
神によって作られうること」である．ここに，小前提「私が実在するということ
を私が知っている sciamこと、そしてその際に、私が思惟する事物であるという
ただこのことの他にはまったく何ものも私の本性あるいは本質に属していない
と私が気付く animadvertamこと」が加わる．やや冗長だが，要するに，思惟する
ものとしてのみ私が実在することを私が明晰判明に知ること，このことが小前提
をなす．かくして結論「私が思惟する事物であるというこの一事において私の本
質が存立すること」が得られる．84 われわれにとって肝要なことは，このように
して，TEXT5の［5］が心身区別論証における最も重要な役割を担っていることで
ある． 

 
83 Gueroult（1953-II）, 118. 
84 Med. 6, AT VII, 78, 02–78, 20. 
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1. 3.      村上解釈の概観：二分法解釈の展開 

さて，TEXT5の「第六省察」における位置を確認したところで，件の二分法解
釈がどのようにして生起するかをみていこう．ここでは，村上の議論をもとにし
て，1/ 村上の TEXT5解釈，2/ 二分法を導入する事由，3/ 二分法解釈の利点の三
点を概観しよう． 

1/ テーゼ［5］&［6］についての村上読解の要点を示そう．ここでは村上（2009）
の記述を基として，われわれがその読解のステップを再構成する．［5］について
は文字通り読解し，神に可能なことの総体が，私に知得可能なことの総体を超え
ていることとして解される．注目すべきは［6］の解釈である．村上はまず，主節
「私は判断しなかった」において，主語と動詞を度外視し，否定辞のみを取り出
す．この否定が，従属説の否定と併さって二重化し，従属が肯定文となる．すな
わち，「しかじかのものが創造されうる」と読むわけである．続いて，条件文が主
節に対してどのように関係しているかという点については，これをかなり強い条
件付けとみなす．すなわち，「しかじかのときに，そしてそのときにのみ

．．．．．．．．．．
，かくか

くである」といった類の条件付けとして読むわけである．85 主としてこの二点に
基づいて，村上は［6］を次のように読む． 

M1 或ることが私に知得されることが撞着しないとき，そしてその
ときにのみ，当のことは創造されうる．86 

さらに，M1は次のように言いかえられることになる． 

M2 或ることが私に知得されることが撞着するとき，当のことは創
造されえない． 

2/ このように［6］を読解し，M2を得ることになれば，二分法を導入する事由
もまた予見されるのではないだろうか．というのも，われわれの第 1章での考察
は，神の力能がいかなる仕方でも制限されていないことを示していたからである．
これと類似する見解を，村上は，主に 1649年 2月 9日モア宛書簡と 1648年 7月
29日アルノー宛書簡とにおける神の全能性をめぐる議論から取り出してくる．要
するに，われわれによって矛盾として知得される事柄が，神にとっては可能だと
デカルトが述べるテクストが散見されるわけである．そういうわけで，神の全能

 
85 この点については，村上がそのように述べているわけではない．精確に⾔えば，村上は

M1 から直截M2 を引き出している．しかし，「そのときにのみ」という限定がないので
あれば，M1が M2 を含意すると考えるのは難しいため，われわれはあえてこれを補う
こととした．cf. 村上（2009）, 65, 2–4． 

86 以後，村上の解釈の要点を抜き出すさいには，⽒の頭⽂字M をとって，これにアラビ
ア数字を附して表記する． 



デカルトにおける真理と創造 

 57 

性をめぐるデカルトの，いわば標準見解と，M2に集約されるかぎりでの［6］の
主張は衝突する，ということになる．かくしてこの衝突を回避する論法が探られ，
結果として，既述の二分法に至るのである．すなわち，神の全能性が全く制限で
きない存在の秩序の地平と，矛盾する知得を絶対的に不可能とみなす知得の秩序
の地平との二分法である． 
以上，二分法が導入される事由はこのとおりであるが，そうした解釈を採用す

るのは村上がはじめてではない．その先駆となっているのは Gueroult（1956）で
ある．Gueroultによれば，神の創造可能性という問題は，「存在と非存在」とに係
わる．この問題系と，「観念相互の両立不可能性」とは別である．なぜなら，観念
の両立不可能性は，神の全能によって解決されることではなく，むしろ，神がか
くなるものとして設定したわれわれの思惟のありようにのみ由来するからであ
る．村上はこのような区別を受け入れたうえで，「観念相互の両立不可能性」を，
いっそう精確に，「判明な知覚［知得］の両立不可能性」と修正する．いずれにし
ても，この点についての Gueroult・村上的な解釈傾向は，神の全能を事物の実在
にのみ係わるものとして，知得の秩序をここから切り離すことになる． 

3/ これまでの二点が，村上解釈の骨子であり，それをわれわれはこれから検討
していくところである．しかしここでは，検討に先立って，村上解釈の意義につ
いて，手短にまとめておきたい．その意義のうち最大のものは，［1］に対してい
とも大きな役割を与えることができる点である．村上のように，撞着するのが或
る判明な知得そのものだとしてみよう．こうして，‘2=7’ のように，‘2=2’ ないし 
‘7=7’ などの明晰判明な知得に撞着することを，私が明晰判明に知得してしまう
場合がある，と仮定してみる．そうすると，私は，‘2=7’ を真とみなし，ここから
さらにさまざまな真理を得ることになる．つまりこれを用いて，‘4=14’ とか，そ
ういったことを類推していく場合のようにである．かくして私は，‘2=7’ を真と
するような何らかの算術体系を構成することができるし，事情は算術以外の他の
ものについても同様である．こうした体系は明らかにわれわれが用いている算術
やその他真理の体系とは異なっている．もしこのような体系が成立してしまうな
らば，われわれの算術体系と異なる別の算術体系が存在することになる．そして
こうした算術体系は，‘2=9’ とか ‘2=4’ とかを明晰判明に知得できるならば，そ
の数に応じてあまた存立する．このような事態を，村上は「相対主義」と呼ぶ．
われわれが真理とする事柄とは別に真理が存立してしまい，これにしたがって，
またわれわれが最高真理のもとに構成する諸体系とは別の最高真理のもとに諸
体系が生ずる．このようにして真理の「底が抜ける」こと，これを村上のデカル
トは避けているということになる．このような解釈の成否は別として，生産的か
つ有意義な議論として［5］を構成できること，この点に村上解釈の有望な点があ
ると言える． 
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2.      二分法の吟味：「第六省察」冒頭部とモア宛書
簡等との異同を検証する 

本節は，これまでのところで提起された二分法について，これが「第六省察」の
冒頭のテクストから生起するかどうかを吟味する．2. 1. は，村上の読解を土台に，
当のテクストについてのわれわれの読み方を定める．なお，これにより村上の読
み方が必ずしも正しいものではなく，ゆえに二分法の一端いうなら神における不
可能性という見解が崩されうることが示される．2. 2. では，二分法のもう一方の
端である，モア宛書簡などにおける神の全能性の内実が明らかにされる．2. 3. は，
先立つふたつの項の議論を併せて，二分法が成立しないことを結論する． 

2. 1.      村上読解の吟味とわれわれの読解の提示 

さてわれわれは，以上の村上解釈を検討するために，まずは，［5］&［6］の読
み方について吟味していこう．焦点となるのは，M1&2が正しく導かれるかどうか
である．問題のテーゼはこうであった． 

［5］ 明晰判明に知得されるものすべてが，創造されうる． 

［6］ 或るものが明晰判明に知得されることが矛盾しないならば，当
のもの［こと］は創造されえない，と私は判断しなかった． 

解釈上の問題は別として，読解に眼目をかぎれば，［5］について議論の余地は
ないと思われる．言いかえるなら，［5］の読解において，村上とわれわれとのあ
いだに相異はないとおもわれる． 
ところが，［6］については，村上よりももっと細かくみていく必要があるとお

もわれる．ここでは，1/ 前件，2/ 後件，3/ 前件と後件との関わり方の三つに分
節して読んでいこう． 

1/ 前件について，まずはわれわれが何を明らかにすべきかを設定しておく．こ
こでは，前件においてデカルトがどのような状況を想定して論述しているのかを
知ることができればよいだろう．言いかえると，「撞着する」ということは，常に
何かと何かとの関係において言われることであるが，この場合には，何と何とが
撞着しているのか．これを明らかにするべきである．  
撞着する関係項の一方を a，他方を~aと置いてみる．このとき，aの内容が定

まれば，これを否定することで，~aを求めることができる．しかしいま，［6］を
振り返ってみると，aについて二通りの読み方ができることがわかる．（もちろん，
これに応じて，~aの取り方も二通りとなる．）一方で，aは知得対象であり，他方
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で，或るものについての知得そのものである．一方では，「谷のある山」が，他方
では，「谷のある山が知得されること」が，それぞれ aの位置にくる．われわれが
前件についてとりうる読み方は，およそこのふたつであろう． 
ただ，「或るものについての知得」を関係項と定める場合が精確にどういうこと

なのかを，もう少し明らかにしておきたい．というのも，次のことを注意してお
く必要がありそうだからである．すなわち，われわれが「或るものが知得される
こと」として置いているのは，「或るものについての知得」ではない．「a につい
ての知得」に対して，撞着するのは，「~a についての知得」である．たとえば，
「谷のある山」についての知得と，「谷のない山」についての知得が矛盾する，と
いう場合のように．しかしこの場合には，「谷のある山」と「谷のない山」とが明
晰判明に知得されたうえで，これらが矛盾することになる，この場合，第一に，
両者が明晰判明に知得されるならば，両者はともに真であり，ゆえに，ともに可
能である．したがって，これらは矛盾しないということになる．第二に，よしん
ば両者を矛盾するものとして考えるにしても，その場合の矛盾の根源は，知得に
ではなくて，知得対象の間に見定められる．すなわち，谷のある山と谷のない山
の間の矛盾として回収することができるので，結局は，知得対象の矛盾として扱
うほうが適当である．それでは，知得が矛盾するということでわれわれはなにを
言わんとしているのか．簡単に述べれば，思惟不可能なものを明晰判明に知得し
てしまう場合である．だから，たとえば， ‘2=7’，（「2である 7」ないし「7であ
る 2」）を明晰判明に知得してしまう場合である．先にみたように，矛盾が，われ
われの思惟によっては任意の二項を結合できないということに由来することを
思い出されたい．この場合には，‘2’ を ‘7’ と結合することは，われわれには不
可能であり，ゆえに矛盾する．もちろん，両者を切り離して考えているかぎりで
は，‘2’ は ‘2’ であり，‘7’ は ‘7’ であるから，矛盾は生じない．しかしもし，「2
である 7」ないし「7である 2」を明晰判明に知得するなら，この知得は，思惟に
結合不可能な概念を，結合しようとしてしまうのである．このことによって矛盾
が生じる．このような仕方で，知得が矛盾をきたすことは理解されるべきである．
ところでこの場合には，‘2’ と ‘7’ の関係によって矛盾が成立しているわけでは
ないことは自明である．言及したように，‘2’ と ‘7’ とは，結合さえされなけれ
ば矛盾しないからである．かくして，知得の矛盾と知得対象の矛盾とは，異なる
ものであることが理解される． 
前件にはこれらふたつの読み方がありえるし，少なくとも，そのどちらがテク

ストに即しているかを決定するには，まだ根拠が足りていない．そのため，この
問題はしばらくのあいだ保留して，件のテーゼの別の箇所の解釈を済ませること
としよう． 

2/ 後件は，「当のものが創造されえないとは判断しなかった」と述べていた．
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ここにもまた，ふたつの読み方が示されうる．一方で，村上のするように，「可能
でないとは判断しなかった」という原文を読み替えて，「可能でないことはない」
すなわち「可能である」とみなす読み方がある．他方で，「可能でないと判断しな
かった」の「判断」の側に読解上の力点を置いて，少なくともこれを端的な否定
としては読めない，と考えることができる．われわれはこの後者の読み方を提案
する．というのも，判断しない，ということは，判断するに足るほどの根拠がな
かった，ということと同じであり，ゆえに，或る種の不可知の要素があることに
なるからである．そして，そのような場合には，これを単なる否定として扱い，
最終的に「可能である」と同値とみなす読み方は，しばしば文意をとりこぼして
しまう． 
われわれのこの指摘は，TEXT1の［4］の読解においてなされたものと同じであ

る．そこでも，「私は判断しない」を単なる否定表現として扱う小泉の読解に対し
て，われわれは異を唱えておいた．ここでも，これと同じことが村上に対して言
われうるだろう．こうして，われわれはさしあたり後者の読み，すなわち，「私は
判断しなかった」をそのままにする読みを提案する． 

3/ 前件と後件との関わり方について．もとより，前件が後件の条件となってい
ることには疑いがないと思われる．（このとき，当然，前件と後件との間には内容
上の関連がある．）そのうえで，村上の読解を検討しよう．M2は，ここの条件に，
「…そしてそのときにのみ，…」という限定を加えている．村上は「文意を汲ん
で」そのように読むと述べているが，当該箇所の文意がそのようであるかどうか
は微妙である．少なくとも，これを確定する要素はないため，解釈の次元での問
題となる．言いかえれば，読解者としては，あくまでデカルトの述べるとおりに
読むより他にないとおもわれる．したがって［6］は，何らかの条件のもとでは，
私は何らかの判断をしなかった，と述べているにすぎない．われわれには，M1の
ような附加は許されていないと考えられる． 
ところでこのことは，決して些細な修正にとどまるものではない．なぜなら，

M1が許容されないことによって，当然のことながらM2もまた成立しなくなるか
らである．M2が成立しないならば，「第六省察」とモア宛書簡等とのあいだに差
異が認められるとする村上の主張の一端が崩される．かくして，そもそも村上の
たてていた二分法が，成立しなくなるかもしれないのである． 
このことの検討は次項に譲り，ここでは提起のみにとどめる．そのかわりにわ

れわれは，自身の［6］読解についてまとめよう．これまでの検討を通じて，［6］
の読み方は，少なくとも次のふたつの選択肢にまでは絞られた．残っているのは，
前件をどのように読むべきか，という問題である． 

［6*］ 或る知得対象が別の知得対象と矛盾しないならば，当の知得対
象は創造されえない，と私は判断しなかった． 
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［6**］ 或るものについて知得すること自体が矛盾しないならば，当の
知得は創造されえない，と私は判断しなかった． 

2. 2.      モア宛書簡の解釈：存在に係わる矛盾 

村上による二分法の提起を振り返ると，その根拠となっていたのは，一方で「第
六省察」冒頭部において神の力能が制限されていること，他方でモア宛書簡等で
は，神の力能がまったく制限されていないこと，これらのことの衝突であった．
前項でわれわれは，「第六省察」冒頭部のテクストにおいて，神の力能が制限され
ているわけではないことを示すこととなったわけだが，本項ではもう一方の側，
すなわち，モア宛書簡等における神の力能のあり方に焦点を当てて考察していき
たい．ここで注目するのは，1/ 「真空 vacuum」にかんする議論，および 2/ 「原
子 atomus」87 にかんする議論である．これらを概観したのち，3/ 真空および原子
の実在可能性について考察しよう． 

1/ 真空とは，その内部に何ものも存在しないような空間であると定義される．
言いかえれば，真空とは延長なき空間である．ところで，空間は必ず延長を伴う．
それゆえ，真空は延長なき延長ということになり，その概念は矛盾する．つまり，
これを私は不可能であると知得する．このかぎりで，「真空は矛盾を含む．」とこ
ろが，だからといって，真空が実際に実在不可能であると言い切れるわけではな
い．というのも，神の力能の無限性と私の知性の有限性とを顧みれば，「私の概念
に撞着することを神はなしうる」ということを，否定できないからである．した
がって真空は実在不可能ではない．このような場合にデカルトは，真空について
「矛盾を含むとのみ述べる．」88 

2/ 原子についても同様の議論がなされる．原子は，物質であるから必ず延長す
る．ところで，延長するものはかならず分割可能である．それゆえ，原子は分割
不可能な延長であり，矛盾を含む．ところで，神の全能を考慮すれば，「われわれ
が可能であると知得する何ものかを，神がなしえない」ということはありえない
ので，原子の分割可能性をわれわれが知得するならば，それは神に可能である．
したがって原子は実在しない．89 

 
87 デカルトが「真空」や「原⼦」という⾔葉を，必ずしも現代の物理学における⽤法と同
じ意味で⽤いていると思われないように注意したい．もしそうならば，両者ともに，
その実在を疑問視したデカルトの推論は端的に誤りである．しかし，これらがデカル
トのいうような仕⽅で定義されるかぎり，その実在を疑問視する推論は，少なくとも
妥当であろう． 

88 To Morus, 2 February 1649, AT V, 272, 16–25. 
89 To Morus, 2 February 1649, AT V, 273, 07–274, 04. 
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3/ ここで，次のことに注意を払っておこう．デカルトは，真空ならびに原子の
実在について否定的な態度をとってはいるが，少なくとも，その実在が不可能だ
とは言っていない．つまり，その実在を厳然と否定しているわけではない．一般
には，デカルトは真空や原子の実在を否定した，としばしば見られているだろう
が，実際のところはそれほど単純な事柄でもないのである．それではなぜ，デカ
ルトは真空ならびに原子の実在可能性を残すのか．あるいは，そのような可能性
を残しつつも，その実在を度外視できるのはなぜか． 
第一に，真空ならびに原子の実在が否定的にみられることの，その根拠につい

て，いっそう考察を深める．まずは，これらのいずれについても，神の全能性を
持ちだし，いわば UP 的な反論を想定することができる．すなわち，真空につい
てはもちろんのこと，原子についても，神が全能であれば，自らに分割不可能な
延長するものを創造することはできるはずだ，と．このようなことが神に可能で
あるのは，すでに第 1章で見た通りである．ところで，これに対しては，第 2章
において，一般的な仕方で応答しておいた通りである．すなわち，真理の否定，
いうならわれわれに思惟不可能な事柄については，その創造可能性と不可能性と
が同時に認められてしまうので，実際には，神の全能のみを拠り所としたアーギ
ュメントには意味がない，ということである．この見解を，真空と原子との場合
にあてはめることで，これらの実在可能性がいかなる仕方で斥けられるかをみる
ことができる．これを踏まえて，真空と原子とについて考察してみよう． 
真空は，延長しない延長の概念と同じであるとする．ところで，むろん，延長

することは延長しないことを含意しないのだから，真空の概念は，その本質から
帰結しえないものであり，真ではない．したがって，真空の概念は，それ自体が
認識の限界を超えているものである．この場合認識の限界内に置かれるのは，真
空ではなくて，その対義語であるかぎりでの，あくまで延長するかぎりでの空間
である．かくして，真空については，これが創造可能であるか不可能であるかは，
われわれには不知のことである． 
原子については，原子が物体である以上，これが延長するものであることは（延

長することは物体の本質ないし最始的属性であるゆえに，）真である．さらに，延
長することは分割可能であることを含意する．ゆえに，原子は分割可能であるこ
ともまた，原子の本質から帰結するひとつの真理であると言える．こうして，原
子についても，真空同様，矛盾する概念をなし，ゆえに実在可能であるか不可能
であるかが結論できないようなものであると言うことができる． 
われわれは，デカルトにおける真空ならびに原子の実在の否定という標準見解

を，上のように理解する．すなわち，精確な言い方をするならば，デカルトは，
真空ならびに原子の実在が不可能であると断定しているのではない．もちろん，
これらが可能であると断定しているのでもない．これらのものについては，思惟
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することができない，ゆえに，実在可能でありかつ不可能であることを受け入れ
ざるをえない，と言っているのである．というのも，真空や原子の実在は，すっ
かり神の領分にあるからである．このように解釈することで，とくに真空の実在
にかんして，「矛盾するとのみ述べる」とするデカルトの控えめな態度をも理解す
ることができる．知得に矛盾するものについて，その実在不可能性を強い仕方で
結論することができないのは，そのものが同時に可能であることもありうるから
であって，それ以外の理由によるのではない． 

2. 3.      結論：二分法の解消および残された課題 

以上われわれは，モア宛書簡を中心とする，真空や原子についてのデカルトの
思索において，村上の読みに沿う形で，神の力能が無制限であると指摘できる．
この点を抜き出してみれば，モア宛書簡等で語られていた事柄は，まさに永遠真
理創造説における神の無差別性をめぐる第 1章の議論，およびそこから得られた
われわれの神理解に重なると言える．というのも，いずれの場合にも，神の力能
の無制限であることによって，われわれにとって矛盾する事柄について，これが
神に可能であるか不可能であるかという議論が，端的に無意味とされているから
である． 
ところで，このような点から振り返れば，「第六省察」冒頭部における，存在の

秩序と知得の秩序に係わる二分法を取り払うことができるだろう．なぜなら，「第
六省察」冒頭部においても，神の力能が制限されることがなく，また，モア宛書
簡等でも同様だからである．これによって，そもそも両者の衝突が回避できるの
であれば，これらを別の水準で解釈する必要もなくなるというわけである． 
したがって，［6］についても，それがいかなる仕方で解釈されるかはさておき，

少なくとも，われわれのこれまでの探究で得られた永遠真理創造説の図式と，反
目し合うようなものは何も含まれていないと考えることができるのである．これ
によりわれわれは，村上のM1&2から大きく距離をとることとなる．いまや，モア
宛書簡を中心とする神の力能をめぐる思索（永遠真理創造説における神について
のわれわれの見解もこれに一致する）に対して，あえて反目するテーゼを抽出し
ようとしないかぎりは，M1の読み方を導く根拠が，われわれには与えられていな
いと結ぶことができる．このことは，永遠真理創造説の統一性を擁護するために，
最重要の論点である． 
ところが，われわれはこれで本章の論考を結ぶわけにはいかない．残されてい

るのは，［6］の内実についての解釈である．われわれはこれについて，あえて知
得相互の矛盾の水準を，存在と非存在をめぐる矛盾の水準から区別する必要はな
いと述べた．しかし，だからといって，［6］における撞着の内実が明らかになる
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わけではない．というよりもむしろ，［6］において知得相互の矛盾が問題になっ
ていたとしても，構わないのである．というのも，本節のわれわれの議論によっ
ては次のようなことが言われているにすぎないからである．すなわち，知得相互
の矛盾が問題である場合であっても，その他の場合と同様に，神に不可能を帰す
るべきではない，ということである．したがってわれわれは，問題の矛盾の内実
をこれによって定めることはできない．言いかえれば，［6*］と［6**］と，いず
れの読みをとることがいっそう望ましいことであるか，このことが問われなくて
はならない．次節ではこれに回答し，［5］&［6］についてのわれわれの解釈をま
とめよう． 

3.      〈永遠真理創造説〉再考 

これまでの議論を通じてわれわれは，［6］において，神の力能が制限されている
わけではないことを示し，これにより，とりわけ知得の秩序と存在の秩序とを二
分して解釈する必要のないことを示した．しかし同時に，こうした考察を通じて
は，結局のところ，［6］がどのような矛盾を想定しているのか，いうなら，［6*］
知得対象の矛盾か，［6**］知得そのものの矛盾か，という点については，答えを
得ることはできなかった．本節ではこのことに回答し，最終的な永遠真理創造説
の統一的解釈を提示することを目指す．3. 1. では，［6］の内実を見定めるために，
一度［5］について再考し，それを踏まえ，3. 2. で［6］についての読み方に結論
を下す．3. 3. では，これまでの本論の議論を総括し，統一的な学説としての永遠
真理創造説が提出するデカルト哲学の根本図式を描き出す． 

3. 1.      「第六省察」第一のテーゼの再解釈：知得可能性と
実在不可能性 

既述のように，われわれは，第二のテーゼ［6］の内実を見定めるために，これ
まで深く考察してこなかった第一のテーゼ［5］について，これが何を主張してい
るかを問うていく．まず，検討すべきテーゼをもう一度繰り返しておこう． 

［5］ 明晰判明に知得されるものすべてが，創造されうる． 

さて，その根拠を問うにあたって，もっとも大掴みな回答としては，私が知得す
る事柄が神に創造可能な事柄に量的に包摂されている，と述べることができよう．
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90 とはいえ，これではほとんど［4］の言いかえに過ぎないので，さらにその根拠
を問うていくこととなる．ここでは，1/ 『省察』の明証性の一般規則の展開を概
観し，2/ これを背景として，［5］の成立根拠を説明する．3/ 最終的には，［5］が
何を含意しているかを明らかにする． 

1/ 問題の背景を整備するために，『省察』における明証性の一般規則の展開を
手短に振り返っておこう．「第三省察」で初めて登場したさい，明証性の規則は次
のように定式化されていた．「すこぶる明晰判明に私が知得することはすべて真
であるということを，一般的な規則としてたてることができると思われる」91 こ
の仕方で定式化される規則は，あくまで，観念を元手に神の実在証明へと向かう
ための「手懸かり的見解」ないし「ものさし」である．92 さらに歩みを進めると，
明証性の一般規則は，たんなる手懸かり的見解の域を超え，「第四省察」で正式な
真理基準として成立することになる．なぜ「第三省察」では手懸かりにすぎない
ものが，続く「第四省察」では確固たる基準となりうるかと言えば，概ね，神の
誠実によってこれが保証されたことによる．93  

2/ これらのことを踏まえて再び「第六省察」の議論を考察しよう．「第六省察」
における明証性の規則は，「第四省察」で得られたものを敷衍する形で展開されて
いる．言いかえると，神が私を欺いておらず，私の知得能力が権利上は不可謬な
のであれば，明晰判明な知得から実在可能性を引きだすことも適法となる，そう
いう背景のもとで，［5］は成立する．このことを，「欠如 privatio」と「過誤 error」
との観点から説明してみよう． 
［5］のようにして知得の領域から実在の領域へと超越しようとするときに問

題となるのは，これらが真に合致しているかどうか，である．ところで，［5］が
「可能性」に焦点を当てていることを考慮して，次の二つの場合を想定してみる．
第一に，私が不可能であると知得することが，実際には実在可能である場合．第
二に，私が可能であると知得することが，実際には実在不可能である場合．これ
らふたつの場合は，ともに知得の秩序と存在の秩序との不釣り合いをきたしては

 
90 村上（2009）, 64. 「私の明晰判明に知覚〔知得〕することの容量は，神の作成するこ

との容量によって覆われている．」 
91 Med. 3, AT VII, 35, 13–15. 
92 「第三省察」における明証性の規則は，あくまで，⼿懸かり的⾒解であるというのは，
こんにち⼀般的な解釈傾向だろう．こうした⾒解を反映するように，村上はこれを「⼿
懸かり的⾒解」と呼ぶ．また，同じような事由から，所は，（「規則」とわれわれが訳し
た，その同じ語を，）「基準

ものさし
」と訳する．所（2004）, 159. 

93 なぜこのことが「概ね」の⽀えなのかと⾔えば，もちろん，「第三省察」における，無
限の観念をたどる神の実在証明や，「第四省察」における過誤論ないし真理論の展開も
また，明証性の規則を⽀える根拠として働いているからである． 
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いるが，その内実は大きく異なる．どのように異なるか．第一の場合，われわれ
の知得はなるほど誤っているが，しかしこの誤り方は，欠如と呼ぶにふさわしい．
たとえば，私がユークリッド幾何学しか知らない場合には，三角形の内角和が 180
度以外ではありえないことを知得するのだが，他の幾何学体系を知るやいないや，
内角和が 180度以上である三角形を，ユークリッド幾何学の三角形を知得したの
と同じだけ明晰に知得することができるようになるし，かくして，三角形の内角
和が実際には 180度以上であることを知ることになる．この場合には，私の知得
は，いっそう優れた知得と比べれば，欠如していると言える．94 しかし，第二の
場合はこうではない．たとえば私が，‘2+3=9’ であることが可能だ，と明晰判明
に知得し，かつ，そうした数式が実際には成立しないならば，私の知識に何かが
欠けているということでは済まされない．なぜなら，私は当の数式を明晰判明に
知得しているから，言いかえれば，私の思惟においてはそれが真だからである．
こうした誤り方は，誰かに私が ‘2+3=9’ と教え込まれているにせよ，常にそう知
得するように作り上げられているにせよ，私自身の知得の限界に依拠する誤りで
はなくて，むしろ，何ものか私以外のものによって，欺かれていると考えるほう
がふさわしい． 
これらふたつの場合を見比べたとき，「第四省察」の神の誠実が保証しているの

は，われわれが過誤から解放されているということである．すなわち，われわれ
が認識する能力を正しく用いた場合に，なお誤るという場合が外されている，と
われわれは考える．しかし，反対に，われわれに何らかのものが欠如していたと
しても，少なくとも神の誠実には抵触しない．むしろ，もしこの点さえも神の誠
実によって保証されてしまうならば，われわれは一切の誤謬から解放されている
という，現実離れした学説を肯定しなくてはならないだろう．これを可能性と不
可能性をめぐる議論に置きかえるならば，こうなる．われわれが明晰判明に知得
するもの，いうなら真である，いうなら可能であるものは，実在不可能であって
はならない．もしそうなら，神はわれわれを欺いているだろうから．反対に，わ
れわれが不可能と知得するものは，実際に実在可能であっても構わない．このと
きわれわれは，過誤にさらされているのではなくて，単に，当のものが可能であ
るような事態を認識する能力を欠いているということになるからである． 

3/ 以上示されたように，知得可能ならば実在可能であるということ，このこと
こそが神の誠実によって保障される事柄の一面である．われわれは，これこそが
［5］の述べるところであると考える．このことに基づいて，［6］の内実を解釈し

 
94 もちろんこの例は，単なる知識の不⾜として⽚付けられてはならない．私がユークリ
ッド幾何学のすべてを知識としてもっていたとしても，このような誤りは⽣じるから
である．この例の眼⽬は，知識の不⾜を⽋如と呼ぶことではなくて，われわれの認識
ががんらい有する限界を語り出すことにある． 
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ていこう． 

3. 2.      「第六省察」第二のテーゼの再解釈：知得不可能性
と実在可能性 

われわれは，［5］を支える理路が，神の誠実のもとに拓かれているという理解
のもとで，そこに含意されている，明晰判明に知得可能な事柄が少なくとも不可
能ではありえないこと，このことの根拠を，われわれの知得が過誤に晒されてい
ないこととして，示し得たとおもわれる．［5］がこのように解されるならば，第
二のテーゼ［6］についても，以下のように開陳していくことができるだろう． 

［6］ 或るものが明晰判明に知得されることが矛盾しないならば，当
のもの［こと］は創造されえない，と私は判断しなかった． 

ところでわれわれは，［6］における矛盾の内実について，［6*］知得対象が矛盾
しているのか，［6**］知得そのものが矛盾しているのか，ということを問いとし
ていた．しかし，そもそもこのような問いは，［6］についてがんらい問われるべ
きではない．なぜなら，デカルトは，「或るものが明晰判明に知得されることが矛
盾する
．．
ならば…」という条件については，何も言及していないからである．この

ことは，さきほど M1の導出不可能を指摘したさいに，すでに明らかなことであ
る．つまり，何が矛盾するのか，という問いに答えられたところで，［6］の内実
について確かな内容が得られることにはならないのである． 
言いかえればわれわれは，ここで，「或る知得対象が矛盾しないならば…」と言

われていようとも，「或る知得そのものが矛盾しないならば…」と言われていよう
とも，いずれでも［6］にとって大きな差異はないと考えている．そのことを示そ
う．まず，ここで「矛盾しない」ということが，「可能である」ということと同じ
であるとみなす．すると，一方で［6*］の方は，「或る知得対象が知得可能ならば，
当の対象が創造不可能であるとは私は判断しなかった」となる．このことは，ま
さにわれわれが［5］の内実として示したことと同じである．したがって，「矛盾
しない」の意味上の主語が知得対象となる場合には，［6］は［5］の言いかえと位
置付けられる．他方で，［6**］の方は，「或る知得が可能ならば，当の知得が創造
不可能であるとは私は判断しなかった」となる．この場合でも［5］と同様に，明
晰判明な或る知得が可能であるということは，当の知得が創造不可能ではないと
いうことである．かくして，「矛盾しない」の意味上の主語が知得そのものとなる
場合であっても，結局は［6］の内実は［5］に回収される．こうして，［6*］をと
っても［6**］をとっても，いずれにしても，［6］の示す内容は［5］に帰着する
ことになり，こうした仕方で，このどちらをとっても大差がないのである．した
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がってわれわれは，知得対象の矛盾か，知得そのものの矛盾か，という問いに対
しては，そのいずれでもありうる，と答えることが妥当ではないかと考える． 
それでは，［6］を［5］の単なる敷衍とみなすべきなのであろうか．言いかえれ

ば，実際にはデカルトの主張は［5］で尽きていて，［6］は［5］の言い換えにす
ぎない，と考えるべきなのであろうか．これについてわれわれは，精確には次の
ような見解をもっている．［6］の実質的な内容が［5］にすでに含まれているとい
う点は，おそらく確かである．そのことは，われわれのこれまでの考察からも示
されている通りであり，また，じじつ「第六省察」においても，［5］は用いられ
ても［6］は一度も，暗示的にさえ，登場しないからである．しかし，［6］の役割
は，［5］の単なる言いかえとみなすべきではなく，むしろ，［5］に含まれるデカ
ルトの思索の重要な一面を説明することにあるとみなすべきである．その一面と
は何か．［5］は，約言すれば，われわれに知得可能である事柄は実在不可能では
ない，と述べていた．これに並行して［6］は，やや表現をかえてみると，われわ
れに知得可能である事柄でさえあれば

．．．．．
，少なくとも
．．．．．

実在不可能ではない，と加え
ている．この言い回しの微妙さが示すのは，われわれに知得不可能なこと，いう
ならそれを知得することが矛盾になるようなことについては，問題としない，と
いうデカルトの態度である．これが問題にならない理由は，これまで再三述べて
きたように，神の全能性を考慮するならば，当のことが可能であるか不可能であ
るかの判断がつかないからである．言いかえればわれわれには，何らかのものが
実在不可能ではないことを判断するためには自らの知得の他に恃むところはな
いのであるから，そもそも知得不可能な事柄については，それが実在可能である
か不可能であるかの判断が下せないのである．このようにして，知得不可能な事
柄を（もちろん，不可能な知得であってもよいが）探究から除外すること，これ
が［6］の眼目である，とわれわれは考える． 
このような解釈を通じてわれわれが導入しようとしているのは，「第六省察」の

デカルトが，明証性の一般規則を用いて，任意の探究対象（もちろんここでは物
体の実在や，心身区別）が，実在不可能ではないことを確かめながら進もうとし
ている，そういう展望である．このような，いわばか細い途を通って，「第六省察」
の探究は進もうとしている．この展望について，デカルト自身の弁を借りて，支
えを得ることとしたい． 
デカルトは，心身の事象的区別をめぐる「第四答弁」の文脈で，当の区別が「充

全的な認識 cognitio adæquata」によってではなく，「十全的な認識 cognitio completa」
によって成立すると述べている．その箇所を引こう． 

…それゆえに，自らがすべての事物の充全的な認識をもっていると知っている
のは，ひとり神のみである．被造的知性はと言えばしかし，おそらく，実際に
多くの事物の認識をもってはいるだろうが，しかし，そうだとしても，被造的
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知性は自らがそれをもっていることを，神がそのことを被造的知性に対して特
別に啓示するのでないかぎり，知ることはできないのである．なぜか．知性が
何らかの事物の十全的な認識をもつためには，知性のうちにある認識すること
の能力が，その事物に匹敵するものであることだけが要求されるのであり，こ
のことは容易に可能である．しかし，知性が，自らがそうした認識をもってい
ると，いうなら神がその事物のうちに知性の認識しているところ以上のものを
何も措定しなかったと知ること，そのことのためには，知性の認識する能力が，
神の無限の力能に匹敵するものであることが必要なのであって，このことは全
く不可能なのである．95 

充全的認識とは，或る認識対象について，それが有する固有性のすべてを知り尽
くすような認識である．これに対し十全的認識とは，或る認識対象について，そ
れが何らかのものであることを知るための，最低限の事柄を知っていることを意
味すると考えられる．96 やや大掴みではあるが，喩えて言えば，十全的認識が或
る認識のためのいわば必要条件であるとすれば，充全的認識は充分条件である．
その上でデカルトは，われわれが事物について充全的な認識をもつことができな
いとしており，その理由として，われわれの認識能力が神の力能に及ばないから
であると述べている．最終的には，われわれは充全的認識を得ることができず，
それゆえ事象的区別は，明晰判明な知得によって，精神と物体とがともに十全的
に認識される，いうなら，その知得対象が十全的な事物であるとみなすことによ
ってなされることになる． 
このことからわかるのは，事物のうちには，われわれの認識している以上のこ

とがありうる，ということである．われわれの議論に落とし込むならば，われわ
れは，事物についていかに明晰判明に知得していたとしても，それでもなお，事
物のうちにそれ以上のものが措定されていることを否定できない，ということに
なる．ところでこの議論に乗れば，或る事物が不可能であることおよび必然的で
あることを確言するためには，充全的な認識が求められるようにおもわれる．な
ぜなら，可能性ないし偶然性のように，たいてい二，三のケースを考慮すれば導
かれるような判断とはちがって，必然性や不可能性は，あらゆるケースを想定し
なくては論結しえないからである．この場合には，神の創造能力を包括的に検討
したうえでなくては，任意の事物の実在の不可能性や必然性を結論することはで

 
95 Resp. 4, AT VII, 220, 10–20. 
96 ここでデカルトは，「⼗全性」ないし「⼗全的であること」には，明瞭な定義を与えて

いない．しかし続く箇所で，「⼗全的な事物」とは，「そのものが実体であると認識さ
れるに⾜るほどの形相ないしは属性をまとった実体」である，と規定している．要す
るに⼗全的な事物とは，事物であると⾔うための何か⼀定の基準（この場合はそれが
実体である）を満たすもののことだと考えられる．（AT VII, 221, 20–24.） 
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きないだろう．しかしこのことこそ，デカルトが充全的認識の不成立の根拠とし
ていることである．したがってわれわれは，任意の事物について，その不可能性
ないし必然性を認識することはできない，と認めなくてはなるまい．かくして，
十全性と充全性とをめぐる議論は，われわれの解釈の図式を支えるひとつの根拠
となるだろう． 

3.  3.      結論：永遠真理創造説の統一的な解釈 

以上われわれは，「第六省察」冒頭部の記述を通じて，永遠真理創造説に係わる
主要な見解を引き出すことができたと思われる．それというのは，われわれの解
釈するように，すなわち神の絶対的な全能を受け容れるように，そういう仕方で
永遠真理創造説が思量されたところで，明証性の規則の成立まではなんら妨げな
いのである．かくして，われわれの解釈のもとで，少なくとも明証性の規則が成
立するのであれば，知得の秩序と実在の秩序との二分法は乗り越えられたと言っ
てよかろう．すなわち，われわれは，知得の側から事物の存在の側へ，最低限の
仕方でアクセスできるわけである． 
このことを踏まえて，本章全体の課題としていた「第六省察」冒頭のテーゼの

解釈をまとめてみよう． 

［5］ 明晰判明に知得されるものすべてが，創造されうる，と私は判
断する． 

［6］ 或るものが明晰判明に知得されることが矛盾しないならば，（可
能ならば，）当のもの〔こと〕は創造されえない，と私は判断し
ない． 

まずは［5］について再度指摘すべきは，これが，神の誠実によって保証を得た，
「第四省察」の明証性の一般規則を引き継いでいることである．そこで主張され
ていることは，私が判明に知得することが，実在不可能ではないという仕方で，
実在可能だということである．［6］はと言えば，これもまた，実質的には［5］と
重なる事態を述べている．すなわち，私が判明に知得可能なものは，少なくとも
実在不可能ではない，いうなら，実在可能である．ここで，矛盾の関係項となる
もの，言いかえれば，創造の対象となるものは，知得そのものと解しても，知得
対象と解しても構わない．第一には，そうしたことを決定する根拠は与えられて
いないから．第二には，そのいずれの場合においても，結局は［5］の明証性の一
般規則を再提示する役割を担うことになるからである．こうした点よりもいっそ
う肝要なことは，［6］において，神の創造可能性がいかなる仕方でも制限されて
いないこと．かつまた，だからといって，「…が矛盾する」としてもなお，神にそ
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のことが可能だ，とは断言されていないことである．言いかえれば，判明な知得
が矛盾する場合の想定そのものがなされていないこと，そしてその場合に，そう
したものを創造することが神に可能だとも不可能だとも言われていないことで
ある． 
［6］におけるこうした未決の態度，いわば判断の保留は，われわれがまだすっ

かり解釈を済まさずにとっておいた TEXT1 のふたつのテーゼに通ずる．すなわ
ち， 

［3］ われわれに把握可能なもの〔こと〕すべてを神はなしうると，わ
れわれは確言できる． 

［4］ われわれに把握不可能なもの〔こと〕を神はなしえないと，われ
われは確言できない． 

ここで，把握と知得との差異をあまり気にかけないようにしたい．また，「確言す
ること assurer」と「判断すること judicare」との差異も，いまは問題外としたい．
［3］&［4］から［5］&［6］へ到る十余年の間隙と，両者の文脈上の相異とを細
かく検討する紙幅が残されていないからである．そうした上で，［3］と［5］と，
［4］と［6］と，これらの二つ組各々が，それが表す事態において重なり合うと
みることができる．［3］&［5］はともに，われわれが認識可能なことの，神にと
っての可能性を伝える．言いかえれば，われわれに認識可能なものの総体が，神
に創造可能なものの総体に覆われているという仕方で，神の力能の大きさが語ら
れている．さらに言いかえれば，われわれの認識可能なものが，最低限不可能で
はないという仕方で保証されていることを表す．［4］&［6］は，いずれも，実質
的な主張のかぎりでは，［3］&［5］のうちに含まれている．もちろん，［4］と［6］
とはやや方向の異なる文である．［4］は，「把握不可能なもの」を問題にして，こ
れが神に創造不可能ではない，と述べる．［5］は，「知得可能なもの」を問題にし
て，これが神に創造不可能ではない，と述べる．両者はこの点では異なるが，同
時に両者は，認識不可能なものへの判断を保留する点で重なる．知得不可能なも
のについても，把握不可能なものについても，それが実在可能であるかないか，
という点については，確言することができないのである． 
この点について，われわれの言わんとすることは，1649年モア宛書簡の次のテ

クストに顕著に現れている． 

…それゆえ私は，可能であると私が認識するすべてのものを，神がなすことが
可能だと，あえて肯定する．しかし反対に，私の概念に矛盾することを，神が
なすことが可能だということをあえて否定することはしない．単に，それは矛
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盾を含むと述べるだけである．97 

ここでデカルトは，［3］&［5］と同様の主張，すなわち，可能だと認識されるも
のは実在可能であるという主張と，同時に，認識不可能であることが神に可能で
あるとは言わない，という主張を提示する．第二の主張のポイントは［4］&［6］
と同様，認識不可能な事柄について判断を差し控える，ということである． 
かくしてわれわれは，永遠真理創造説が，知得の領域と存在の領域とをいかに

して統一しているか，という本章の問いに，答えることになる．すなわち，知得
可能なことについての実在不可能性の否定いうなら実在可能性の肯定と，知得不
可能なことについての判断の差し控えである．或るものが知得可能ならば，当の
ものは少なくとも実在不可能ではない，と判断することによって，われわれは，
過誤から解き放たれて，既知のことを積み重ね思惟することができる．反対に，
或るものが知得不可能である場合には，そうしたものの実在可能ないし不可能性
を論結できないとすることによって，知得不可能なものを探究の俎上から外し，
よりわけながら歩みを進めることができる．このことが，永遠真理創造説の統一
性の核心として示されたのである． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97 To Morus, 5 February 1649, AT V, 272, 24–25. 
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結論 

本論の振り返り 

われわれの解釈がいっそう透明なものとなるように，本論全体の議論を振り返っ
ていこう．第 1章においてわれわれは，永遠真理創造説の逆説という嫌疑を晴ら
すため，神の全能性についての探究を推し進めた．ここではきわめて強い仕方で
神の全能性を肯定することに到り，そうした全能性に基づけば，必然的真理を自
由に創造する，といういわば非論理的な命題さえもが肯定されうるはずだ，と結
論した．これによって，永遠真理創造説の逆説は神の力能を過小評価する場合に
生じる問題であるとしてこれを斥けることとなった．しかしながら，第 2章の考
究によると，神がこのような強い仕方での全能性を有するからといって，すべて
の永遠真理が偶然的であるとみなすことは正しくない．なぜなら，われわれの思
惟の形式をなしている永遠真理は，もとより，その否定を認識することができな
いようなものとして創造されているからである．認識できないものについては，
神に可能であるとも不可能であるとも言えてしまうため，これを考慮に入れるこ
とは少なくとも有益ではない．かくして，永遠真理は必然的なものとしてしか思
惟されないので，永遠真理創造説によって真理が偶然的なものとなる，というの
は，われわれにとっては聞き入れるべき主張ではない．こうして永遠真理創造説
は整合的な真理観を提出することができる．しかし，これらふたつの章の結論か
らすれば，永遠真理創造説は，一方では神のまったき全能性を，他方では真理の
必然性を，それぞれ別の水準に設定して，これらを両立させているようにみえる．
そのように解するならば，永遠真理創造説が存在の秩序に及びつつも，知得の秩
序においては別の思索が採られているという仕方で，永遠真理創造説の統一性が
損なわれる．あるいは少なくとも，永遠真理創造説はデカルト哲学の全般に及ぶ
ものではないと言える．しかしながら，第 3章の議論をみれば，われわれの知得
から存在への連絡は，明証性の一般規則によって，最低限の仕方で保証されてい
ることがわかる．そして，このような仕方での保証は，一方では，われわれに知
得可能なものの実在可能性によって，他方で，われわれに知得不可能なものにつ
いて，判断を差し控えることによって成立する．一方は誠実な神がわれわれの認
識する能力を創造したことに，他方は，われわれの認識の限界というところにそ
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れぞれ根拠をもっているから，両者はともに永遠真理創造説の議論の図式のうち
に収まりうる．かくして，永遠真理創造説が「第六省察」冒頭部の記述と一致し，
しかもこれの根本を支えるような，そういう図式を提案していることが示される． 
このような議論は，いまだ誰も試みたことのないものであろう．そのゆえもあ

って，論点を精確に伝え難い面もあるため，今一度，先行研究との関係のなかで
われわれの解釈を位置付けてみよう．とくに本論の考察の中心となった，1630年
のメルセンヌ宛書簡の次の一節の解釈について，先行諸研究とわれわれの解釈と
を比較してみよう． 

［4］ われわれに把握不可能なもの〔こと〕を神がなしえないと，われ
われは確言できない． 

まず，いわゆる可能主義という立場をとってみる．可能主義者は，このテーゼ
を次のように読むことになるだろう． 

UP われわれに把握不可能なものは，神に創造可能である． 

こうした言い換えについてわれわれは，少なくとも誤っていないと言うことはで
きる．しかしここには次のふたつの問題が指摘されうる．ひとつは，当のものが
われわれに把握不可能ならば，それが神に創造不可能である場合を否定できない．
なぜなら，強い意味で全能の神は，自らにとって不可能である何ものかを創造し
うるからである．またひとつは，UPテーゼは，「…神がなしえない，とわれわれ
は確言できない」という微妙な言い回しの含みを説明できない．言いかえれば，
なぜデカルトが UP のように書かないのかがわからなくなってしまうのである．
ところで，UP以上に強い解釈をとる主観主義者は，［4］から次のことを抜き出す
だろう． 

S われわれに把握不可能なもの〔こと〕が神に創造不可能だ，とい
う命題は偽である． 

この解釈は神の非決定性をあまりに強く評価しすぎるため，神についての様相命
題の一切を不成立とさせてしまう．ここにはふたつの困難がある．ひとつは，可
能主義者同様，「われわれは確言できない」という言い回しを汲み取ることができ
ないこと．またひとつは，主観主義が，神について様相を帰属させている［3］の
ような記述と衝突してしまうことである． 
そこで，把握不可能性をめぐる石黒解釈をとると，［4］は次のように理解され

てしまう． 

I われわれに把握不可能なものは，神に創造不可能である． 

これは明らかに［4］の解釈としては成立しない．ただし石黒の解釈は，われわれ
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に把握不可能なものを無とみなす点できわめて示唆的であった． 
最後に村上の解釈によるならば，［4］は正しく読まれるだろう．しかし，村上

の解釈は，「第六省察」冒頭のテーゼを，［4］のような文脈から切り離してしまう
ことに主要な問題を抱えていたのである． 
われわれは，［4］の主張を，われわれに把握不可能なものについての判断の差

し控え，という点に求める．というのも，神の非決定性についての（ちょうど可
能主義と主観主義の間に位置するような）われわれの理解に基づくなら，われわ
れの認識を介さない議論は，何らかのものの実在可能性と不可能性とを同時に結
論することになってしまうからである．かくして，把握不可能なものについては
判断を差し控えるべきである．むろんこの差し控えは，石黒のような仕方で，神
に不可能を帰することとも異なる．言ってみれば，神の全能性の議論に（石黒の
ような仕方で）コミットすることなしに，われわれにとって或るものが把握不可
能であるということのみから，当のものを探究から除外することの根拠が得られ
ると考えられるのである．われわれに認識できないものに対する判断の差し控え
は，「第六省察」冒頭のテーゼにおいてもみられる．かくして，村上的な二分法に
ついて，上述のM1&2が導かれえないことから，二分法の不成立を結論することが
できよう．以上がわれわれの解釈の振り返りである． 

成果と課題 

以上の研究を通じて，永遠真理創造説は，いかなる逆説も，不整合も，二分法
もなしに成立することが確かめられた．そしてまた，永遠真理創造説がその背景
としている図式は，デカルト哲学の根本的なプロジェクトを仄示している．この
ことを裏返して言えば，次のようになる．永遠真理創造説は，［1*］永遠真理は，
必然的に真であり，かつ，神によって自由に創造された，という，その主張の核
心部のみを抽き出されて云為されるべきではなく，デカルト哲学独自の概念配置
を包括的に見渡した上で検討されるべきである．いずれにせよわれわれは，冒頭
で指摘した永遠真理創造説の悪名高さについては，そのいわれのなさを十分に示
したと考える． 
われわれの研究は，いまだ多くの課題を抱えている．われわれが提案した永遠

真理創造説の図式は，『省察』をはじめとするデカルト哲学の場面で，具体的にど
のような仕方で確かめられるのか．1630年の永遠真理創造説は，以後どのように
展開していくのか．われわれの「第六省察」冒頭の読み方は，『省察』全体の解釈
にどのように係わるのか．これらのことについては，細かな検討が十分ではない
ことをわれわれは自覚しておかねばならない．はたまた，永遠真理創造説は，17
世紀の哲学においていったいどのような意義をもちうるものなのか．これらのこ
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とについては，まったく手付かずである．残された課題に向かって，本論はいっ
そうの検証を待っている． 

展望 

われわれは，本論の成果を事細かに弁ずる代わりに，ここでひとつの問いに答
えることとしたい．その問いは，おもに村上（1990）によって提示されたもので，
〈永遠真理創造説〉という学説の扱いに係わるものである．もとよりわれわれも
序論で指摘しておいたように，「永遠真理」という概念も，〈永遠真理創造説〉と
いう名称も，デカルト自身が固有の立場を示すために用いたのものではない．村
上はこの事実に着目して，1630 年の一連の思索，ないしは 44 年のメラン宛書簡
や 49年のモア宛書簡などのテクスト群における思索を，〈永遠真理創造説〉とし
て括りだすことに異を唱えた．98 平たく言えば，この括りだしが「永遠真理の創
造」という先入見をなし，かくして 1630 年の思索の核心が見失われてしまうか
らである．村上その人が当の書簡から引きだした核心はと言えば，「本質が創られ
てあること」と，「神についての包括的把握の不可能性」との二点である．99 
この二点は，まさにわれわれが（もちろん村上に学びながら）〈永遠真理創造

説〉の核心に見出すこととなったところのものである．しかし，本論の議論は，
さまざまな点で村上の主張から距離をとったものでもある．その最たるものは，
研究方法にある．村上は，1630年の書簡を，それ単独で解釈することを，その研
究の土台とした．他方でわれわれは，1630年の書簡の記述を解釈するために，最
晩年のものを含め，さまざまなテクストを用いた．こうした離反的な態度を，わ
れわれは次のように正当化する．もとより，1630年の書簡がそれ単独で考察され
た場合には，永遠真理創造説の成立そのものが危ぶまれる．そのことは，第 1章
において可能主義を検討したさいに，十分に示されたようにおもわれる．永遠真
理創造説の逆説からデカルトを救い，また当説の内実をいっそう豊かなものとす
るために，われわれはあえて 30 年の書簡から，そして村上の立場から遠ざかる
ことを選んだのである． 
この点を踏まえて，〈永遠真理創造説〉という呼称そのものの正当性について結

論を下そう．われわれは，この呼称が何も排斥されるべきものではないと考える．
もとより，「永遠真理が創造された」とはデカルトの言であり，そのかぎりで当該
の呼称は少なくともあやまりではないからである．そのように呼称したうえで，
この永遠真理が事物の本質として創造されており，それゆえに把握可能であるこ

 
98 村上（1990）, 80–90. 
99 村上（1990）, 86. 
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と，また，創造者の把握不可能であること，ならびに真理の否定の把握不可能で
あること等々を，正しく読み取るようわれわれが心がければ済むことであろう．
むしろ，〈永遠真理創造説〉という風変わりな響きは，先入見を喚起するどころか，
「永遠真理とは何か」「これが創造されるとはどういうことか」という核心的な問
いへとわれわれを導くために都合がよいとおもわれる． 
ところで，このこと以上の意義が，〈永遠真理創造説〉と括りだすことには存し

ているとおもわれる．永遠真理が創造されるということは，デカルトにおいて次
のふたつのことと密接に係わっている．一方で，或るものが真であるということ
と，それが創造されているということとは同じことになる．他方で，それら真理
がこれを内側から結構する世界の外部に，真でも偽でもない，不可知の領域が拓
かれる．100（これが「本質の創造説」であれば，このような外部は偶有性の領域
であるように誤解されてしまうかも知れない．）在るものがすべて真であり，真で
あるものがすべて在るということは，真理へと到らんとする探究者にとっての理
論上の支えとなる．少なくとも，真理が虚構であることはなくなるからである．
それと同時に，真でも偽でもない外部（本論でわれわれが「認識の限界」と呼ん
だものの外部）の想定は，旧い知を乗り越え常に新たな知を獲得せんとする探究
者の理論上の支えとなる．われわれの認識が何らかの仕方で拡張され続けること
ができるならば，それに従って新たな知を獲得し，これをもとに旧い真理に反証
を突きつけることができるかもしれないからである．かくして，〈永遠真理創造
説〉において，真理の絶対的な必然性が保証されえないことは，合理性の欠如と
して批判されうるところではあれども，裏を返せば，絶えない反省による知の拡
大を目指すための，デカルトの根本図式ではないだろうか．〈永遠真理創造説〉と
いう呼称は，このような展望をわれわれにもたらす点で有意義である．この展望
を確かなものとするためには，いまだ多くの課題が残されている． 
 

 
100 神の⾮決定性が，世界の外部に真とも偽ともつかない領域を拓くという展望は，⼩泉

に学んだ．（1990, 160–165.）⼩泉はこうした思索を，「 “実在を逃れて純粋に存在する
ことを夢みる古⾊蒼然とした形⽽上学の焼き直しにすぎない” 」（⼩泉 1990, 172）と述
べている．これについて応答する⽤意は，いまのわれわれにはない． 
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