
 1 

デカルトと真理の問題 

 

有賀雄大（東京大学博士課程） 

yuta.keb@gmail.com 

2021年 1月 31日 

哲学オンラインセミナーにて 

 

 

参考文献 

 

G. Rodis-Lewis, « Création des vérités éternelles, Doute suprême et limites de l’impossible chez 

Descartes », Idées et vérités éternelles chez Descartes et ses successeurs, Paris, Librairie 

Philosophique J. Vrin, 1985, pp. 119–138. 

J. Hintikka, “Cogito Ergo Sum: Inference or Performance”, The Philosophical Review, Vol. 72, No. 

1, 1962, pp. 3–32. 

 

第一節の内容について詳しくは、 

有賀雄大「真であるとはいかなることか–「第四省察」における真理と完全性–」, 『フラン
ス哲学・思想 研究』, 日仏哲学会, 第 23 号, 2019, pp. 74–85. 

 

第一節で触れた「絶対的虚偽」について詳しくは、 

有賀雄大「「絶対的虚偽」と懐疑の解決–「第二答弁」註解–」, 『国際哲学研究』, 東洋大学
国際哲学研究センター, 第 8号, 2019, pp. 33–41. 

 

第二節前半について詳しくは、 

有賀雄大「アンセルムスにおける真理と存在 」 中世哲学会 2020年 11月 8日  

 

 

引用テクスト 

 

デカルトからの引用は AT版デカルト全集から行い、括弧内に巻数と頁数を順に記す。 

アンセルムスからの引用はシュミット版全集から行い、括弧内に巻数と頁数を順に記す。 

 

 

イントロダクション 

 



 2 

私がきわめて明晰かつ判明に知得するものは全て真である、というこのことを一般
規則として立てることができると思われる。（AT VII, 35） 

 

第一節 デカルトの真理概念 

  

もし万が一誰かが、或ることが真理であることについて私たちがそれほど堅固に
（firmiter）説得されてしまうとしても、そのことが神あるいは天使にとっては偽なる
ものと見え（apparere）、したがって、絶対的に言えば（absolute loquendo）偽である、
などということを心に描くとしても、それが我々にとって何だというのでしょうか。
そうした絶対的虚偽（falsitas absoluta）などというものを我々はどうして気にすること
がありましょう。それ［絶対的虚偽］をいかなる仕方でも我々は信じないし、そうい
うことがあるかもしれないとは少しも思いはしないのですから。というのも我々は、
いかなる仕方でも取り除かれ得ないほどに堅固な説得を想定しているのです。そして
そのような説得はきわめて完全な確実性と全く同一なのです。(AT VII, 145) 

 

まず、何かが我々によって正しく知得されると我々が思うとき、我々は自発的にそれ
が真であると自らを説得します。対して（autem）、このように我々が自らを説得する
ものについて、いかなる疑う理由も決して持たれることができないほどにこの説得が
堅固であるならば、それ以上に我々が探し求めることは何もありません。我々は理由
をもって望んでしかるべき全てのものを手にしているのです。（AT VII, 144） 

 

「第四省察」の分析 

 

第四省察では、我々が明晰判明に知得する全てが真であることが証明され、また同時に
虚偽の根拠 ratioが何において成り立つかが説明される（AT VII, 15） 

 

過誤あるいは虚偽の原因（AT VII, 54） 

 

今日の、過誤と虚偽の原因を探求した省察（AT VII, 62） 

 

ただそれにおいてのみ虚偽と罪の形相的根拠が成り立つところの欠如（AT VII, 60f.） 

 

何が真であるか十分に明晰判明に知得していないときは、判断を下すことを私が差し控
えれば、少なくとも、私が正しく行っており（recte agere）、誤らない（non falli）ことは
明らかである。だがもし私が、あるいは肯定し、あるいは否定するならば、そのときに
私は裁断力の自由（libertas arbitrii）を正しく用いていないのであって、そしてもし偽で
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ある側へ私自身を振り向けるなら、私はまったく誤ってしまうし、他方でもし他の側を
つかみとるならば、なるほどたまたま真理に遭遇するとしても、だからといって私が罪
を免れることはない。というのも知性の知得がつねに意志の決定に先立たなければなら
ないということは自然の光によって明白であるからである。そしてこの裁断力の自由の
正しくない使用の中に、過誤の形相を構成するあの欠如が内在している（privatio illa inest 

quae formam erroris constituit）のである。（AT VII, 59f.） 

  

真理と存在 

 

私がただ、私の完全に知解するもの全てに十分注意し、私がそれよりも曖昧錯雑にし
か把握していない残りのものから選り分けることだけをするならば、理の当然として
私は真理に達するであろう。（AT VII, 62） 

 

それらの働き［＝意志の作用および判断］は、それが神に依存する限りにおいて、ま
ったく真で善なるものであり、私がそれらを引き起こすことができるということは、
それができないとした場合に比べて、何らかの仕方で私におけるより大きな完全性な
のである。（AT VII, 60） 

 

明晰判明な知得はいずれも疑いもなく何ものかであり、したがって無からあることは
ありえず、必然的に神を—神とは、欺く者であるということが矛盾となる、あのこの
上なく完全な神のことを言っているのだが—作者としてもっており、ゆえに疑いもな
く真である（AT VII, 62） 

 

真理は存在において、虚偽は非存在においてのみ成り立ちます（consister en [...] 

seulement）（AT V, 356） 

 

［神の観念は］最高に明晰判明であって、他のいかなる［観念］よりも多くの対象的
実象性（plus retalitatis ovjectivae）を含むのであるから、それ自らによって［神の観念
よりも］より真である（per se magis verus）ものは何もないし、そこにおいて虚偽が見
つかる疑惑がより小さい（minor falsitatis suspicio）ものも何もない。この上なく完全
で無限な存在者についてのこの観念が、最高に真である（maxime verus）と私はいう。
というのも、そのような存在者が実在しないと思い描いてみることが、もしかすると

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

できるかもしれないとしても
．．．．．．．．．．．．．

、それでもそれ［存在者］の観念が、冷の観念について
私が前に言ったように、実象的なものを何も私に呈示しないということを思い描くこ
とはできないからである。（傍点引用者）（AT VII, 46） 
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第二節 アンセルムスにおける真理の問題 

 

教師：ということは，あるところのものはいずれも、ここで［最高真理のうちで］そ
うあるところのこのものである限りで、真にあるのだ。 

生徒：絶対的にそのように結論づけられます。というのも、あるものは全て、ここで
［最高真理のうちで］そうあるのと異なったものではない以上、真にあるからです。
（S I, 185） 

 

いわば範型 exemplum，あるいはより適切にいうならば形相 formaないし似姿 similitudo，
あるいは尺度 regula（S I, 24）。 

 

創造されたあらゆるものは，最高に存在し最高に大きいあのものに似ていればいるほ
ど，よりいっそう存在し magis esse，それだけより優れているのである。（S I, 49） 

 

それ固有の仕方で，あるのみならず，生き，感じ，理性的である（S I, 49）。 

  

それの似姿であるところのものをより多くあるいは少なく模倣するに応じて，より多
くあるいは少なく真である magis vel minus est vera（S I, 48） 

 

生ける人間のうちに人間の真理が存すると言われ，真なる絵のうちにその［人間の］
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

真理の似姿あるいは似象
．．．．．．．．．．．

similitudo sive imago illius veritatisがあるのと同様に
．．．．．．．．

，実在す
ることの真理はその本質が最高に存在し，ある意味でそれだけが存在している言葉の
うちで知解されるのであるが，それに対して，［...］作られたところのもののうちには，
あの最高の本質の何らかの模倣が認められる。（S I, 49強調引用者） 

 

理性的精神が、より熱心に自らを学ぼうと努めるほど、より効果的にあのもの［＝神］
の認識へと達するということ以上に明らかなことが何かあるだろうか。そして自らを
見通すことを軽んずるほど、それの観想からは失墜するということ以上に明らかなこ
とが何かあるだろうか。（S I, 77） 

  

ここから次のことが帰結するように思われる。理性的被造物が努めるべきことは，自
然的力能 naturalis potentia を通して刻印されたこの似像を，意志的な行いを通して表
現する per voluntarium effectum exprimereこと以外にない。（S I, 78） 

  

したがって明らかなのは、理性的被造物は、自身の「できる」と「望む」の全体を、
最高の善を記憶し知解し愛するために費やすべきである。このためにこそ［理性的被
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造物は］自らの存在自体を自らが有していると認識するのである。（S I, 79） 

 

ここで真理と言われるものは、全く異なっているのである[…]doctrina christiana［キ
リスト教の教義］は存在者に関わる知、すなわち存在者とは何であるかについての
知を伝達しようとはせず、むしろこの教義の真理は徹頭徹尾、救済の真理
Heilswahrheitである。個々の不死なる魂の救済を確かめることが重要なのである。す
べての知識Kenntnisは救済の秩序に関係づけられ、救済を確かめ促進することに奉仕
している。〔…〕これにより、どの唯一の様式で（すなわち方法によって）知るに
値するものdas Wissenwerteが規定され、伝達されるべきなのか、もまた確定される
（ハイデガー『ニーチェII』GA 6-2, 116） 

 

真理は精神によってのみ知得可能な正しさである（veritas est rectitudo mente sola 

perceptibilis）（S I, 191） 

 

教師：その［最高真理の］正直が他の全ての真理と正直の原因であって、その［最
高真理の正直の］原因となるものは何もない、ということは分かるね。（S I, 190） 

 

次のことを考えてみよ。こうしたわけで、上述の全ての正しさは、それら正しさの存
するところのもの［事物］があるべき仕方であるか、あるいはなすべきことをなすか、
によって正しさなのであるのだが、だからといって、最高の真理は何かをすべきであ
るがゆえに正しさなのではない。というのも、全てのものは最高真理に

．．．．．．．．．．．
負っており、
．．．．．．

しかし最高真理はといえば何者にも何も負っていない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

から。Omnia enim illi debent, ipsa 
vero nulli quicquam debet（S I, 190） 

 

なすべきことをなす者は、善くなし、また正しさをなす。そこから、正しさをなすこ
とは真理をなすことであるといえる rectitudinem facere est facere veritatem。というのも
真理をなすことは善くなすことであり、善くなすことは正しさをなすことだというこ
とは確かだからである。以上からして、はたらきの真理は正しさであるということほ
ど明白なことはない。（S I, 181） 

 

主が「真理をなす者は、光に到来する」と語った時、この「なす」を、本来「なす」
と言われるところのもののみならず、全ての動詞（verbum）の意味で用いることを主
が望んだのである（S I, 182）。 

 

教師：肯定は何のために成されるのかね？ 

生徒：あるものをあると表示するためです。 
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教師：したがって、［言明は］これ［あるものをあると表示すること］をするべきなの
だ。 

生徒：間違いありません。 

教師：したがって、あるものをあると表示するときに、［言明は］するべきことを表示
しているのだ。 

［...］ 

それ［表示］において正しいことと真であることとは同じであって、それはあるもの
をあると表示することなのだ（S I, 178）。 

 

第三節 デカルトと真理の問題 

 

例えば、ここ何日かのあいだ、世界のうちに何かが実在するかどうかを私が吟味し、
そこで、私がそのことを吟味するというまさにこのことから、私が実在するというこ
とが明証的に帰結することに気がついたとき、なるほど私は、これほど明晰に私の知
得するものが真であると判断しないことは全くできなかったのであるが、これは何か
外的な力によって私が強制されたということではなく、むしろ知性における大いなる
光から、意志における大いなる傾向性が続いたからなのであって、このようにして私
は、このことに対して非決定であることが少なければ少ないほど、より自発的かつ自
由にそれを信じたのである。（AT VII, 58f.） 

 

一方、私が一方の側よりも他方の側へと私を駆りやる根拠が何もないときに私の経験
するあの非決定は、自由の最も低い段階であって、その非決定においては、いかなる
完全性も立証されず、むしろただ単に、思惟における欠陥あるいは何らかの否定を立
証するのみである。（AT VII, 58） 

  

たとえ私が、何かをすこぶる明晰判明に知得しているかぎりは、それが真であるとい
うことを信じないことができないという本性を持っているとしても、（AT VII, 69） 

 

以前からすでに知っていたものを思い出すか、あるいは、以前はそれに精神の視線を
向けてはいなかったもののやはりずっと私のうちにあったものに、初めて気がつくよ
うに思われるほどに、明白であって私の本性に適合する。（AT VII, 64） 

  

私があることの真理の謎 

 

私は、私が思惟する事物であることを確知している。それならば、私が何らかの事物
について確知するために何が要請されるかについても、私は知っているのではないか。
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実際、この第一の認識のうちには、私が肯定するものについてのある明晰判明な知得
以外には何もないのである。もし、これほど明晰判明に私が知得する何かが偽である
ということが一度でも起こりうるとしたら、それ［明晰判明な知得］は私をして事物
の真理について確知せしめるのに足らぬはずであることは分明である。したがって今
や、私がきわめて明晰判明に知得する全てが真であるということを、一般的な規則と
して確立することができるように思われる。（AT VII, 35） 

 

私によって言表され、あるいは精神によって思い抱かれるごとに quoties me profertur, 

vel mente concipitur（AT VII, 25） 


