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はじめに 

 真理に関する問いの一つとして、「真であり」うるのはいかなる種類のものか、という、い

わゆる真理の担い手の問いが存在する。この観点からデカルトのテクストを眺めてみると、そ

こには一見したところ二通りの思考が見出される。  

 一方でデカルトは、「ものchose」や「存在ens」が真なるものである、という思考を明確に

打ち出している1。他方で、用語法の問題を一旦括弧に入れれば、「三角形の内角和は二直角

であること」「神が実在すること」といった、主語と述語の結合で表現されうるものをデカル

トが真理と認めていることもまた明らかである。 

 デカルトは、もの
．．

それ自体が真であると語りつつ、主語・述語を正しく結合することで真理

の探究を推進しているようにも見える。こうした二面はいかにして統一的に理解されうるだろ

うか。これが以下の考察を導く問いである。 

 この問いに答えるために我々は、ある重要なテクストを分析する。それは『省察』「第五省

察」の冒頭部に位置する「真で不変なる本性vera et immutabilis natura」をめぐる議論の箇所

（VII, 63–65）である。ここでは、「明晰判明な知得は真である」という「第四省察」で得ら

れた結論を前提としながら、いわゆる存在論的証明の準備が行われる。存在論的証明は、神と

必然的実在の結合関係に基づく証明であり、そこでは結合する二項の関係が問題となってい

る。一方で、この存在論的証明を成立させるための上の議論は、観念が「本性」というもの
．．

が

真なるものだという主張を導くものである。ならば、この議論の流れを明らかにすれば、もの
．．

の真理と結合の真理の関係について何らかの手がかりが得られるだろう。 

 以下の論述は次のような構成をとる。第１節は「真で不変なる本性」をめぐる議論を分析

し、その論証を整合的に理解する仕方を探る。議論の全体を提示して問題点を明確にしたあと

（1.1, 1.2）、関連テクストを用いて幾つかの条件を確認し（1.3, 1.4）、論証を理解する筋道を

 
1 我々の観念あるいは概念は、実象的なもの choses réelles であって神に由来するので、［…］真でしかあり得

ない」（VI, 38）;「キマエラにおいて明晰かつ判明に把握されうるすべてのものは、真なる存在者 ens verum で

あって、虚構的存在者ではない」（V 160; Beyssade[1981], p. 73.）。デカルトからの引用は AT 版から行い、括弧

内に巻数と頁数を順に記す。ただし『ビュルマンとの対話』については Beyssade による校訂版（J-M. 

Beyssade, Descartes/L’entretien avec Burman, Edition, traduction et annotation, Paris:Presses Universitaires de France, 

1981.）を参照し、AT 版の巻数・頁数と Beyssade 版の頁数を併記する。 
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示す（1.5）。第２節では、こうした構造を踏まえ、結合が真であることと本性が真であるこ

とがどのような根拠によって成立するのか、「第四省察」の議論を参照しながら論じ、部分的

な解明を提示する。 

 

 

1 「真で不変なる本性」論（VII, 63–65）の分析 

 

1.1 「真で不変なる本性」論の前半 

 

 それでは問題となる箇所の論述を詳細に追ってゆこう。ここでデカルトは議論の素材とし

て、「三角形」という「個別的なparticularis」物体の観念を取り上げる。この観念は、「一般

的にin genere見られた」延長の観念とは区別され、注意を働かせることで見出されるものであ

る。以上のことから、物体の「個別的な」観念とは、延長の観念に含まれる長さ、深さ、形と

いった一般的な規定に、三つの角と辺を持つ、内角はそれぞれ何度である、といったように、

変数に値を代入するような仕方で限定を加えることで成立する図形のことと考えて良いだろ

う。 

 「真で不変なる本性」はこうした個別な図形において見出される。その議論の前半を、やや

長くなるが、引用しよう。 

 

[i]ここで何より考慮せねばならぬと私が考えるのは、私が自らのもとに、たとえそれが

私の外ではどこにも実在しないかもしれぬとしても、無であるとは言われ得ないところ

の諸事物についての無数の観念を見出すということである。そして、たとえそれらがあ

る程度私の恣に思惟されうるとしても、しかし私によって虚構されることはなく、むし

ろその真で不変なる本性をもつ。[ii]例えば、私が三角形を想像するとき、たとえ私の思

惟の外ではそうした形は世界のどこにも実在せず、また、かつて決して実在したことも

ないとしても、やはりどう見てもある定まった、不変で永遠なその本性、いうなら本

質、いうなら形相があり、それらは私によって作り出されたのではなく、私の精神に依

存してもいない。[iii]それは次のことから明らかである。その三角形について様々な特

性、すなわち三つの角は二直角に等しい、その最大角には最大辺が対する、等が論証さ

れうるのだが、これらを今私は、望もうと望むまいと明晰に認めるのである。たとえ、

私が三角形を想像したときに、以前はそれらについてもいかなる仕方でも私は思惟しな

かったし、したがってそれらが私によって作り出されていたのでもないのだとしても。2 

 
2 Quodque hic maxime considerandum puto, invenio apud me innumeras ideas quarumdam rerum, quae, etiam si extra 

me fortasse nullibi existant, non tamen dici possunt nihil esse ; et quamvis a me quodammodo ad arbitrium cogitentur, non 

tamen a me finguntur, sed suas habent veras et immutabiles naturas. Ut cum, exempli  causa, triangulum imaginor, etsi 

fortasse talis figura nullibi gentium extra cogitationem meam existat, nec unquam extiterit, est tamen profecto determinata 

quaedam ejus natura, sive essentia, sive forma, immutabilis et aeterna, quae a me non efficta est, nec a mente mea 
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まず、それぞれの箇所から最低限引き出せる内容を確認しておこう。 

［i］精神のうちに見出される幾つかの観念は、「無であることのあり得ない」事物を表す3。こ

うした諸事物が、それぞれ「真で不変なる本性」を有している。この真で不変なる本性は、外

的実在とは区別されながら、それでも何らかの存在論的身分を持つとされている。 

［ii］三角形という具体例を導入し、「真で不変な」という形容の意味がより具体的に説明され

る。まず、「真で不変である」ことが「定まった determinatus」「永遠な aeternus」、かつ精神の虚

構に依存しない、という仕方で特徴付けられる。また、「本性」という表現に関しても、「本質」

「形相」とも言い換え可能であるとされている。 

［iii］以上の根拠が二通りの仕方で示される。第一に、三角形について「内角の和が二直角に等

しい」等の特性が論証されるとき、その特性が恣意的に三角形に帰されたものではなく、自由

に変更することもできないこと。第二に、こうした特性はある任意の過去時点で私が創作した

ものでもない。以前同じ三角形を想像したさいには、私は当の特性を思惟してはいなかった。

思惟しない限り、それを創作することもできないはずであるから、その時点で私が当の特性を

創作していたという可能性はない4。こうして、「今」私が創作している可能性と、「以前」創作

しておいた可能性とがそれぞれ排除されている。  

 以上述べられた事柄は、非常にありふれた指摘に見える。三角形の特性が恣意的に変更でき

ないという事実は誰もが認めるところであろう。またその非恣意性を、三角形という幾何学的

対象が「不変な」構造を備えていると形容することも不自然ではない5。 

 しかし実際この議論はそうした平凡な指摘に止まらない。なぜならデカルトがそこから、本

 

dependet ; ut patet ex eo quod demonstrari possint variae proprietates de isto triangulo, nempe quod ejus tres anguli sint 

aequales duobus rectis, quod maximo ejus angulo maximum latus subtendatur, et similes, quas velim nolim clare nunc 

agnosco, etiamsi de iis nullo modo antea cogitaverim cum triangulum imaginatus sum, nec proinde a me fuerint effictae. 

（VII, 64 強調引用者） 

3 ここで「無であることがあり得ない」という関係代名詞句がかかっているのは「観念」ではなく「諸事物」

である。既にアルキエが指摘しているとおり、仮にこの句が「観念」にかかっているのだとすれば、この句に

含まれる「たとえそれが私の外ではどこにも実在しないかもしれぬとしても」という断りが不自然である。な

ぜなら観念が私の外に実在しないことは自明であり、その事実に「かもしれぬ」というニュアンスを付け加え

る必要はないからである。Cf. F. Alquié, tom. II, p. 470, n. 2. 

4 諸特性が「私によって作り出されていた fuerint effictae のではない」というとき、その前の「私によって作

り出された efficta est のではない」という箇所とは時制が異なる。リュイヌ公の仏訳はこの点を見落とし、い

ずれも複合過去で訳している。 

5 なお［i］ににある「たとえそれらがある程度私の恣に思惟されうるとしても」という譲歩は、三角形に注

意を向け、それを思惟するか、しないかという点の恣意性を述べているものと解釈することができるので、こ

の非恣意性と矛盾するものではない。これは既にリュイヌ侯が示していた解釈である。彼は自身の解釈を交え

ながら同箇所を « bien qu’il soit en ma liberté de les penser ou ne les penser pas »と訳している。 
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性が「真である」「無でない」といった事柄を結論づけているからである。［iii］で示されている

根拠は、論証の非恣意性のみならず、三角形が「真である」こと、そして無でない何かである

ことの根拠でなければならない。しかしこうした根拠づけは直ちに了解可能ではない。例えば

Wilson は次の率直な感想を記している。 

 

彼の観念から予見されず意志もされぬ帰結が生ずる、ということについての考察によっ

て、この観念が彼の考案によって完全には制御されないということが示される、この点で

デカルトは正しいかもしれない。しかしこの関係は、デカルトが示唆するようにア・プリ

オリかつ実在的な述語づけ real predication を理解するための基礎を提供するだろうか6。 

 

 デカルトはなぜこの論証が成立すると考えたのだろうか。 

 

 

1.2 「真で不変なる本性」論の前半 

 論証が明瞭に見えない理由は、暗黙の前提がそこで働いているからである。このことは議論

の後半を読み通せば明らかとなる。 

 

また、三角形の形状を有する物体を私が時折見たことがあるのだから、もしかすると三角

形のその観念が外的諸事物から感覚器官を通して私に到来したのかもしれない、と言っ

ても事情に関わらない。というのも、私は他にも無数の、感覚を通して私に流れ込んだと

いう疑念が全くありえないような形を案出することができるのであるが、にもかかわら

ず私はそれらについて、三角形に劣らずさまざまな特性を論証することができるからで

ある。これら特性は、私によって明晰に認識されるゆえに当然全て真である。それゆえま

た、それらは何かであって、純然たる無ではないのである。なぜなら真であるものは全て

何かであることは明白であるから。そしてすでに私は、私が明晰に認識する全てが真であ

るということを十分に証明した7。 

 

 我々が三角形の不変なる本性を有しているという事実は、外界に存在する三角形の形状をし

た物体から私がそれを受け取ったとすれば説明がつく、という反論を想定し、デカルトは反駁

を行っている。デカルトは、感覚から受け取ったという可能性がまずありえない複雑な図形を

 
6 M. Wilson [1978], p. 172. 
7 Neque ad rem attinet, si dicam mihi forte a rebus externis per organa sensuum istam trianguli ideam advenisse, quia 

nempe corpora triangularem figuram habentia interdum vidi ; possum enim alias innumeras figuras excogitare, de quibus 

nulla suspicio esse potest quod mihi unquam per sensus illapsae sint, et tamen  varias de iis, non minus quam de triangulo, 

proprietates demonstrare. Quae sane omnes sunt verae, quandoquidem a me clare cognoscuntur, ideoque aliquid sunt, non 

merum nihil : patet enim illud omne quod verum est esse aliquid ; et jam fuse demonstravi illa omnia quae clare cognosco 

esse vera. Atque quamvis id non demonstrassem,  ea certe est natura mentis meae ut nihilominus non possem iis non 

assentiri, saltem quamdiu ea clare percipio; （VII, 64f.） 
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例に取る。それでも依然としてそれらが真で不変なる本性を有している、と証明することで、

上の反論を排除するのがデカルトのここでの戦略である。その証明は、まずは、先ほどと同様

に特性の論証可能性に訴えるのだが、ここではさらに、「真である」ことと「何かである」こと

の明示的な理由が示される。それは次の二つの三段論法として整理できる。 

 

〈三段論法 1〉 

大前提：私が明晰判明に認識するものは全て真である。 

小前提： 私は特性を明晰判明に認識する。 

結論：特性は真である。 

 

〈三段論法 2〉 

大前提：真であるものは何かである。 

小前提： 特性は真である。（上の「結論」より） 

結論：特性は何かである。 

 

ここで、三段論法 1 の大前提「明晰判明に認識するものは何かである」と三段論法 2 の大前提

「真であるものは何かである」とが新しく導入された前提である。後者は、「明白である patet」

事柄として、前者は証明済みの事柄として導入されている。「すでに」証明した、とは明らかに

「第四省察」を指している8。 

 こうして議論の後半を読み通してみると、複雑な図形に関して真で不変なる本性を証明する

ためには、論証される特性が真で何かであるという前提が必要であることが明示的に読み取れ

る。そしてむろん、このことは三角形や他の本性にも当てはまると考えられる。したがって真

で不変なる本性は一般に、真で何かである特性の論証可能性によって証明されると言える。 

 仮に上の二つの新たな前提を受け入れるとしても、やはりこの証明には疑念が残る。という

のも、上の論証から形式的に得られる結論は、特性が
．．．

真であるということであるが、デカルト

が証明しようとしていたのは、それら特性が所属する先にある「本性」の真であることだった

はずである。ここであたかも論証が飛躍しているかのような印象を我々は抱かざるをえない。 

  

1.3 特性の論証とは何か  

 この疑念を解消するためにまず、特性の論証ということでデカルトが具体的に何を考えてい

たのかを確認しておく必要がある。 

 1/まずは『ビュルマンとの対話』で与えられている説明が役に立つ。デカルトはここで、キマ

 
8 「第四省察では、我々が明晰かつ判明に知得するものが全て真であることが証明される」（『概要』: VII, 

15）。 
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エラがなぜ真で不変なる本性でないのかを次のように説明している。 

 

というのも、ライオンの頭や山羊の身体の間に在るいわば結び目を、われわれは明晰には

知得しないからである。私がペトロが立っているのを明晰に見ても、だからといって立っ

ていることが〔ペトロに〕含まれていてペトロに結びついているとは明晰に見ないのと同

じである9。 

 

デカルトがここで、「結び目 nexus」「含まれること contineri」といった関係に着目している。こ

れらの関係が明晰に知得されることこそが、キマエラが真で不変なる本性になるために必要な

ものとされている。ここから、「第五省察」でデカルトが問題としていたのも、図形と諸特性の

結合関係それ自体であったと考えられる。実際テクスト上でも、特性は図形「について de」、あ

るいは「三角形について de」論証されると書かれている。したがって、デカルトが「これら特

性は、私によって明晰に認識されるゆえに当然全て真である」と書いているからといって、特

性が、所属先である図形との関係なしに単独で「真である」という身分を付与されていると考

えてはならない。 

 2/それではこの結合あるいは結び目を「明晰に知得する」とはいかなることか。その知得は、

「想像」とは異なる。すなわち、「ライオンの頭が山羊の身体に結合している、またそれに似

たものを、どれほど明晰に想像しようと」、すなわち二つの物体が結合している姿をくっきりと

想像することができても、それは結び目の知得とは異なる10。それでは知性によって結び目を正

しく知得するとは何か。『第一答弁』では、「分割」の不可能性として記述されている。真で不

変なる本性を含まない虚構観念は、「明晰判明な操作によって分割されうるのであって、したが

って知性がそのように分割できないものは、疑いなく、それ［＝知性］によって構成されたの

ではない」（VII, 117）。真の結合は、知性が分割を行うことができない
．．．．

ものである。この「明晰

判明な操作 operatio」による分割とは、三角形に関して内角和二直角を「明晰かつ判明な操作に

よって、すなわち私の述べていることを正しく知解しながら、否定する」ことである。（VII, 117）。

三角形とその特性との関係を明晰に知得することは、ここでは、「三角形が二直角でない」とい

うことを意味不明にならないように述べることができない事態として説明されている。真で不

変なる本性について論じる際に重要な意味を持つ「論証」とは、このような反対の知解不可能

性を見て取ることにほかならない。 

 
9 V, 160; Beyssade[1981], p. 75. 
10 「しかしここで注意されなければならないのは、われわれが述べているのが明晰な知得についてであっ

て、想像についてではない、ということである。なぜなら、ライオンの頭が山羊の身体に結合している、また

それに似たものを、どれほど明晰に想像しようと、だからといってそういったものが実在するということは帰

結しない」（V, 160; Beyssade[1981], p. 73–75.）。村上もキマエラが真で不変なる本性を認められないことの理

由はそれが「想像（力）の産物」であることにあると考えている（村上[2005] pp. 52–54, n. 12）。 
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1.4 結合ともの 

 以上から、「第五省察」で真なる特性を論証するとは、実質的には事物とその特性との分割

不可能な結合を見て取ることだと言える。 

 とはいえ、結合が真であることから事物が真であることを導くデカルトの論証は、やはり理

解することが容易ではない。例えばFrankfurtは、「明晰判明な知得は常に、何ごとかが本当で

あることthat something is the caseの知得である」と考え、観念について成立しうる真理につい

ては「命題はある概念のうちに何が必然的に含まれるかについてのものでありうる」11と理解

した。真なる結合をこうした分析的帰結関係と同一視するならば、そうした関係から概念それ

自体や概念のうちに含まれる規定相互の関係について何かを導くことはできないし、ましてや

何らかの存在を結論づけることはできない12。 

 この疑念を解消するために、今度は事物の側、すなわち「真で不変なる本性」と呼ばれてい

るものの、身分が何であるのかを探り、それが結合とどのような関係にあるのかを明らかにし

よう。そのために適切な作業は、デカルトが挙げるいくつかの具体例を研究し、それがいかな

る基準で「真で不変なる本性」とみなされ、あるいはみなされないのかを推定することである。 

 ここでは比較的情報量の多い説明が与えられている二つの事例を採り上げる。一つは、正方

形内接三角形の観念であり、もう一つはキマエラあるいはペガサスといった合成獣の観念であ

る。 

 1/正方形内接三角形は、ある意味では真で不変なる本性であり、ある意味ではそうでない。一

方でデカルトはこの図形に関して「正方形なしの三角形などといったものを思惟することもま

たできる」ために「真で不変なる本性を有さない」と明記している（VII, 117）。他方、正方形内

接三角形は、「単独の三角形に属することごとを正方形に帰する、あるいは正方形に属すること

ごとを三角形に［帰する］ためにではなく、両方の結合から生じることごとのみを私が吟味す

るために、考察するならば、それの［＝正方形内接三角形の］本性は、単独の正方形、あるい

は三角形に劣らず、真で不変である」という一面ももつ。両方の結合から生じること、とは例

えば「正方形はその内部に描き込まれた三角形の二倍よりも小さくはない」といったことを指

 
11 Frankfurt[2008], p. 179. 
12 また Schmalz のように「例えば三角形の不変なる本質は、三角形が存在する複数の世界において、そうし

た形が特定の諸特性を有しなければならないという神慮と同一視されうる。これらの諸特性に関する永遠真理

は、この神慮によって形に結び付けられている」（Schmaltz[1991], p. 159）と考える場合も同様である。この

研究者の優れている点は、この解釈が完全にデカルトのテクストと一致しないことも理解していた点にある。

だからこそ彼はデカルトのテクストを一種の省略表現として解釈することを提案しているからである。「この

法則は、神がこの法則を設定した後に創造し得た様々な世界において、任意の三角形がこの特性を有するので

なくてはならない、ということを含意する、とこのようにデカルトは述べることも可能だった」

（Schmaltz[1991], p. 161）。 
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す。（VII, 118） 

 2/合成獣の複合観念についてもやや複雑な説明が与えられる。一方では、合成獣の観念は「反

対に、羽の生えていない馬［…］を思惟することもまたできる」ので「真で不変なる本性を有

さない」と言われる（VII, 117）。他方ビュルマンに対してデカルトは次のような答えを与えて

もいる。 

 

キマイラにおいて明晰かつ判明に把握されうるものは何であろうと、真なる存在者であ

って、虚構的存在者ではない。なぜなら、そうしたものは、真でありかつ知性的な本質を

持っているのであり、そしてその本質は、他の諸事物の現実的本質と同様に、神に因るの

であるから。一方、［その本質が］虚構的存在者と言われるのは、われわれがそれを実在

すると想定している間である13。 

 

デカルトはここで、キマエラそのものではなく、キマエラ「において in」あるものが真なる存

在者であると述べている。しかしその真なる存在者もまた、実在するものと想定されると虚構

的存在者と化す。 

 これらの例解は、いかに統一的に理解できるだろうか。 

 まず正方形内接三角形については次のように考えられる。単に三角形と正方形のそれぞれに

属する特性が問題とされている場合、正方形内接三角形のうちに見出される特性は、三角形に

ついて論証される諸特性と正方形についてのそれの総和に過ぎない。このとき、いずれの特性

を取り上げても、正方形内接三角形のうちにはその特性を論証するのに不必要な内容が含まれ

ている。例えば正方形内接三角形について内角和二直角を論証することができるが、この論証

は正方形に内接しているという要素を全く必要としない。これに対して、図形の結合から生じ

る特性にのみ着目する場合、その特性群は全て三角形が正方形に内接している限りにおいてし

か導き出されないものであり、その限りでみられた正方形内接三角形のうちから除去できる性

質はない。この場合、正方形内接三角形は真で不変なる本性の資格をもつ。要するに、特性の

論証を成立せしめるのに必要十分なものが、真で不変なる本性と言われる14。 

 この解釈はキマエラについての説明とも整合する。すなわち、キマエラを構成する諸要素の

うちのどれか一つでも、そこからさまざまな性質を論証することのできる一つの要素を発見で

 
13 V 160; Beyssade[1981], p. 73. 
14 ケニーは合成獣の観念と正方形内接三角形の観念の比較においてであるが、単なる総和が真で不変なる本

性たり得ない点を正しく見ている。「おそらく差異は次のようなものだ。翼の生えた馬の諸特性は、馬の諸特

性と、翼を持つことの諸特性、さらにこれらの様々な組み合わせの総和に過ぎない。他方、正方形内接三角形

の特性としてデカルトが言及する比 proportion は、いかなる正方形に関係づけられずとも三角形がそれ自体で

有するような特性ではないし、いかなる三角形に関係付られずとも正方形がそれ自体で有するような特性でも

ない」（Kenny [1987], p. 154）。 
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きれば、その要素は真で不変なる本性と呼ばれうる。例えば、キマエラの観念のうちに物体の

観念が含まれているならば、その物体は真で不変なる本性と言える15。しかし、だからといって

その本性が内在しているキマエラという複合観念がその資格を獲得するわけではない。第一に、

キマエラの観念は正方形内接三角形のそれと同様に、物体的特性の論証に関与しない無数の要

素を含んでおり、第二に、それを構成する「ライオン」や「ヤギ」といった、それ自体が不明

瞭なものが含まれるからである16。それゆえにキマエラの観念は決して真で不変なる本性を表

すことがない。 

 この解釈の重要な帰結は、ある特定の観念について、それが真で不変なる本性を表すか否か

が一義的に定まることはない、という点である。なぜなら、正方形内接三角形の例が示すよう

に、どのような特性を論証するかに応じて、その論証に必要な要素が決定し、その要素のみが

真で不変なる本性として認められるからである。別の論証を選択すれば、何を真で不変なる本

性とするかも変化する。この意味でなら、正方形内接三角形はある観点からは真で不変なる本

性であり、別の観点からはそうではないと言うことも可能である17。 

 

1.5 論証の解釈 

 

 この解釈が正しいとすれば、「第五省察」における証明はどのように理解できるだろうか。デ

カルトはそこで、三角形についてさまざまな真の特性が論証できる、ということから、三角形

が真で不変なる本性であると結論づけていた。そして我々の疑問は、特性の論証可能性から本

性そのものについての主張への移行がなぜ可能であるのかというものだった。ところで 1.4 で

我々がたどり着いた結論は、何を真で不変なる本性とするのかは、どのような特性を論証する

かに応じて変わりうること、そして、真なる論証が明晰に見てとられれば、その論証に応じて、

そうした論証を可能にする限りでの事物が真で不変なる本性となる、ということであった。こ

 
15 実際にデカルトは物体が真で不変なる本質であることを明言している。「そして他のものは本有観念です。

例えば神、精神、物体、三角形、そして一般に、ある真で不変かつ永遠なるある本質を表す全て［がそれにあ

たります］」（1641 年 6 月 23 日メルセンヌ宛：III, 383）。キマエラのうちにある真で不変なる本性を物体と考

えるこうした推定は、既に Carraud が提出している。Cf. Carraud[2018], p. 180. 

16 「それに対して、私が三角形、あるいは正方形を思惟するときには（ライオンあるいは馬について私はこ

こで語らない。なぜならそれらの本性は我々にとって全くもって明瞭というわけではない plane non sunt 

perspiquae からである）、例えばそれの［＝三角形の］三つの角が二直角に等しいこと等といった、三角形の観

念の中に含まれていると私が気づくものなら何でも、私は三角形について真理をもって肯定することだろう」

（「第一答弁」：VII, 117 強調引用者） 

17 Carraud は正しく次のように述べている。「ens verum の、すなわち、真で不変なる本性の認識は、精神がそ

れに関わりゆくにあたって採用したり変更したりすることのできる様々な様式に、その可能性を負っている」

（Carraud [2018], p. 190）。 
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のようにデカルトが考えているならば、「第五省察」の証明は全く飛躍を含んでいないどころか、

自明の事柄を述べていると理解できる。なぜなら、三角形について内角和二直角が論証可能で

あるならば、そのような特性を帰結させるに必要十分な内容を有する限りでの三角形は真で不

変なる本性であると直ちに結論づけられるからである18。  

 

 

2 論証が「真である」こと 

 上で明らかとなったのは、要するに、真で不変なる本性が、常に論証あるいは結合の知得に

依存する存在者だということである。また、「第五省察」を振り返るならば、真で不変なる本性

が「真である」ことは、特性の「真である」ことに由来していた。従ってここでは、「真なる事

物」の成立に先立って、真なる論証、あるいは真なる結合の認識が成立しうるのでなければな

らない。その場合の「真である」とはいかに理解可能だろうか。 

 

2.1 真理へ至るために為すべきこと 

 この点を明らかにするためには、「第五省察」の証明で導入されていた前提：「私が明晰判明

に認識するものは全て真である」の証明された「第四省察」へと立ち戻ることである。 

 「第四省察」で学ばれたことは、過誤を避けるために何に注意すべきか、および「真理に達

するためには何を為さねばならないか」という、振る舞い方に関わる事柄であった19。その振

る舞いの方針は概略次のようなものである。過誤の原因は意志の不正であり、その不正の具体

 
18 以上の解釈は、神の観念が「真で不変なる本性」を有するとデカルトが主張するときの語り方とも整合す

る（VII, 68）。存在論的証明の最後に、神の観念が「真で不変なる本性の像」であることを知解する「仕方

modus」の一つが次のように開陳される。「たとえば、第一に、その本質に実在が属するような事物は神のみ

を除けば他に考え出すことができないから。第二に、そのような神を二つあるいは複数知解することが私には

できず、また、神が今すでに一つ実在すると措定すれば、先立っては永遠からそれが実在したということ、そ

して永遠に存続するであろうことは必然である、と私は全く明白に見て取るから。そして最後に、神のうちに

私は他の多くを知得するが、それらのいずれも私によって取り去られることも変更されることもできないので

あるから。」真で不変なる本性を主張するためにここで重要なのは、本質に実在が含まれることや、単一性、

永遠性といった個別の属性ではない。むしろ全ての論点は、なんらかの結合関係をいうものである。「第一」

に本質と実在の「所属」関係が、「第二に」本質に実在が含まれる「そのような神」の規定から単一性が帰結

し、また単一の存在から永遠性が帰結するという関係がそれぞれ指摘されている。「最後に」の指摘は、他の

多くの特性も含めて、全体を総括するものだと読むことができる。 

19 「また、私は今日、決して誤らないためには私が何に心を配らなければならないか quid cavendum を学んだ

だけでなく、同時に、真理に達するためには何を為さねばならないか quid agendum をも学んだ。というの

も、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から」（VII, 62）。

「第五省察」の冒頭でも「真理に達するためには何に心を配り何を為すべきなのか気づいた後で」と回顧され

ている（VII, 63）。 
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的内実は、意志がいかなる方向にも決定されない「非決定indifferentia」にあるときに同意が遂

行されることにある。逆に、知性の明晰判明な知得が意志を促している時と、意志がいかなる

同意も行わずにいるとき、過誤は避けられ、「正しく為すrecte agere」（VII, 59, l. 30）ことが成

立する。例えばいわゆるコギト命題への同意においては 

 

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（VII, 58f.） 

 

と、意志が強い拘束のもとにあることが強調されている。 

 

2.2 結合を論証する者の振る舞い 

 こうした振る舞いの形は、「真で不変なる本性」の議論においても重要な役目を果たす。そ

こでデカルトは、三角形について私が特性を「望もうと望むまいとvelim nolim」明晰に認める

と明確に記してしていた。この表現は上の「判断しないことが全くできない」という表現に正

確に対応する。すなわち、明晰判明な知得の力によって私が、不可抗的な仕方で判断を遂行し

ているという様子が描写されているのである。さらに、特性の論証について語る「第五省察」

の次のテクストがより決定的にこのことを裏付ける。「確実に私の精神の本性は、それでもや

はり、少なくともそれらを明晰に知得している間はそれらについて同意しないことができない

（non possem iis non assentiri）ようになっているのである」（VII, 65）。これが、「第四省察」で

証明された「真理に達するために為すべき」ことの実践であることは明白であろう20。 

 

2.3 真理の成立順序 

 上のことを、結合の真理と事物の真理の関係と合わせてみると、三種の真理が派生してゆく

次の順序が見て取れる。 

 
20 こうした「同意しないことができないという私の本性」が中心的な役割を担うことを念頭に置くことでは

じめて、「真で不変なる本性」論の直前に置かれた想起説風の論述も理解できる。そこでデカルトは、注意を

向けることによって知得される個別的な物体の真理が「あまりに明瞭でありかつ私の本性に適合するゆえ、私

がそれらを初めて見つけ出すさいにも、何か新しいこと20を学んだとは思われず、それは既に前から知ってい

たことを思い出す、あるいは、それまで精神の眼差しをそこへ向けていなかったとしてもずっと以前から私の

うちに確かにあったもの、これに初めて気付くかのごとくである」（VII, 63f.）と記す。これは物体の真理の発

見が常に、「同意しないことができない」本性の発現であることから説明できる。Dubouclez が巧みに言い表し

たように、「物体の方へ向きながら幾何学者は、真理の元々の所有者としての自らの精神へと差し向けられ

る」のである（Dubouclez[2019], p. 156）。 
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真理に達する行い→結合の真理→事物の真理 

 

真理に達する行いの実践であるがゆえに、結合の論証は真であり、結合の論証が真であるゆえ

に、その結合を有する事物は真なる事物（真なる本性）である。こうした順序においては、事

物の真理および結合の真理は、真理に達する行いに根拠を持っている。すなわち、そのような

行いによって達されている真理が、あらゆる結合の論証においても成立し、結合からなる事物

も真なる事物にする。 

 この根源にある「行い」において成り立つ真理とは、それでは何だろうか。少なくとも言え

るのは、「第四省察」の論究は実践的な意味をも持っていたという点である。過誤を避ける正し

い行いとは「罪」の回避でもあった21。意志の不正には「虚偽と罪の形相的根拠が成り立つとこ

ろの欠如」（VII, 60f.）を含んでいる。 

 こうした実践的な考察が先立ってあり、そこで確立された行いの方針が、結合の真理、事物

の真理をも規定していること、これが現時点で指摘できることである。 

 

 

おわりに 

 以上の考察の意義について二点、課題として残されたことを一点記して本発表を締め括るこ

とにしたい。 

 1/我々の解釈は、結合の真理と、観念が表す本性の真理とは、前者が後者を成立させる関係

にあると考えるものである。これは、真なる結合を通して、真なる事物がはじめて成立する道

筋を明らかにしたことでもある。こうした真なる事物を成立させることは、存在論的証明の開

始点において「その事物に属すると私が明晰判明に知得する全てが実際にreveraそれに属す

る」（VII 65）ということが意味を持つために必須のことである22。なぜなら、所属関係が

 
21 これは次の拙論において擁護した解釈である。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 24 号, 2019, pp. 74–85. 

22 「真で不変なる本性」をめぐる議論はこれまで重視されてこず、せいぜい明証性の一般規則が単に応用さ

れる場とみなされてきた。ゲルーは「神の誠実が形而上学的懐疑を破壊しておりさえすれば、数学的な観念が

自ずと自然的確実性を回復するに十分である」と見做している。Cf. Gueroult [1953], p. 334. これに対して村上

は次のような批判を加えている。「「第五省察」における明証性の一般規則は「神の誠実」によって保証され

ているといってもよい。その点では「神の誠実」は効力を持っている。しかし、「神の誠実」を通して、ある

いは、それによって物質的な事物について真理を語るという場が開かれるわけではない。」（村上 [2005], p. 

48, n. 4）我々はこの指摘に同意し、「真で不変なる本性」の議論は「真理を語るという場」を開くために必要

な過程であったと主張したい。 
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「実際の」ものと言われるためには、特性が所属する先にある真なる事物が成立していなけれ

ばならないからである23。 

 2/さらに我々は、真で不変なる本性の「真である」ことが、真理に至る行いにまで遡ることを

示した。この遡及がなければ、真で不変なる本性が単なる観念とどう異なるのか見て取るのは

難しい。というのも、物と特性の結合を見て取ることそれ自体は、精神の本性に基づくもので

あるゆえ、それ自体は単なる思惟の対象の不変の構造を言い当てたものと見なすことも可能だ

からである。それらが、同じ構造を保ちつつも「不変の本質という名を獲得し、あらたな役柄

を要求する」24ことが正当化される理由は、特性の論証において「望もうと望むまいと」という

仕方で同意を与える形式が承認されていることによって与えられるのであり、この承認は「第

四省察」までの議論を経なければ可能にならない25。 

 3/しかしまだ我々は根本にある行いの真理を明らかにしていない。明晰判明な知得に従うと

き、過誤と罪が避けられているのみならず、真理に達しているという肯定的な事態も成り立っ

ている。そのことをデカルトは「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

いもなく真であるからである」（VII, 62）と記している。何ものかであるゆえに、真である、と

いう命題は「第五省察」で先ほど見た三段論法と逆である26。結合の真理、さらに本性の真理の

 
23 「第一答弁」における存在論的証明の定式化においては、その大前提に明示的に「真で不変なる本性」の概

念が用いられている。「私の論拠は次のようなものでした。ある事物の真で不変なる本性、いうなら本質、いう

なら形相に属すると我々が明晰判明に知解するものは、その事物について真理を持って肯定されうる。ところ

で我々が神が何であるかを十分細心に調査した後には、我々はその［＝神の］真で不変なる本性に実在するこ

とが属すると明晰判明に知解する。したがってその際、我々は神について、それが実在するということを真理

をもって肯定することができる。ここでは少なくとも結論は正しく導かれています」（VII, 117）。 
24 Marion[2009], p. 355. 
25 以上の理由から我々は、「真で不変なる本性」を観念の realitas objectiva と同一視する Nolan の解釈に同意で

きない。こうした見方をとる場合、我々が分析してきた議論においてはじめて「真で不変なる本性」という身

分が成立するという経緯が見落とされてしまう。実際に Nolan も、「真で不変なる本性」という呼称の登場

を、デカルトが「意識的に、形相をプラトン的天空から人間精神へと移植している」と、修辞的なものとして

説明している（Nolan[1997], p. 184）。 

26 「第五省察」では、「真であるものは全て何かであることは明白である」（VII, 64）という前提が使用されて

いた。ガリマール版全集の注釈者 Gil がこの点を指摘している。Cf. Œuvres complètes (IV-2 Objections et 

Réponses, Lettre au père Dinet ), sous la direction de Jean-Marie Beyssade et Denis Kambouchner, éditée et annotée par 

Jean-Robert Armogathe, Gallimard, 2018, p. 986 n. 20. デカルトは、ある書簡で「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」（V, 356）と、あたかも真理と存在が等価であるかのごとく語っており、その

書簡を受け取ったクレルスリエは、明らかにこれを踏まえて、『省察』の仏訳第三版（1661）において、さき

ほどの「真であるものは全て何かであることは明白であるから」という部分に続けて、「真理は存在と同一の
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内実を完全に解明するには、「何ものか」であること「真である」こと連関を解明する必要があ

るだろう。この問題は今後の課題としたい。 
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