
 

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————— 

 

有賀雄大 

 

問題の所在 

 周知の通りデカルトは、明晰判明に知得されるものについて、欺かない神を知ることを通して

それに基礎を与えれば、確実な知識が得られると考えた。その基礎を与える証明は次のようなも

のである。神は本性上欺くことはなく、また私はその神によって創造されたものだから、私は神

授の能力を正しく用いる限りは誤り得ない。ところで明晰判明に知得されるものに同意すること

は能力の正しい使用である。それゆえ、明晰判明に知得されるものに同意する限り私は誤らない。 

 こうして神の認識に支えられる知識の射程について、ある意見の対立がある。ある論者 1)はそ

こで証明されたのは理性が内的不整合を含まないことであって、理性とその外部との関係につい

ては何も証明されていないと考える。他方で、世界を創造した同じ神が私の創造者でもあること

の証明を通してデカルトが、観念と事物との間の対応関係を証明したと考える論者もいる 2)。 

 こうした対立は、デカルトが「明晰判明な知得が真である」と述べる時、その「真である」こ

との意味が整合性なのか、対応なのか、という対立であると言える。対立し合う論者たちの説は、

いわゆる永遠真理創造説か「第二答弁」を根拠としているのだが、デカルトがまさに「真と偽に

ついて」という題を付した「第四省察」において真理がどのような意味であると考えられている

かを検討する作業は充分に行われているとは言えない 3)。そこで本稿はこの作業を行うことで上

の対立を解決することを目指す。我々は以下で、「第四省察」に関して現在広く行き渡った先入見

を批判し（1.）、これを踏まえて「第四省察」の真理概念を明らかにする（2.）。 

 だが本論を開始する前に、いま一つの先入見を排除しておかねばならない。それは、ある書簡

を根拠として、デカルトが一般的に真理の対応説にコミットしていると考えるものである 4)。そ

の書簡とはすなわち 1639 年 10 月 16 日のメルセンヌ宛て書簡で、その中に次の一節がある。「こ

の「真理」という語は、その本来の意味においては（en sa propre signification）、思惟と対象と

の同形性を示す」（II, 597）5)。なるほどこの一節は一見、真理の本来の意味が思惟と事物との対

応であると述べているように見える。 

 しかし、文脈を踏まえるとこれは正しくない。デカルトは直前で、天秤が、使用前にあらかじ

め正しく測れるように設定しておけるのと異なり、真理の概念は、あらかじめ正しい定義を与え

ておくことはできないという旨を述べる。それでも、真理という語の意味を理解しない者に対し

ては、仮に次のように定義を与えておいて差し支えない、という意味でデカルトは次のように述



 

べる。「なるほどたしかに（bien）人は、その言葉を理解しない者たちに対して「名が何を意味す

るか」を説明することができますし、この「真理」という語は、その本来の意味においては、思

惟と対象との同形性を示す[...]と述べることはできますが、しかし（mais）真理の本性を認識す

ることを助けるようないかなる論理学の定義をも人は与えることができないのです」（II, 597）。

この一節の真意は明らかに、対応説としての自身の真理観を提出することではなく、探求に先立

ってあらかじめ真理を定義する試みの無用さを示すことにある。対応説的な説明は「真理」とい

う語の意味を知らない者にさしあたり与えられる定式として挙げられているにすぎない。したが

って、デカルトにおける真理の本質についてこの書簡をもって何かを確定することはできない。 

 

1. 「第四省察」ではどのような「過誤」が問題となるのか 

 「第四省察」は「過誤（error）」の原因探究を主題とする。過誤はある「欠如（privatio）」で

ある、という洞察を手掛かりにしてこの探究は、ついには過誤が知性と意志という二能力の射程

の異なりによって生じることを突き止める。すなわち、知性が明晰判明に知得していないことを

意志が肯定あるいは否定するときにこそ人は誤る。そして真理はといえば、過誤を避ければ直ち

に達されると彼は述べる。「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」（62, 23-25; 強調引用者）。従って「第四省察」の真理概念は過

誤概念と相即不離の関係にあり、過誤概念の誤解は真理概念のそれに直結する。 

 ところで「第四省察」の過誤概念について、現在広く見られる解釈傾向が存在する。それは、

偽なる命題、あるいは事物の状態と一致しない命題を肯定することが過誤なのだというものであ

る 6)。デカルトが問題にする「過誤」は果たしてそのようなものなのか。 

 

1.1. 二つの水準：意志の使用の「正しさ」と、選択される側の真・偽 

 我々は「第四省察」の次の一節を分析することで上の問いに答えることを試みる。この一節は

デカルトが、二能力の関係において過誤が成り立つ次第を具体的に記述する箇所である。 

 

[i]一方、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。[ii]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。[iii]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。私が言っているのは、欠如は私から発する限りでの作用その

もののうちにあり、私が神から受け取った能力のうちにはなく、神に依存する限りにおける

作用のうちにもないということである。（59, 8-60-10） 

 

 はじめに、このテクストの理解のために最低限必要な注釈をあたえておこう。 

 （i）何が真であるか明晰判明に知得していない時、判断を差し止めれば、誤ることはない。こ

こで述べられているのは、判断を行わなければ誤ることもない、という自明の事柄ではない。む

しろ、判断差し止めが一つの「行い」であり、それが「正しい（rectus）」行いだと評価されてい

る。後のテクストには、神は私に「その明晰判明な知得を彼が私の知性の内に置かなかったよう

な何かについて同意することのあるいは同意しないことの自由を私に与えた」（61, 4-7）と記さ

れている。この自由の「正しい」使用が、（iii）の「正しくない使用」と対比されることになる。 

 （ii）知性の知得が十分でないとき、判断を差し控えずに肯定・否定を行うならば、自由を不

正に用いることになる。なぜならそれは知性の知得が意思決定に先立つべきであるという理に反

するからである。なおこの一節における「偽なる側」とは、偽なる命題のことではない。なぜな

ら、そのように読めばデカルトが、偽なる命題へ向かうとき人は（その命題に対して肯定／否定

のいずれの態度をとるかに関わらず）「まったく誤る」と述べていることになり、これは明らかな

不条理だからである。むしろここでの選択は、特定の内容を肯定・否定することの選択であると

読むべきである。例えば「物体と精神は本性上区別される」という内容を否定することを選ぶ、

というように。こうした、特定の内容に対する肯定（あるいは否定）を、ある意味それ自体で真

である・偽であると呼ぶことは不可能ではない。さて我々が注目すべきは、この選択される側に

帰属される「偽」と、裁断力の自由の用い方の「正しさ」とが、ここでは区別されていることで

ある。というのも、「偽である側」を選ぼうと「他の側」を選ぼうと、いずれにせよその使用は「正

しくない」、「罪」だと述べられているからである。したがって、ここでは選択される側の「偽」

「真理」と、意志の使用の「正しさ」「不正」という二つの水準があると言える。 

 （iii）この二つの水準のうち、「過誤の形相を構成する欠如」と直接関係するのは、裁断力の自

由（＝意志）の使用の「不正」である。意志の使用は、意志「能力」とは区別された「作用（operatio）」

であり、この「作用」は、意志が判断を下す、あるいは差し控える、という仕方で実際に働くこ

とである。欠如が「私から発する作用そのもののうちに内在する」とは、私が意志を働かせるそ

のたびごとの作用が、欠如を含んでいるということである。 



 

1.2. 「不正＝過誤の機会を生む原因」説について 

 以上を要するに、意志が判断・判断停止といった働きをなす仕方の不正こそが過誤の原因であ

り、この不正は、選ばれた側が「偽である」こととは明確に区別されるのである。では、区別さ

れるこの二つの水準は、どのように関係するのか。 

 （ii）について既に確認したことから少なくとも言えるのは次のことである。意志使用の不正

は「偽である側」でない側を選んだ際にも成り立つのだから、意志の不正使用は必ずしも偽なる

側を選ぶという結果を生じるわけではない。それでもなお、偽なる側を選ぶことこそ過誤である

という解釈を維持しつつ、意志使用の不正が過誤の原因であるということを説明しようとする者

は、その「原因」とは、過誤のリスクないし機会を生じる、という意味での原因に他ならないと

考えることになる。実際にこの路線で進んだのは例えばデラロッカである。彼は意志使用の正し

さと不正が、真である側を選べることの「保証（guarantee）」に関わると考えた 7)。 

 しかしデラロッカ自身が指摘するように、この路線で進むことには大きな困難が伴う。という

のも、「第四省察」の議論の基本的な前提として、この時点で明晰判明な知得が必ず真であること

は未だ確かめられておらず、これを前提に議論することはできない。「概要」に明確に記されると

ころによれば、明晰判明の一般規則の妥当性は「第四省察より前には証明されることができなか

った」（13, 12-13）。したがって、「第四省察」の議論の中で明晰判明な知得は必ず真であると保

証されている、とデカルトが言うことはできないはずである。にもかかわらず彼が、明晰判明な

知得にだけ同意するならば誤るリスクが避けられ、誤らないことが保証される、と述べていると

したら、明らかに論点を先取りしていることになる。 

 デラロッカはこれを解決困難な問題と評価したが、我々はむしろ、この困難は解釈路線がそも

そも出発点から誤っていたことを示すと考える。デカルトが述べようとしていたことは、我々の

不正な行いが過誤の機会を生むということではなく、むしろ不正
．．

こそが過誤の本質を構成してい
．．．．．．．．．．．．．．

る
．
ということに他ならないのではないか。実際、「過誤の形相

．．
を構成するあの欠如」が「自由の正

しくない使用に内在して」いるという一節は、過誤の〈何であるか〉すなわち本質が問題となっ

ていることを示している。また別の箇所では、過誤の原因と認められた欠如が、直後でなんの断

りもなく、「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」（60, 31- 61, 

1）」と言い換えられている。このことから、デカルトにとって過誤は「罪」と言い換え可能なも

のであるといえる。ところで「罪」とは、すでに引用した箇所（59, 8-60-10）から明らかなよう

に、ほんらい知性に従って意志を用いねばならないにもにもかかわらず、それに反した仕方で意

志を使用することの不正として成り立つ。したがって、過誤（あるいは罪）と
．
は
．
まさに
．．．

、意志を

用いる形それ自体の不正（意志する内容を括弧に入れた上で）なのである
．．．．．

。 

 



 

1.3. 過誤と虚偽 

 過誤が意志の使用の不正に他ならないとすれば、それは虚偽とどのように関係するのか。上の

引用を一見する限りは、過誤は虚偽とは区別される概念であり、真・偽は選択されるものに、過

誤は意志に、それぞれ帰属される、と読めるかもしれない 8)。しかし、次に上げる三つの理由か

ら、デカルトがここで探求する「過誤」は、虚偽と不可分なものであることは確かである。 

 a）デカルトは幾つかの箇所で、過誤と虚偽の概念をあたかも可換的に用いている。過誤の原

因を問い求める議論の中で、「過誤あるいは虚偽の原因（erroris aut falsitatis causa）」（54, 10）、

「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」（60, 31- 61, 1）」、「今

日の、過誤と虚偽の原因を探求した省察」（62, 10f.）といったように、過誤の原因探求がときに

虚偽のそれと呼ばれる。b）「概要」の次の記述：「「第四省察」においては、我々が明晰かつ判明

に知得するもの全てが真であることが証明され、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」（15, 3-5）においては、第四省察の主題が「虚偽」の原因であると記されて

いる。c）「第四省察」の題目はまさしく「真と偽について（De vero & falso）」である。このこ

とからも「第四省察」がまさに虚偽を問題にしていると言える。 

 以上から、過誤の原因が意志の不正として突き止められるとき、それは同時に真理の探求にお

ける虚偽の意味でもある。したがって、「第四省察」の過誤論は、虚偽の何であるかの探究でもあ

るということである 9)。 

 しかし一つの問題が残されている。意志の使用の正／不正とは区別される「偽なる側」、および

偶々到達されるとされる「真理」が、やはり真・偽と呼ばれている事実をどのように理解すれば

よいのか。これに関して何らかの確かな答えを与えることは困難であるが、少なくとも次のよう

に処理することはできると思われる。今は「何が真であるか十分に明晰判明に知得していない」

としても、いずれはその事柄について何が真であるか分かる時が来るかもしれない。実際、デカ

ルトがここで念頭に置いているのは、物体と精神とが本性上区別されるのか否か、という事柄だ

が、これは『省察』の後の展開の中で、「区別される」と論決されることになる。そこから遡及的

に、「区別される」を肯定する側は真なる側であった、と言うことは可能である。それでもやはり、

はじめに何が真であるかが分かる根源的な場面においては、自らの判断において意志を働かせる

仕方のうちに存する過誤＝虚偽をこそ回避せねばならないのである。 

 

2. 真理の本質 

 ここまで我々は過誤の本質が意志の使用の不正に他ならないということを論証することに努め

てきた。そしてその過誤の本質は同時に虚偽の本質でもあった。それでは翻って、真理をデカル

トはどのように規定しているのだろうか。本節からはこのことの検討に移ろう。 



 

2.1. 正しい判断 

 「第四省察」がその「正しさ」を問題にしている意志の使用は、判断という仕方での使用であ

る。その判断は、知性の明晰判明な知得に促されるべきであるのにそれを欠いた仕方で下される

点において不正である。ならば逆に、明晰判明な知得に従ってする判断は「正しい」と言えそう

である。実際、デカルトは「第四省察」において「第二省察」の思索を振り返り、そこで獲得さ

れた最も重要な真理すなわち「我有り」を、一つの判断という側面から再び考察する。そこで、

その判断において意志が働いていた仕方を次のように記述している。「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」（58, 

29-59,4）。「我有り」の判断において意志は「真であると判断しないことが全くできない」ほどの

「大いなる傾向性」を知性から受け取り、そのもとで作用していた。こうした意志使用と、前節

で論じた「正しくない使用」とは著しい対比をなす。意志の不正使用においては、知性の知得な

しに意志が決定を行う点において罪が成り立つのであった。これに対して「我有り」の判断にお

いては、明晰判明な知得が意志を導き、その導きが強いほどに意志の作用には非決定性がない。

こうして『省察』における第一の真理が、意志の働き方という側面から解明されたのである。 

 

2.2. 意志の正しい使い方が真理であるとする解釈 

 この正しい判断において何らかの仕方で現れているはずの真理の、その本質は何だろうか。 

 近年デカルトの真理概念を主題的に問うたオリーヴォ（Olivo[2005]）は、明晰判明な知得にの

み同意することの決意こそが真理を成り立たせると考えた。「意志が知性の明証性にたいして、従

属しつつそれを確かめねばならないということ、このことが真理の可能性の条件なのである」（p. 

377）。他方また、この決意はなされないこともできるからこそ意志的な決意なのであって、こう

した決意をなさないことで意志の誤った使用（＝過誤）が生じるのだから、「過誤の可能性と真理

の可能性は人間においては同根源的なのであって、判断の真理の可能性はしたがって過誤の可能

性と不可分な仕方で与えられる」（p. 377）。 

 要するにこの解釈は、デカルトにおける真理の本質を、意志を使用する仕方のうちに見るもの

である。それゆえ、「真理は意志に関する事柄から切り離すことができない」（p. 375）とオリー

ヴォは言う。なるほどたしかに、前節で確かめたように、虚偽は専ら意志の正しくない使用にお

いて成り立ち、それゆえ虚偽は意志を抜きにしては成り立たない。しかしそこから、真理の本質

も専ら意志の正しい使用において成り立つ、ということは必ずしも導かれない。それゆえ、真理



 

が専ら意志の使い方に関わる概念であるかどうかは、改めて慎重に扱うべき問題である。 

  

2.3. 意志の真理と判断の真理 

 この問題に答えるためにまず、誤った判断の記述に着目しよう。重要なのはデカルトが、誤っ

た判断においても、意志の作用それ自体は
．．．．．．．．．．

神によって引き起こされてもいるかぎりで真であると

考える点である。それを示すのが次の一節である。過誤の本質を構成する「欠如は私から発する

限りでの作用そのもののうちにあり、私が神から受け取った能力の内にはなく、それが神に依存

する限りにおける作用のうちにもない」（60, 7-10）という、既に引用した文の直後で、デカルト

は次のような説明を加えている。 

  

神が私とともに、私がそれにおいて誤るようなあの意志の働き（actus）あるいはあの判断を

引き起こす（elicere）のに協力していると不平を言うべきでもない。というのも、それらの

働きは、それが神に依存する限りにおいて、まったく（omnino）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（major in me quodammodo perfectio 

est）。（60, 26-31）	

 

この「働き」は文脈上、先ほどの「作用」と同義とみて間違いない。ベサード 10)が正しく指摘

するように、ここで記述されているのは「誤った判断においてさえ、ポジティブであるかぎりで

のその働き（actes）」である。この「働き」あるいは「作用」は、『省察』本文の構成上 11)明ら

かに、能力としての意志からは区別されている。それではデカルトはなぜ、誤った判断を実際に

引き起こすことすら神に依存すると述べるのだろうか。ここで真で善であるということが、その

働きを「引き起こすことができる」方が「できない」よりも完全性が大きいと言い直されている。

ここで彼が言わんとしているのは、誤った判断もやはり、意志能力なしには決して成立し得ず、

その意味で、神に与えられたものに依存するということであろう。意志能力は、判断では正しく

／不正に用いられうるが、いずれの使用をも基盤として支える、意志することができる
．．．．．．．．．．

というこ
．．．．

とそれ自体
．．．．．

は「真であり、善である」何らかの完全性だと、デカルトは述べているのである。 

 ここで意志能力に認められている「真」を意志の真理と呼ぼう。この真理は判断における正し

さ・不正とは水準を異にするものである。なぜなら意志の真理が、正しい判断であろうが誤った

判断であろうがいずれにせよ依拠せざるを得ない基盤であるのに対し、正しさ・不正（＝虚偽）

はそうした基盤のもとに現実の判断が生じる形について言われる概念だからである。オリーヴォ

はこのうち、判断の水準において成立する事柄（明晰判明な知得にのみ従うこと）を真理の本質



 

と理解しているが、それはより根源的な意志の真理を見逃したものではないだろうか。 

 さらにオリーヴォの解釈は、デカルトが意志に関わらない事柄に関して真理を語るテクストを

説明できない。デカルトはある書簡において、「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）」（V, 356, l. 15f.）と記している。ここでは、いかな

る判断も真理の規定に絡められておらず、むしろこの書簡でデカルトが問題としているのは「無

限なものの観念」が真である、ということである。神の観念の真理は、その観念対象が実在して

いるかどうかを問題とすることなく、それ自体で真である、という旨のことをこの書簡は述べて

いる（l. 15–21）。この考え方は「第四省察」の議論の根底においても働いており、デカルトは観

念について次のように記す。「明晰判明な知得はいずれも疑いもなく何ものか（aliquid）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」。（62, 15–21）明晰判明な観念が真である、ということの理由は、

それらが無でない「何ものか」である限りで、欺かざる神の作品であることである。 

 以上のテクストと意志の真理とを統一的に理解するためには、次のように考えるのが妥当であ

ろう。あらゆる存在者が存在者である限りにおいて言われるような、真、いわば存在と置換され

うるような真理の概念をデカルトは持っており、意志の真理もまた、意志が無でなく存在である、

という点において成り立つのだと。こうした存在の真理は、意志のみを場とするものではない。 

 

2.4. 完全性への回帰 

 それでは、意志の真理と、判断におけるその使用の正しさとはどのように関係するだろうか。 

 「第四省察」における真理の本質に殆どのデカルト研究者は着眼してこなかったが、実はこれ

に最初に着目したのはハイデガーであった。彼は『現象学的研究入門』12)において、「第四省察」

におけるデカルトが、「真であること（Wahrsein）」が何であると考えていたかを問うた。彼は、

明晰判明な知得に従って意志を働かせることが、善への被決定性としての自由を実現することで

あるとみなす。こうした自由は、ジェズイット的な「非決定の自由」よりもむしろ人間の本質を

規定するものであって、逆に過誤はこうした意味での「自由に欠けがあること」（GA 17, 160）

に他ならない。デカルトにおいてこの自由を回復するのは、恩寵ではなく、明晰判明の規則であ

る。この規則は、ハイデガーの『規則論』解釈によれば、対象への特定の出会われ方、すなわち

数学に固有の、確実性という出会われ方において認識されるものをこそ真とせよと定めるもので

ある。こうしてハイデガーは、デカルトが真理を「確実としての真」（GA 17, 221）として解釈

し、ギリシャ的真理を忘却した近代の伝統を創始したと診断する 13)。 

 ハイデガーの解釈の優れた点は、過誤が被造物存在（esse creatum）への損傷であり真理はそ



 

の回復であると考える点である（GA 17, 160f.）。我々が上で「存在の真理」と呼んだものを彼も

重視しているのである。我々が問題としたいのは、存在の真理と意志を正しく用いることの関係

である。ハイデガーの見るところ、デカルトの真理は存在の真理なのだが、存在の真理は意志の

正しい使用において完成する。人間という存在は、「意志の意味でのあり方が本来的に完全である

ということに向けて規定されている。意志をそれの本来の存在において完成するのが決定であり、

この決定それ自体は善への決定である」（GA17 199）。それゆえ真理の本質を結局は確実性に従

うという意志の用い方と彼は見る。 

 だが果たして、存在の真理と、意志の正しい使用とは本当にこのように関係するのだろうか。 

 まず我々は、デカルトが語る意志の完全性なるものの意味に注意を払う必要がある。意志する

ことができるということそれ自体が完全性である、とデカルトが述べる時、彼は特定の目的＝終

極への到達をもって被造物が完成する、というトマス的な perfectio 概念を全く考えていない。デ

カルトは、被造物の存在目的が全て、測り知れない神の意図のうちに隠されていると考えており、

その目的を探求することは「向こう見ずでしかない」と断言する（55, 14–26）。それゆえ特定の

目的を示して、その目的に達することで意志が完成する、などと述べることはデカルトには不可

能なはずである。それでは意志の完全性はどのように評価されるのだろうか。デカルトは述べる。

「神の作品が完全であるかどうか探求するときには、何か一つの被造物を分離して見るのではな

く、事物の全総体を見るべきである[...]というのも、それだけで存在すればきわめて不完全である

といってもおそらく不当ではないと思われるようなものでも、世界の中で部分という理拠をもつ

限りにおいては、きわめて完全な（perfectissimus）ものであるから」（55, 27–56, 2）。被造物の

完全性は、それが世界全体に対してもつ関係から評価されねばならない。 

 したがって意志も、我々のうちにある一個の被造物であると見なされている限りは同じことが

当てはまるはずだ。意志することができることは完全性であるのだが、その完全性は世界全体と

の関係で決することであって、全被造物を見渡せぬ人間の視点はその把握を成し得ない。だから

こそ意志は、「何らかの仕方で（quodammodo）」完全であると言われているのである。意志は、

正しく用いられるか否かということを問題する以前に、こうした完全性を認められている。 

 それでは、明晰判明な知得にのみ同意するよう意志を正しく用いることは、この完全性とどう

関わるのか。正しく判断することは虚偽を避けることであり、虚偽の本質は「欠如」であるから、

欠如の性格に我々は着目しよう。「ただそれにおいて虚偽と罪の形相的根拠が成り立つところの欠

如はといえば、それは事物ではない（non est res）のでいかなる神の協力も要さず、その原因と

してのそれ［神］に関係付けられるならば、欠如ではなく、ただ否定（negatio）と言われるべき

である」（60,	 31–61,	 4）。欠如は、事物ではない。言い換えれば、あるものではない。それゆえ、

あるもの全てを創造した神によっても創造されたものではない。創造されたものという点からす



 

るならば、それは否定、すなわち無である。無がなくなるということは、何か＜ある＞ものが生

じるわけではない。したがって、欠如を取り除くということは、何ら肯定的な規定性を得ること

ではないのである。 

 それゆえ、欠如を回避し、判断を正しく行うときに、意志の完全性に何か変更が加わるという

わけではない。意志を正しく使用して明晰判明な知得に同意するとき、意志が存在するかぎりで

有する真理が、欠如をいわば付加されない仕方で、現実化する。欠如を回避することは、否定的

規定性 14)がそれに加わらぬようにすることに他ならない。それゆえ、デカルトにおける真理の

本質の中核にあるのは存在の真理であり、意志の使用の仕方に関する規定性ではない。 

 

3. 結論 

 デカルトが「第四省察」で探求した「過誤」は、意志の使用の不正に他ならず、その不正が、

虚偽をも成り立たせる。この不正を避けることで、判断は真なる判断となる。この不正を避ける

ことは、意志が存在である限りでもつ、本来の意味での真理が欠如なしに実現されることに他な

らない。こうした真理概念は、虚偽概念との間に対称性を有さないのである。 

 以上をふまえれば、冒頭で掲げた整合性／対応という対立について答えることができるだろう。

それらは、いずれも問題にならない、というのが我々の答えである。問題となるのは一個の被造

物としての人間およびその意志が、その本来のあり方へと回帰することである。ここでは整合性、

対応等の事柄とは全く別の枠組みで、思考が展開している。   
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存在を創造する。この諸存在こそ、私の認識が一致せねばならぬところのものである。神が過誤

の源泉とならぬためには更に、神が私に与えた認識能力が、本質的に、そうした一致を成しうる

ものでなければならない」と述べる（p. 243f.）。また、Gouhier[1999]も「宇宙と同じように諸

精神を型どることで、神は被造的知性を、被造的知解対象に一致させる（accorder）」（p. 243）

と述べる。Rodis-Lewis[1985]によれば、我々は自身が欺かない神によって創造されたことを知

ることを通して、その神が共に創造したところの物質について確実な知を得るのだが、そこでは

「我々の本有観念と自然法則との間の並行関係（parallèle）」が知られ、アプリオリな自然学が

基礎付けられる（p. 126f.）。Beyssade[2001]も「単に自己と整合的であるだけでなく、諸事物と

の対応であるところの絶対的真理」が神によって保証されると考える（p. 233）。 

3) Heidegger[1994], とOlivo[2005]が数少ない先行研究である。彼らへの評価は2.において示す。 



 

4) たとえば、Hatfield[2006], p. 134. 

5) デカルトからの引用は特に断りがない限り AT版全集から行う。そのさい括弧内に巻数と頁数

を順に記す。ただし第七巻『省察』からの引用のさいは巻数を省略し、頁数と行数と順番に記す。 

6) 「偽なる諸命題に我々が同意するとき、我々は誤る（be at fault）」（Newman[ 2011], p. 338.）。

Perler[2004]も次のように考える。「命題的内容が単に把握されるのみならず、実在的世界におけ

る事物の状態に一致するものとして定立されもするその瞬間からしか、真理と虚偽について語る

ことができ」ず（p. 468）、「実在世界においては該当しない何かを肯定する」場合に誤る（p. 469）。 

7) Della Rocca[2006], pp. 156–159. また Wilson も同様。「完全に十分な明証性に至らぬものに

同意するときに限り、人は過誤のリスクをおかす（One risks error）。」（Wilson[1978], p. 148.） 

8) 例えば Wilson は、デカルトは「虚偽と過誤の概念を混同しがちである」と指摘し、その混同

を解消して「知性によって知得された諸観念は真あるいは偽であるかもしれないが、過誤は知得

においてではなく、肯定において起こると言うべきだ」と述べる（Wilson[1978], p. 141）。 

9) 「「正しくない」という事態の根底に偽が見出される」（村上[2012]p. 325.） 

10) Beyssade[1979], p. 188, n. 4. 

11) この箇所（60, 11–61,9）では、まず、知性は欠如を含まぬことを、「また（etiam）」、意志も

本性上一であり不可分であることを論じ、「最後に（denique）」、「意志の働きあるいはあの判断」

を扱うという明快な三段構成をなす。 

12) Heidegger[1994]. 特に§17–28, §34–38. 以下引用は全集版の巻数と頁数を順に記す。 

13) ハイデガーによるデカルト解釈については Perrin[2013], pp. 51–74; 497–506 を参照した。 

14) 「欠如が、「私における不完全性 in me imperfectio」、いっそう説明的に言えば、肯定的規定

性（完全性）のなさ、つまり＜ないこと←negatio＞ではなく、欠如である否定的規定性（不完全

性）、つまり今の場合「自由を善く用いないこと」に由来すること」（村上[2012], p. 330.） 

 

文献表 

F. Alquié, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, PUF, 2011(7e édition). 

J-M. Beyssade, La philosophie première de Descartes, Flammarion, 1979. 

J-M. Beyssade, Descartes au fil de l’ordre, PUF, 2001. 

M. Della Rocca, “Judgment and will”, The Blackwell Companion to Descartes’ Meditations, 

Oxford, Blackwell, 2006, pp. 142–159. 

Descartes, Oeuvres de Descartes, publiées par Charles Adam et Paul Tannery, Nouvelle 

presentation, Vrin, 1964–1973. 

H. G.Frankfurt, Demons, Dreamers, and Madmen, Princeton University Press, 2008. 



 

H. Gouhier, La pensée métaphysique de Descartes, Vrin, 4e édition, 1999. 

G. Hatfield, "The Cartesian circle,” in The Blackwell guide to Descartes' meditations, ed. by 

Stephen Gaukroger, Blackwell publishing, 2006, pp. 122–141. 

Heidegger, Einführung in die phänomenologische Forschung, GA17, Frankfurt am Main, 

Vittorio Kostermann, 1994. 

（ハイデガー, 『現象学的研究への入門』, 加藤精司／アロイス・ハルダー訳, ハイデッガー全集

第 17巻, 創文社, 2011.） 

村上勝三『デカルト形而上学の成立』, 講談社学術文庫, 2012. 

L. Newman, "Descartes on the Will in Judgment", Blackwell Companion to Philosophy / A 

companion to Descartes, Wiley-Blackwell, 2011, pp.334–352. 

G. Olivo, Descartes et l'essence de la vérité, PUF, 2005. 

D. Perler, « La théorie cartésienne du jugement. Remarques sur la IVe Méditation », Études 

Philosophiques, nº 71, 2004, p. 461–484.  

C. Perrin, Entendre la métaphysique, Éditions Peeters, 2013. 

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.  

M. Wilson, Descartes, Boston: Routledge, 1978. 


