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「絶対的虚偽」と懐疑の解決 
—「第二答弁」註解— 

有賀 雄大 

はじめに 

周知の通りデカルトは、最も明証的かつ単純な事柄について我々の知得することすら、ある力能ある欺き
手によって作られたものでないとは言い切れない、という、極端な懐疑を提出した。この懐疑についてマリ
オンは、この懐疑は理性を超越する「別の審級」、ある「別の視点」を想定し、その視点からみれば人間の明
晰判明な認識も偽であるかもしれないと考えるものだと解釈する。この審級からすれば、人間の理性的認識
が採用するコード、（すなわち「形 figura」を扱う幾何学）が相対化されてしまう。 

 
この形それ自体が、私にとっては知解可能な明証性をもつにも関わらず、ある超コード化を被るという
ことはありうるのではないか。その超コード化とは、形にむかって、形の外部にある、私の精神からは
全く逃れる真理を指定するものである。 

 
要するに、世界を幾何学的に理解する人間理性の認識を相対化し、それらが全く真理に到達していないとみ
る別の視点がありうるということである。そしてこの視点は人間理性のコードを相対化する視点であるから、
そのコードを通してしか認識することのできない人間理性にとっては「接近不可能」なのである1。 

人間理性による認識をもっぱら幾何学的「形」というコードに限定して捉える点の是非は措くとして、デ
カルトの懐疑が理性を超越したある審級を想定したものであるという点でマリオンの以上の解釈は正しい
と思われる。だとすれば、こうした懐疑の解決とは、いかなるものだろうか。我々が問いたいのは、理性的
認識を超え出る審級に、いかにして到達することができるか、あるいは、そもそも到達することが可能か、
ということではない。むしろ我々が問いたいのは次のことである。このケースにおいて懐疑を「解決する」
ということがいかなる事態を意味することになるのだろうか。それは、超越的審級の想定に対してどのよう
な態度で応じることなのか。その想定の不可能性を論証することなのか、あるいは何らかの仕方でその審級
に到達することなのか、あるいはいずれでもないのか。 

この問いに答える手がかりを与える重要なテクストが「第二答弁」に存在する。そこでデカルトは、人間
理性の明晰判明な知得と、神あるいは天使による「絶対的な」視点との関係について直接に語る。これはマ
リオン自身が、超コード化が「念頭に置かれていることが明らかである」2と断じるテクストであり、また本
論で紹介するようにいくつもの極めてラディカルな解釈の根拠とされてきた。我々は本論で、このテクスト
の分析を行うことによって、デカルトが、人間理性を超越する視点なるものの想定に対してどのような態度
を取ろうとしていたのかを明らかにすることを試みる。 

本稿は以下のように進む。はじめに、問題となるテクストを基本的な文脈とともに提示する（1）。続いて、
主要な解釈を批判的に検討し（2, 3, 4, 5）、その後我々が支持すべき解釈を提示する（6）。最後に、その意義
について論じる（7）。 

1. 「絶対的虚偽」論について 

メルセンヌをはじめとする神学者たちは「第二反論」において、次のような反論を提出した。デカルトは、
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神が本性上決して欺くことがあり得ない、と述べるが、神が善意ある配慮のもとに敢えて人間を欺く（あた
かも大人が教育的効果を狙って子供に嘘をつくように）こともありうるのではないか。実際、聖書にはそう
したシーンが見られるではないか。これに対してデカルトは、言葉による嘘を自分は問題としたわけではな
いし、また、『省察』の思索を記す論述は聖書の語り方とは異質なものであって、単純に両者を突き合わせ
るべきではない、という旨の回答をする。 

ここでデカルトはおそらく、反論者たちの意外なまでの根本的無理解を目の当たりにして、より基本的な
説明の必要を感じたのであろう。上の回答に続いて彼は、反論者たちが未だに「第一省察」の懐疑から脱却
できずにいる、と指摘し、彼らのために「再び、全ての人間的確実性（humana certitudo）の拠り所にな
りうる基礎を呈示」することを宣言する (144, 21-25)3。その基礎の説明は次のように始められる。 

 
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。（144, 
26-145, 1） 

 
何かを明晰判明に知得するときに我々が持つ、決して疑いえないほどの堅固な説得、これが人間的確実性の
基礎に他ならない。そしてこうした説得と、超越的な視点との関係について論じた次の一節が、本稿が取り
扱うテクストである。 

 
というのも、もし万が一誰かが、私たちがあることが真理であることについてそれほど堅固に（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。(145, 1-9) 

 
この一節を我々は以下で便宜上（Falsitas Absoluta の頭文字をとって）FA と呼ぶ。 

反論者たちの反論の中にも、『省察』本文においても「絶対的虚偽」という言葉は現れない。それにも関わ
らずデカルトは、『省察』本文で示したことがらを「再び」提示するという文脈の中でこの一節を記してい
る。いったいこの一節は何を言わんとしているのか。 

2. 先入見の排除：「堅固な説得」とは何か 

はじめに、この一節に対する古典的と言える解釈を退けておきたい。 
ラポルト4はこの一節を、明証的な知得を得たときに精神がもつ、同意への「傾向性（propension）」の「抗

えなさ（irrésistibilité）」を記述したものと理解している。人間精神はそのように知得されることを真なる
ものとして受け入れざるを得ないゆえに、絶対的虚偽の仮説は真に受けることができないのである、と5。 

なるほどたしかに精神が、明晰判明な知得を持つときにはそれに同意しないことができない、という本性
的機制を備えていることをデカルトは度々述べている（69, 16-18; III, 64, l. 23-25.）。この機制によって起こ
る同意の事態は「説得（persuasio）」と呼ばれる。だが、FA を検討するさいに確認しておかねばならない
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のは、デカルトがここで述べる「堅固な説得」は、この通常の「説得」とは異なるものであるという点であ
る。 

まず、デカルトによる「説得」と「知識」にかんする根本的主張を確認しておこう。周知のごとく彼はレ
ギウスあて書簡において「知識（scientia）」と「説得」とを区別する。明晰判明に知得されることに対して
精神は本性上同意を与えないことができない。しかしこうした「説得」が直ちに「知識」となるわけではな
い。両者の差異は次のものである。 

 
我々を疑うことへと駆りやる何らかの理由が残っているときに、「説得」があります。「知識」とは、よ
り強力ないかなる理由によっても決して揺り動かされ得ないほどに強力な理由に由来する説得のこと
です。神を知らぬものはこうしたものを全くもちません。（III, 64f.）。 

 
「知識」は一つの「説得」であるが、それは説得を疑わせるあらゆる根拠を除去した上での、という付加的
条件の成り立つときに説得に与えられる身分であり、この付加的条件が成立するためには神を認識すること
が必要となる。『省察』の議論においてはまさに、欺かない神が存在することが証明され、我々の明晰判明
な知得を疑う根拠が全て除かれることで、確実な知識が確立されるのである。 

我々が問題にしている FA においても、同じ区別がデカルトの念頭に置かれている。というのも、FA の中
で言及されているのは単なる説得ではなく「いかなる仕方でも取り除かれ得ないほどに堅固な説得」である。
この「堅固な（firmus）」ということの意味は、実はすでに引用した6直前の箇所（144, 26-145, 1）において
明確に規定されている。というのもこの箇所を見れば、明証的な知得によって生じる説得と、いかなる疑う
理由も除かれた「堅固な」説得とが autem を標識として明確に区別されていることがわかるからである。
レギウスあて書簡において提示された「説得」と「知識」の区別が反復されていることは明らかであろう。
したがって FA は、古典的解釈が考えるように、単なる説得のもついわば心理的な不可抗性によって我々が
絶対的虚偽の仮説を受け入れられない、という事実を記述しているのではなく、むしろ、我々が自身のもつ
説得に関してありうる懐疑根拠を全て除き去った後の、より水準の高い認識論的なあり方が、絶対的視点と
どのように関係するかを問題にしているのである。 

3. 穏健な解釈 

FA は、ありうる懐疑根拠を全て除き去った後の「我々」が、絶対的虚偽の仮説を唱える者に対してどの
ように応ずるか、ということを論じている。「我々」はその者の言うことを「信じ」ず（credere）、「気にせ」
ず（curare）、「そうであるかもしれないと思」わない（suspicere）。これらの語は、どのような態度を表現
しているのだろうか。 

この点にかんする穏健な解釈は、絶対的虚偽の事態を想定する仮説が、懐疑理由としてもはや成立せず、
我々はすでに形而上学的懐疑を解決している、という旨をデカルトがここで述べている、と考えるものであ
る。例えばケニーは、絶対的虚偽が「心に描」かれると記されている点に着目する。「心に描く（fingo）」と
いう表現は、デカルトにおいては、心が無根拠にありもしないものを仮想する働きを指す語として使用され
る。そこからケニーは、 

 
ここの意味は、『なるほどたしかに彼は正しいかもしれないが、少なくとも我々はそれに耳を貸さない
し、それが我々の望むことのできるすべてだ』ということではない。その意味は『彼は間違っているだ
けでなく、それ以上に、我々は彼のいうことを聞くつもりにならないように武装してもいるのだ』とい
うことである7。 
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と解釈する。つまり、デカルトはここで、絶対的虚偽の仮説が偽であることを述べている、とケニーは読む
のである。絶対的虚偽の可能性を言うのは、未だ形而上学的懐疑に囚われたままの者である。彼はまだ、明
晰判明な知得が、超越的視点からみてどのような価値を持つのかを知らない。しかし欺かない神の存在を証
明した「我々」からすれば、彼の考えはフィクション（fingo されたもの）にすぎないと言える。彼を信じ
る道理などないのである。なぜなら、「我々」はそうした想定が偽であることをすでに論証したのだから。 

この解釈はきわめて穏健なものであり、それゆえにこれと同様の解釈を行う論者は多い8。なるほどたしか
に、絶対的虚偽がありうる、とデカルトが考えていたとは考えにくく、絶対的虚偽を想定する者は、誤った
考えを持った誰かとして記述されていることに間違いはない。 

しかし、この解釈は、FA の置かれた文脈との間に不協和を残してしまうという難点を抱えている。本論
第一節冒頭に引用した FA をもう一度注意深く見てみると、この一節は「というのも（enim）」で始まる。
この「というのも」は何を受けているかといえば、次の文である。 

 
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（cum ratione licet 
optare）全てのものを手にしているのです。というのも[...] 

 
全ての懐疑理由が除かれ、堅固な説得が得られた時、それ以上に（ulterius）何も求めてしかるべきものは
ない、ということの理由を述べるために、FA は記されているのである。言い換えれば、懐疑が除かれ、説得
が堅固になることをもってしてなぜ十分であると言えるのか、なぜ堅固な説得以上の何かを得ようと望むこ
とが理（ratio）に反するのか、そのことの説明をデカルトは記そうとしているのである。 

もしこれに対してデカルトが、形而上学的懐疑には根拠がないことを我々が知っており、懐疑理由は取り
除かれている、ということを繰り返しているとすれば、彼は必要な説明を何もしていないことになってしま
うのではないか。なるほど確かにデカルトは、絶対的虚偽の想定が可能であるとは考えていないし、そのよ
うな想定を理由にした懐疑は解消されたと考えているだろう。しかしこ
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なのである。したがって、デカルトがここで、懐疑理由が成立しないという事柄を繰り返し
ていると読むことはできない。 

4. 「真理の整合説」解釈 

これまでの我々の議論から、FA に対する正しい解釈が満たすべき条件を二つ挙げておこう。１）形而上
学的懐疑を解決した者の応答としてふさわしいものであること、２）懐疑が解決された上で、それ以上の何
かを望むべきでないことの説明になっていること。 

この二つの条件を満たしうると思われる二つの解釈を本節と次節で検討しよう。 
はじめに我々が扱うのはフランクファートの解釈9である。彼によればデカルトはここで、整合性としての

真理のみを自身が問題にしてきたことを表明している。 
 
彼［デカルト］が示唆しているのは、完全に確実な何かが絶対的には偽であるとしても、絶対的真理と
絶対的虚偽の概念は探求の目的と無縁だということである。彼の記述が明らかにしているのは、問題と
なる真理の概念は整合性の概念だということである。（p. 249） 

 
デカルトは整合性としての真理のみを問題にしてきたのであって、理性が内的不整合を含まないことが明ら
かになれば、その理性による認識が理性の外部にある視点からみてどうかということは問題とならない。こ
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の「問題とならない」ということをデカルトの「我々にとって何だと言うのでしょうか」という言葉は表現
している。 

彼の解釈は、我々が上に挙げた二つの条件を満たすものである。というのも、この解釈は、１）形而上学
的懐疑を解消した「我々」は、２）理性の整合性を確かめること以上の何かを望む必要は何もない、という
デカルトの宣言を読み取るものだからである。 

我々はこの説をどのように評価すべきだろうか。 
なるほどたしかに、デカルトの探求にとって初めから整合性としての真理のみが問題であった、というフ

ランクファートのこの解釈には、大きな飛躍が含まれていると言わざるをえない。シーヴァートが冷静に指
摘するように「彼［フランクファート］の引用するパッセージは、「対応」解釈も「整合」解釈も告げてはい
ない」10。 

とはいえ、この解釈には我々が引き継ぐべき重要な洞察が含まれているように思われる。それは、絶対的
虚偽の想定に対するデカルトの応答を解釈する際に、デカルトが真理・虚偽についてどのような概念を有し
ていたのか、そして、「絶対的虚偽」なるものはデカルトにとってそもそも虚偽と言えるものなのか、とい
う点に留意して FA を読むべきだということである。第 6 節において、この洞察を引き継いだ新たな解釈を
提示する11。 

5. 理性の有限性 

我々の挙げた二つの条件を満たす解釈が近年オリーヴォ12によって提出された。彼は「我々の註釈してい
るテクストは、我々に真理の規則と見えるものについての言明の前に位置してはおらず、むしろその直後、
この真理が確立されてすぐ、すなわち、一般規則の論証の後に位置付けられる」という点を重視しており、
上記１）の条件を満たす。 

そこでオリーヴォが取る解釈は、次のようなものである。デカルトはここで、形而上学的懐疑を解決して
もなお、人間の認識は、それを超越する視点へと到達することは不可能である、という「知の閉鎖性（clôture 
de savoir）」について述べているのだ、と。 

オリーヴォが「知の閉鎖性」ということで言わんとしているのは、いささか複雑な次のような事態である。
人間理性の知は、ただ有限な閉じたものであるだけでなく、自らがそのように閉じたものであることそれ自
体を思考することすら不可能であるという仕方で閉じている。なぜなら、人間的知が閉じていることを認識
するためには、人間的知を何らかの意味で超え出た視点に立つ必要があるが、このこと自体が閉じた人間的
知にとっては不可能だからである。 

彼はこうした意味での「知の閉鎖性」によってデカルトのテクストが説明できると考える。すなわち、絶
対的虚偽を我々は「気にかけ」ず、「いかなる仕方でも信じないし、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」のは、絶対的虚偽の可能性についての言葉を我々が「聞くことも、意味を理解するこ
ともできず、この仮説が説得の［成り立つ］領域の外にあ」り、「［絶対的虚偽についての］この仮説が考え
てみることもできない（insoupçonnable）」からである。要するにオリーヴォは、認識の限界を認識するこ
との原理的な不可能性、ともいうべき事柄をここに読み取ろうとしているのである。これは、堅固な説得以
上の何ものも我々は（得ることは不可能であるがゆえに）望むべきでない、ということの説明として位置付
けることができ、それゆえ、上記２）の条件を満たす。 

しかし、デカルトが実際に述べているのは、仮説を考えてみることができない、ということではなく、「そ
ういうことがあるかもしれないとは少しも思わない（nec suspiciemur）」ということであって、そこに不可
能性や限界のニュアンスは含まれていない。オリーヴォの「知の閉鎖性」なる解釈は、FA を解釈するため
の二つの条件を満たすが、それ自体は解釈者の思弁によって導かれたものであって、その解釈を支える積極
的な根拠をテクストのうちに持ってはいない。 
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6. 虚偽とは何か 

そもそも FA の一節は「第一省察」の懐疑のうちに未だ留まっている反論者たちに向けて書かれたのであ
った。そしてその反論者たちに「再び（iterum）」(144, 24)、全ての人間的確実性の基礎をデカルトは呈示
しようとしているのだから、やはりここでは『省察』本文の議論から帰結する何らかの事柄が述べられてい
ると考えるのが自然なのではないだろうか。だとすれば我々は、上記の二条件を満たし、かつ『省察』本文
に根拠をもった解釈を探らねばならない。 

ところで、先ほど紹介した整合説解釈を提示したフランクファートは、多くの批判を浴びた後、自身の解
釈を修正している。彼は著書 Demons, Dreamers, and Madmen において提出した整合説解釈を、のちの論
文（Frankfurt[1978]）において修正した。そこで彼は、次のような主張を記している。「我々が自身の能力
の限界を認識するとしたら、絶対的真理と確実性とが食い違う可能性によって我々は、過誤へと運命付けら
れているのではなく、むしろ単にある種の無知に運命付けられているのである」13。ここで彼は、絶対的虚
偽が問題とならないのは、真理が整合性であるからではなく、絶対的虚偽なるものが、もはや過誤ではなく、
それとは区別される無知に他ならないからだという新解釈を示した。このフランクファートの指摘は、FA を
読む際に、そもそも過誤とは何であるのかということを考えるべきであるという重要なアイデアを含んでい
る。 

フランクファートによる以上の示唆（彼はテクスト上の根拠を示していない）を受けて『省察』本文の議
論を振り返ってみれば、「第四省察」における過誤論が、当然考慮するべきものとして挙がってくる。 

デカルトは「概要」において、「第四省察」では、明晰かつ判明に知得されるものが全て真であることが証
明されると同時に、「虚偽（falsitas）の理由が何において成り立つかが説明される」（15, 4-5）と述べてい
る。「第四省察」において明らかにされるその「過誤あるいは虚偽の原因（erroris aut falsitatis causam）」
（54, 10）は、知性が明晰判明に知得しないことに意志によって同意してしまう際の、意志の使用の正しく
ない使用に内在する「欠如（privatio）」に他ならない。明晰判明な知性の知得に導かれて、同意しないこと
ができない、という仕方で意志が働くとき、我々が過誤と虚偽に陥ることは決してないのだが、明晰判明に
知得しないときに我々が意志によって同意を行うときには、我々は過誤と虚偽に陥る。なぜなら、「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
（60, 3-5）。重要なのはここで原因とされている欠如は、過誤あるいは虚偽を生じさせる機会を与えるもの
などではなく、虚偽と過誤の何であるか、すなわちそれらの「形相」を成り立たしめるものだということで
ある14。欠如は、「過誤の形相（59, 7）」と「虚偽と罪の形相的根拠」（60, 31- 61, 1）が成り立つところのも
のである。したがって、「第四省察」においてデカルトは、虚偽とは何であるか、ということそれ自体を明ら
かにしていたのである。 

このような「第四省察」の帰結を念頭に置けば、FA において語られる「絶対的虚偽」なるものは、どのよ
うな意味をもつだろうか。デカルトにとって本来の虚偽とは、人間が判断を下すさいに用いる意志の働き方
の形に内在するものである。その虚偽概念は、意志が知性の明晰判明な知得に由来する傾向性にしたがって
働いているか、いないかという点にもっぱら関わるものであった。ところで、FA において問題とされてい
るのは、明晰判明な知得によって堅固な説得が生じたときであって、この説得において意志は正しい働き方
をしているはずである。したがって、「第四省察」が明らかにした本来の意味での虚偽はここではけっして
成立していない。それにもかかわらず、それが神や天使といった絶対的視点からは偽であるかもしれないと
考える者がいるならば、その「偽」は本来虚偽と呼ぶべきものではなく、いわば名ばかりの虚偽に過ぎない
と言える。そのような可能性を仮想する者は、デカルトからすれば、自らの用いる言葉の意味について混乱
を抱えた者なのである。したがってその者の言明は、真でも偽でもなく、ただ無意味なのである。それゆえ、
FA においてデカルトが、絶対的虚偽の可能性を認めることも、それを否定することもせず、「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などというものを我々はどうして気にすることがあ
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りましょう」といった語によって示していたのは、この絶対的虚偽の概念それ自体が無意味であるというこ
とであった、と解釈することができる。 

7. 懐疑を解決するとはいかなることか 

ひとたび神の存在を証明し、そこから虚偽が何であるかを明らかにするならば、神の視点から見た「絶対
的虚偽」なるものはもはや意味をなさず、問題にならない。FA におけるデカルトの主旨は、以上のような
ものであると思われる。このように述べていることが明らかになった FA は、懐疑の解決という過程につい
てどのような示唆を与えるだろうか。 

まず確認しておきたいのは、我々の解釈は、かつてのフランクファートが述べたような、探求の初めから
デカルトがそうした虚偽を問題にしていなかった、という解釈とは異なるということだ。なぜなら、どのよ
うな虚偽が問題となるのかをデカルトは「第四省察」において明らかにしているのであって、特定の虚偽（真
理）の概念（例えば整合説に基づいた）が探求を始める前から自明なものとして前提されていたというわけ
ではないからである。 

それゆえ、絶対的虚偽が無意味な概念であるということは、探求のはじめにおいては未だ明らかではなか
ったということになる。ところが、我々が冒頭で述べた通り、形而上学的懐疑は理性を超越した視点からの
絶対的虚偽を想定することによって成り立っているように思われる。これはどういうことだろうか。 

ここで懐疑の成立しうる一般的な条件について論じることは紙幅の都合上できないが、カーリーの次の指
摘は示唆的であるように思われる。デカルトは、懐疑が単なる気まぐれな想定によるものではなく、「有力
で考え抜かれた理由」（21, 30）によるものであったと述べるが、この理由が有効な懐疑理由であるためには 

 
懐疑の根拠として提示される命題は、自身の側に有利な証拠（evidence in its favor）を何も持つ必要
はない。それに反対するための説得的な議論がないということだけが、要請されるすべてである15。 

 
懐疑の成立構造についてのこの一般的な指摘が正しいならば、形而上学的懐疑が成り立つために、その想

定を成り立たせる「絶対的虚偽」なる概念について、それが有意味な概念であることの根拠を提示する必要
はない。重要なのは、省察者がこの時点で虚偽とは本来何であるかを知っておらず、それゆえ、「絶対的虚
偽」の想定が無意味な想定であるということを根拠をもって示すことができない、というこの点である。こ
の点が成り立つ限り、「絶対的虚偽」が後から振り返ってみれば無意味な概念だったとしても、形而上学的
懐疑は成立するのである。 

以上の視点からすれば、懐疑の解決とは、懐疑の想定を成り立たせていた諸概念について透明な理解を獲
得し、その想定の無意味さを明らかにしてゆく過程であると言える。それは、神の誠実を介して「直観が絶
対的に真であることを保証する」ような過程16ではない。真理と虚偽に関して透明な理解を獲得するプロセ
スは、必ずしもそうした「絶対的な」視点に到達することを必要としないのである。 

本稿は FA の分析を通して、懐疑の成立と解決という過程について、その手続き上の一特徴を指摘したに
過ぎず、『省察』の細部との突き合わせの作業は残されている。だが少なくとも言えるのは、こうした過程
の特質を度外視したまま、形而上学的懐疑をデカルトは解決し得たか、と問うことや、理性を超えた審級に
理性は（いかに）接近することができるのか、できないのか、と問うことは無用な混乱を招くということで
ある。重要なのはデカルトが構築した理論において、どのような思考が可能となり、どのような思考が除去
されているのか、というこの点である。 
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8 [Cottingham 1986: 76f.]; [Marion 2009; 327] 
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10 [Sievert 1977: 382] 
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11 Hatfield は、フランクファートと同様に、FA においてデカルトが絶対的虚偽の概念を問題にしないと述べ
ていると解釈したが、彼はその理由を、デカルトが初めから自らの知性主義を全く疑っていなかったから
だと考える[Hatfield 2006: 138f.]。このような解釈は形而上学的懐疑の基本的な方向性に合致しないよう
に思われるため、我々は同意することができない。 

12 [Olivo 2005: 406-408] この解釈は現在一定の支持を得ている。Cf. De Peretti[2016], p.209.  

13 [Frankfurt 1978: 38] 

14 「第四省察」における「過誤」と「虚偽」の可換性、およびこれらの本質をこそデカルトが論じていると
いう主張について詳しくは次の拙論を参照されたい。「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—」（forthcoming） 

15 [Curley 1978: 116] 

16 [Kenny 1968: 195]. 
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