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マルプランシュの「叡知的延長」即ち「延長
の観念」と，

トマスの「第一質料のイデア」
依 田 義 右
I

マルプランシュは， 諸観念の在り処が， 神の内以外には考えられないことを証明
し， この神のうちにあって全ての事物を表 現するものとしての諸観念を， 後に「叡
J
ig ible)として展開した。 ところでこの「叡知的延長j
知的延長J(l' étend ue i nt eI
なる用語は，

1延長」ということばがデカルト主義の用語であることでも明らかな

ように， 決して出鱈目に担造されたのではなL、。 マルプランシュは， この「叡知的
e Jigi b
ii
l s から着想を得たとはっき
延長」なる用語をアウグスティヌスの res int I
(1 )

り証言している。 これは， 明らかに， 本来の意味で明断E判明に認識される， 即ち
eJ
i gi ib l si と，
人間の唯一の認識対象である res i nt I

我々が全く認識できない res

ext ens a と， ぼんやりとしか即ち内感(s entim ents int éieur
r
s ) でしか認識できな
い res cogitans との関係で採用されたのである。 アウグスティヌスともデカルト
とも大分異なる。 このように一見行き当たりばったりに用いられるようにみえる叡
知的延長という用語にも厳密な典拠があるとすれば， マルプランシュが， これと同じ
意 味で常に用いる「延長の観念J (l'idé e d e l'é tend ue) 即ち「物質の観念 J O'idé e
(2 )

<l. e l a m ati色 巴r )も， やはり， なんらかの典拠を有しているのではないか。 この用語
をみて気付かれることは， それが， 外見上トマス・アクイナスの「第一質料 のイデ
r ae
アJ(id ea m at ei

pr
im ae)に類似していることである。 これに少くともその「着

想」をマルブラγシュが得たということは， 果しでありうるであろうか。 我々は，
その可能性の有無について少し検していこうと思う。 しかし， 勿論， 一見しただけ
で分ることであるが， 物質 (m atiら re) と， 軽率には到底語りえない程難解な純粋
な可能態たる第一質料(m atei
r a pr
im a)とは異なるし， ましてや物質と， 形相(
f o r-
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m a)と決して切り離すことができない質料 (m atei
r a) とは全く異る。 それゆえ，
我々は， 延長の「観念」と， 質料 の「イデア」との比較検討を進めねばならないこ
とになる。 そうなると， マルブ、ランシュの「観念」の方が文字通りに明断判明でな
い。 そこで我々は差し当り， 彼の叡知的延長即ち延長の観念の意義とその提唱過程
をみておくことにしよう。

II

「叡知的延長」とはいかなるものかについて様々な見方がある。 しかしその狙い
が， 近世の機械的自然観世界観を支え る数学的自然学の基礎と り わ け m at hesis
u n
iv ers alis の構築とその神の内での保存にあることは明らかである。 かくして，
神 のうちに創造された万物の数学的幾何学的根拠が叡知的延長として存在する。 例
えば， 輝く太陽は， よくよく観測すると， きわめて複雑なもののようであるが， 実
は， これはその根拠を神のうちに， 幾何学的図形の代数処理のような具合に， いわ
ば数式の形で有する。 換言すれば， 太陽という形象即ち「丸さ」ないし円を代数的
に霊化する仕方で神のうちにある。 決して神のうちに円があるのではなL、。 まして
ぞこの世を写す鏡のように， 太陽になるように定められている叡知的太陽などが神
(3)

の内にあるのではなし、。 また神のうちに太陽の原型として円が置いてあるわけでは
ない。 観測するとみられるプロミネンスや黒点などのものは， もはや認識の次元で
はなく創造の次元の問題である。 摂理の第一法則は， 真原因を神とし機会因を物体
問の衝突( cho c) としてはたらき，

こ の衝突がBer
g s on の四つ辻の風のごとく，

万物を多岐複雑化するのである。 単純な仕方で働く神は， その本性が単純単一であ
ることを示している。 神のうちに複雑多岐をもちこんではならない。 かくして， 叡
知的延長は， 例えば太陽の観念でもあることになる。 それゆえ叡知的延長は「延長
の観念」としばしばいわれる。 ともかく， 延長の観念は. r汲み尽せ ざ る幾何学的
(4)

諸真理の基礎」なのである。 しかし叡知的延長は， ただ一つであり単一である。 そ
れ放にこそ神内にありうる。 しかし， 延長又は空間の幾何学的真理， 代数的表現等
等と深入りしすぎることは危険である。 なるほど， かの大アルノーとの論争におい
て， 両者とも大数学者であるので， もしマルブラシシュが， 形象の代数的処理のみ
を叡知的延長に考えていたならば， 両者の論争中の原稿は， 数式や符号で埋め尽さ
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(5)

れていただろう。 だから， やはりキリス ト教的創造を説明するものとしての側面に
も注目しておくべきであろう。 つまり延長の観念は，

御言(Ve rbe Divin
)と同じ

(6 )

性格を有している。 この観念は， 御言のうちに， 諸々の物体の原型として含まれて
(7 )

r G ou i
h巴 r が注意するように， 神は， 自らの御言を産み出すと
いる。 それ故H eni
き， 延長の観念を産み出したのであり， またこの観念は， 三位の発出とともに現わ
れたのであって， 決して被造物たるこの世界の発出とともに現われたのではないの
(8)

である。 この観念は創造を実現する根拠である。 さて以上のことを十分に念頭にお
きながら， 我々はマルプランジュの観念説の展開を追ってゆくことにしよう。

III

マルブ、ランシュもはじめはデカノレトの観念説にならって， 観念を定義して，

I凡

(9 )

そ精神が直接に知覚する一切」と， 即ち精神ないし思惟のうちにある一切と考えて
(10)

いた。 しかし後に，

I観念」の定義は変 わってくる。 つまり，

I精神が直接に知覚

する一切」に， I諸感覚J (s entim ents)と「諸観念J(id ées)とを区別するに至る。
前者は， 快苦熱色等々即ち精神の在り方(m an
i色 re d' êt r)
e 即ち精神の変様(m odi
五 cati ons)又は様相 (m od alitの
é であり， 感覚(s entim ents)文は内感(sent
i m ents
i nt éieur
r
s)による認識の対象であり， 後者の「諸観念」による認識の対象は， 数，
延長， 幾何学的形象(
五 g u r)
e 及び諸形象聞の関係である。 そして， V
ision en Die u
を唱えるとき諸観念の在り処は， 神の内以外にないことが証明された。 とくに生得
観念説は否定された。 そしてこの説明に置換された「神におい て一切の も の を見
Q ue nous v y
t es c hos es en Dieu
) とは， I精神は， 神のうちに在っ
o ons tou
るJ(
(11)

て， 創造された諸々の存在を表 現するところのものを見ることができる」というこ
とである。 この「表 現するところのもの」こそが「叡知的延長」即ち
「延長の観念」
である。 このような用語を駆使しなければならなつかたのは， 或る識者がマルプラ
ンシュに 問うたことによる。 すなわち， 我々が一切のものを神のう ち に見る な ら
ば， 地平線上の太陽の大きさと頭上のそれとが異なることから， 叡知的世界の不変
不 動性にふさわしくない， 叡知的太陽を見ていないことになる， というものであっ
た。 マルプランシュは答える。 太陽になるように定められている叡知的太陽などな
い。 円い形をして神のうちにあるのではなし、。 鏡に写ったように神のうちにあるの
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ではなL、。 叡知的延長は鏡のように考えてはならないしまた「その上に人が形象を
(12)

描く無際限な黒板」のごとく考えてはならなし、。 幾何学的「円」というよりもむし
ろいわば円の代数式の形で神のうちにあるのである。 では， 複雑な有機体例えば眼
前に咲き誇る桜や梅の樹木などはどう説明されるのであろうか。 これらの点をもう
少し明らかにしなければならなし、。

IV

さて， 創造の次元で見ると， なにか物質的なものが創造された。 この「創造され
たJ( créée) 延長即ち物質は， "、かにして個別化したか。 カルテジアンとしてマル
プランシュはしづ。 物質の部分ないしは粒子相互間の衝突( cho c)によって個別化
する。 しかし機会原因論では， この「衝突」は機会因( cau es o c casionnelle) に，
即ち自然因( cau es nat u relle)にすぎず， 真原因たる神は， この二次的創造の責任
をやや免れている。 ただしこれも神の定めた摂理の第一の法則に組み込ま れ てい
る。 ともかくこのような個別化によって神は延長だけで驚嘆すべき複雑且多岐なも
のを作る。 しかし神の単一性を損わぬのも， 神の単純な仕方での働きを損わぬのも，
機会因に複雑多岐化の責任をかぶせられるからであろう。
しかし， 認識の次元でいうと， 実はこの「創造された延長(物質)Jを我々は全く
認識できなL、。 精神が物質と交渉をもてるはずがないからである。 我々が認識でき
るただ一つのものは叡知的延長だけである。 ではどうして我々は， 机や椅子， さま
ざまな樹木等々を認識しうるのか。 つまり， マノレフeヲシシュは， 叡知的延長の部分
は，

í全て同じ本性(nat u re)であるので， それらの部分は， すべてたとえどんな
(13)

物体であろうと表 現しうる」というけれども， ではどうしてあれやこれ々のものが
認識できるのであろうか。 即ち延長の観念がこのように「一般的であり， つねに同
(14)

(15)

ーであるJならば， 認識論的に個別化の根源はどこにあるのかが 問題になる。 個別
化の根源は一つではないところが興 味深し、。

V

第一に， 延長の観念を， 我々が限を閉じ， 脳になんらのイマージュを残さずに考
えるとき， この観念は， 精神(â m e)を純粋な知覚( pu re

pe r ce tpi on)でもって触
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e c et r )のである。 のちにカントが
a ffiz
ie ren を用いてい た のを想起さ
発 する(a ff
，) 必然的，永
せる。 この観念は， それがあるがままに， つまり無量無辺( mmense
i
遠的にみえる。 この観念は， 精神を至る所万遍なくほんのわ ずかに抵触(tou che r )
する。 このために，

この観念は，

実在しないだとか， それの永遠無限なるをもっ

て， 物質もそうだとかいったような誤 りを犯す。 このように， 本質又は純粋に可能
的なもの， 即ち延長の観念のいわば諸観念化の問題の と き，

即ち精神が「理解」
(16)

( con ce vo ri ) するとき， マルプランジュは， 延長の観念を「大理石の塊J(blo c de
m
a b
r re )に喰える。 これを撃 で 「彫るJ. (tai lle r ) 彫刻家(s culpteur )は神だが，
又同時にこの大理宿を我々も彫る。 この観念は， 神の認識の対象であると同時に，
我々の認識の唯一の対象でもある。 ただ神は自己認識だけでいわば彫るが， 全く受
動的な悟性をもっ我々では， 幾何学的諸真理の源泉 である延長の観念を理解するこ
とによって， 全ての事物が幾何学的にL、わば透けてみえてくるまでをい う の で あ
る。 もっとも， 現実には

靖 J(

耐b同 でしかない精神の変様たる色・快・苦・

冷・熱・香・音等々が邪魔をしていわばこれらに蹟いて「真理」を把えるためのか
の「注・意 Jという努力をしにくくしているのである。 彫られた像が個々の観念に
(18)

あたる。 つまり， 諸々の観念は無限な， 延長の観念の諸限界(lim ta
i tions )である。
即ち諸々の観念、とは，神による
「我々の精神への叡知的延長の種々の適用J(a ppli ca (19)

t ons
i
)J な のである。 この「適用」に我々人間の側 で対瞭するものは， 我々人聞に
みとめられた唯一の自由たる「注・意」であり， これによって延長の観念は， 諸々
の観念になる。 つまり我々の精神の倶uで， あれやこれやを 考 え う る。 この「注・
t ion
t )とは，
意J(at en

摂理の第三法則即ち神たる理性と人間の精神を結びつける

法則の機会図として神によって制定されている。 それゆえ「われ思うJ ( ej pens の
ことができることさえこの法則のお蔭 である。 このように， 延長の観念は，

í絶え

(20)

ず精神のうちにはたらきかける(ag i r J) 即ち精神を「照らすJ (c
る la re
i r )の で あ
る。 この観念は， í抵触J(tou che r )し「触発 J(a ff
e ct e r ) する の で あ る。「照ら
す」とは具体的には， この観念が，

í果作出的J(e 伍ca ce ) ということ即ち精神を

現実的に「変様するJ(modifi e r )ということである。 勿論真にはたらきかけるのは
神である。
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VI

川第二の仕方はどうか。 マルフ。ラ1ンシュのよく挙げる実例であるが. 野原の中央で
恨をぱっと開ける場合を 考えてみよう。 すると， その途端延長の観念は可感的とな
る。 それは摂理の第二法別である身心結合の法則による。 真原因は神であるが機会
因は物体の現前又は物心の変様である。 延長の観念は， 精神をかの純粋知覚で触発
するよりももっと活発に低触する。 それ故. 延長の観念の実在性は， 第一の仕方よ
り多く気付かれる。 この観念即ち叡知的延長は， 叡知的な種々の部分に応じて， さ
まざまに， ここではこの色かしこではかの色で我々を抵触する。 というのも， さま
ざまな色は， 延長の観念によって精神のうちに引き起こされた精神のさまざまな可
n s s nes ib le
s ) 即ち変様でしかないからである。 そのようにこ
感的知覚( p er c ept io
v ori
の観念が色で我々を抵触するのを， 我々は日常「物体を見るJ(

le
s c orps ) と

いうのである。 というのも， 物体 は不可視的であるから， 即ち我々は物体をそれ自
身で( le
s c orps

n
e

- m
ê se )見なL、からである。 ともかく， 延長の観念は， こ
eux m
(21)

れらの色によって， 我々の精神を身心結合の法則に従って触発する。 マルプランシ
ュでは， トマスと異なり， 色は物体の表面には存在せず， 精神の変様として我々の
側にある。 それ故.

I我々は， 色によってしか物体を見なL、。 我々が物体を見ると
(22)

き， これら物体のさまざまな本性を. 色の相違によってしか区別しえない」とまで
いわれる。 このことを， マルブヲン‘ンdュは， 画家の比匹余をもちいて説明する。 延長
(23)

の観念を， 画布(
t oi le) に喰え， 神を画家(Pe
int r e)に喰える。

しかし「塗る」

{
a pp liq u er ) のは， 我々ではなくて帰すところ神である。 我々は無力である。 曇り
ガラスの彼方の陰は人か物か判別宇るカなどもたね。 延長の観念のみが認識の唯一
真なる対象であり， かの「注・意」という自由のみがある。 このように， 可能的な
ものではなくて， 現に創造された物体又は延長を精神が「見るJ(v oir )場合が説明
される。 そしで， さらには， 物体の「運動(動き)J (mouve
m eh
t ) についてさえ，
(24)

延長の観念で説明が試みられるのである。

VII

第三に， 精神が「感覚するJ(田
吉 t ri ) というときはどうか。誰かが， マ例えば， 我
々の手に触れるときとか， 我々の手が， やけとしたり， 刺されたり， くすぐられた
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りするとき， その時， この叡知的延長は山、わば苦痛となったり快となったりする。
この観念は， 我々に， 我々を対象と緊密に結びつけるためよりも我々に対象を識別
(25)

させるために与えられたあの「色Jによってよりもはるかに活発に精神を触突する
(rf a pper )のである。 ともかく， この「触突Jによって， 苦痛が我々に属すること
(26)

を疑いえないのである。
さて， 以上の， 延長の観念の個別化の三つの仕方を今顧みるとき， 延長の観念が
ーなる神の思惟内容に多数の観念ないし叡知的なものをみとめるという， トマスも
そのイデアにおいて苦労した， アポリアーに対する一つの解決であったことは明ら
かである。

VIII

ところで， マルプランシュの観念の論は，

ア ル ノ ーとの論争を回って展開され

る。 デカルトに倣って， アルノーは， 物体を，

l
悟性ないし広く解して知性 (in t e

il gen ce)がとらえると「延長」にみえてくるわけであ る か ら， ふつうにいう「延
長」は， もうそれだけでいわば「知性認識されうるJ(in t e llig ible)延長で は ない
かと皮肉る。 マノレプランシュは， 勿論， 延長即ち物質は， それ自身では不可視的で
あると答える。 しかしアルノーが真に言わんと す る こ とはかなり根深い 問題であ
る。 アルノーにとって， r観念J(idées)とは， 精神の「変様J (modifi cat ion s)に
他ならない。 精神の変様は， それだけで本質的に何かを表 現してい ssen it e llem en t
(27)

r ep
r ésen t at i ves) \，、る。 精神の変様たる「知覚( per ce pt ion s)と観念とは同じものJ
e
なのである。 それゆえ， アルノーは， 諸観念を我々から独立した「諸存在J(
在 tr の
とみることを容認できなし、。 諸観念は神の内に在る筈がないとするのである。
アルノーは， およそ以下のように考えていると思われる。 知覚たとえば視覚を例
にとりあげてみよう。 或る時ここまた 或る時あそこをみるとき， それぞれの網膜上
にベルスペクティヴ( per s pe ct i ve)即ち映像が映る。 このベルスベクティヴは， ト
i d q uo)in t e lligit ur に対応するであろう。 つ
マスのイデアの説では s pe cies q ua(
まり精神の知覚( per ce pt ion s)ないし変様(mo difi cat ion s)が( id q uo)にあたる。
しかし， 同時に， この知覚たる網膜上のベノレスベクティヴに， 事物は「本質的」に
表 現されているではないか。 例えば， 網膜上に映っている机なら机は， 机以外の何
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ものも表現していなL、。 まさしく「机というもの・机そのものJを表現している。
つまりまさに「机」とし、う， トマスのイデア説でいうと.

\認識されているもの」

(d
i q uo d int e lligit u r)に対応する机の概念内容が示されて余りある。 これが. \観
念J(id ées)とよばれて不都合な筈がなし、。 それゆえ， 知覚された「机」は，

それ

自身「机というもの」を表現している。 それは精神の変様であり， 観念であるとい
ってもさしっかえない。 にもかかわらず， マルプランシュは， このくid q uod >を，
わざわざ， 我々から独立した存在として知覚の外におまけに神の内にもっていく，
まことに笑止千万である。 マルフーランシュの言うような諸観念は.

\対象を表現し

(28)

ている諸存在J(色tres re prés ent a ti fs des o b jets)とよぷぺきであるが， しかしこれ
は. \知覚(pe r ce pt ions) と解された観念から， 実在的に区別されたと勝手に思い
(29)

(30)

込んでいる諸存在」であり. \余分な実在有J(ent ti és s u pe rflues)である。 それど
(31)

ころか， これこそまさに「偽観念J(fauss es i d ées)とよぶにふさわしい， 否それの
(32)

みかそれらは「幻想J(chim ère)にすぎなL、。 このようにアルノーはマルプランシ
ュを難じた。
IX

マルプランシュは， たしかに， 観念の存在の証明として「抵抗J(rés is tance) を
うち出す。

(33)

\この床が君の足に抵抗する」ごとき仕方で示される。 例えば， 我々の

精神が， 一つの円のうちに異なる三直径を見出そうとするならば， 円の観念は.\君
(34)

の精神に低抗する」のである。 しかしこのような観念の実在性を示す論拠も， 観念
が「神のうちに」実在することを証しはしなL、。 そこでマルプランシュは， アウグ
スティヌスを曲解に近いほど独自にとり込んで答えてゆく。 我々の精神を照らすの
は， 我々より上位のものでなければならなし、。 物体や聞でしかない精神の変様が，
我々を照らしはしなし、。 帰するところ神が我々の精神を照らす の で あ る。 我々を
「照らす」とは， カルテジアンでもあるマルプランシュにとって精神を「変様」す
るということである。 ともかく. \アウグスティヌスにおいて私はみ て とった。 延
(35)

長の観念即 ち叡知的延長は神のうちにしか見出されないということを」とし、う裏づ
(36)

けがあるので， アルノーに答えるとき. \知覚は対象を表現するものではなL、」し，
(37)

「諸対象を表現する諸観念は， 我々の精神の変様と全く異なる」と強調しうるので
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ある。
そして，

(38)

Ir�第三の手紙〉への解答』で， マルプランジュは， アルノーが， 彼の

『第三の手紙』で批判していることに答えている。 アルノーの批判とは， 次のごと
くである。1"我々の精神の変様たる我々の知覚、(per ce ptio ns ) は， それらの知覚の
対象(ob je ts ) を表 現しているということを示すでことは，

私にとってそれほど困難

ではなL、。 我々は， 我々が何かを思惟しないということは考えられなL、。 ないもの
( r ei n ) を思惟することは， 全く思惟しないことである。 すな わち自らの対象をも
(39)

たぬような思惟は存在しなし、」と。 これに， 次のごとく答えている。「対象J(ob je t)
のとり方によって観念の意味が変 わってくる 。「思惟の対象J(l' o b je t de la pe ns 匂
〉
を，

1"思惟の直接E直かの対象J(so n ob je t im m剖ia t e t di rect ) と， 即ち哲学

者たち ( Ph iloso phes )がふつうにし、う「観念J.(idées ) ととるならば， 確かに「対
象Jをもたないような思惟はない。 しかし. 1思惟の対象」が， 1"観念が表 現してい
る外の対象(l'ob je t e x té rieu r ) と解されるならば， 対象をもた な い無数の思惟が
(40)

あるであろう。」では， 1"外の対象」とは何か。 それは， 現実には存在しないところ
(41)

の「可能的諸存在J (des ê tres possibles ) のこ と で あ る。 マルアーランシュの例で
は，

1"平らな太陽J 1"立方体の地球J 1"黄金でできた山J 1"幾何学者の対象とする円J

等々である。 たとえ， この世界が創造されなかったとしても， 我々の精神さえ創造
されていれば， 我々は延長の観念を観る。 それは， 神がそう欲するか ら で あ る。
「神もこの世界を創る前にこの世界をみていた。 又無限に多くの他の可能的世界を
みていた。 しかしだからといって， 神は， 何も思惟しなかったとはいえないのであ
(42)

る 。」 マルブラγシュの観念の存在論拠は，こう~、った， 神内にあって， いまだ創造
されず， 将来も創造されないものの存在である。 延長の観念と可能的な諸々の世界
の観念とは結局は同じことである。 このことは，白神はその本質を表 わす単純且一般
的な仕方( l a vo ie sim ple e t gé né ra le ) ではた ら い て， 1"可能的な諸々の世界」
(Mo ndes possibles ) から選んで， 1"我々が現在住んでいる世界よりももっと完全な
(43)

或る一つの世界( un Mo nde ) を作ることがでざた」と マルブラシシュが語ってい
るのと無関係ではあるまい。

x
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アルノーの今一つの批判は， マルプランシュが神のうちに延長をもち込んだとい
うものである。 つまり「延長の観念」をみとめないからそういう批判となる。 アル
ノーにとって， I延長の観念」は「延長」に他ならないのである。 それゆえ， 彼は，
マルプランシュはスピノザ主義者であると批難する。 アルノ{は攻寄書する。
自ら自身のうちに全てのものを見るということか ら，

I神が

神のうちに延長や蚊( m
ou 

che ron s )や蚤(pu ce s )やひきがえる( cra pau x)が存するとするの は，

無茶な理

(44)

屈である。 」
と。 しかしこの神の物質化批判は， 観念の論の相違が解消されていない
以上穏当とは思われない。 もっとも， 我々が， スピノザの『エチカ』をよむとき，
(45)

そこにマルプランシュの思想と同じものを見出す。 しかしマルプランシュ自身は，
(46)

「スピノザはみじめにも， 創造が不可能であると判断した」と本来のキリスト教の
立場を貫こうとしている。 しかし， その意図は十分達成されてはいない。 しかしな
がら， ともかく， 延長の観念は， 単に神の実体であるのではなくて， 物体的被造物
(47)

によって分有されうる限りにおける神の実体であ る。 神は延長の観念を有してい
(48)

る。 しかしそれは， 神が延長を作りたいと欲したからである。

I神は， その驚嘆す

(49)

ベき作品を作るためにしか物質を作らなかった。」そして創造された延長だ け で，
神は驚嘆すべきものを作ったのである。
XI

このように， マルプランシュが延長の観念というとき主として創造のことが考え
られている。 いわゆる「生成の根源J( pr n
i c ip u
i mgene ration is )に対応す るもの
である。 延長の観念は神の実体かと関わ れ た と き， マルプランシュは， トマスの
『スンマ』第一部第15 問第2項の引用を指示しながら答えている。「私は， ヨEトマス
において， 次のことをみてとった。 即ち延長の観念は， 創造された延長によって，
(回)

不完全な仕方で模倣され且分有されうる限りでの神の本質であることを。」と。 まさ
(51)

に Ollé ・La prune もいうように， これはトマスの権威の「検取りJ( se' n e mpa er r )
である。 それはともかく，

かくし て，

延長の観念が， い わ ゆ る「認識の根源」

on is )で
， あるとともに. I生成の根源」たることが確認される。
(p
r n
i c ip i u m cog n iti
それゆえ， 延長の観念は， I神が延長について有する観念であり， これにもとづい
て神が延長を見るところの永遠の観念であり， これにもとづいて神が延長を作った
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(52)

原型的観念であり， 無限にある諸々の可能的世界の観念である。」といわれうる。 延
長の観念は
「一つ」の観念であり， 創造の根源たることが知れた。 事実， マノレプラン
シュは， 延長を「創造された延長」といっているように， 逆にまた， 延長の観念の
(53)

(54)

ことを
「創造されざる観念J(l d'i 匂in cr “e)又は「創造された延長の観念J(l d'i ée
de I'étend ue créée)といっている。 このように， 神は， 延長の観念にもとづいて，
(55)

「諸物体を作った( f or rnめJ のである。 以上のことと，

マルプランシュがよく，

(56)

l
くかかわるかもしれない 。
神を「普遍的存夜J (l ê't re uni ve r se )とよぶこととは深

XII

我々は， ここまできて， 延長の観念が，

トマスの第一質料 のイテアから単なる思

い付きすらえられなかったことを予見しうる。 それは， 単に「延長」即 ち「物質」
と「第一質料 」とが 次元的に全く異なるとか「イデア」 が一種 の f orrna だとかか
らのみならず， 第一に， 認識の 次元でみても判然とする。 延長の観念は， I無限的，
(57)

s 及 び神自身に共通である。」しかし，
必然的， 永遠的であり， 全ての精神(es pr ti )
第一質料 のイデアは， イデアを l a rge につまり類似( si rnii
l tud o
) 又 は観念( rati o
)
(58)

ととるときだけ独自のイデアとして「神内に存在」し， 勿論「神のみの認識対象」
である。 この二点で， 一見両者は共通しているが， 全く異なる。 というのも，

トマ

スは， 叡知的対象の知的直観のごときを我々地上の人間には認めないからである。
勿論， マルプランシュも， 一切を神においてみるためには， 或る意味で神を見るこ
とになるが， 決してモーゼのような仕方でこの世で神を見ることはできぬとことわ
(59)

っている。 諸感覚たる閣にかこまれている我々も， 本当は， 延長の観念たる， 物体
(60)

的事物によって分有されうる限りでの神の本質を容易に見ているのだとするのであ
る。
さて， 第二に， 創造の 次元でも両者の相違は， はっきりしている。 トマスの『真
理論』第 3問第5項においていわれるように， ただ一つのイデア即 ち質料 と形相と
からなる複合的なもの全体( cornp osit u rnt o
t u rn)に対応するイデアのみが神の う ち
にある。 つまり
る限りのイデア，

pr opri e にいわれた場合のイデアいわゆる「範型J(e xe rnpla r)た
I生成の根源」としてのイデアの資格は，

I第一質料 のイデア」

にはないのである。 その意味で延長の観念と全く異なり， 延長の観念は， むしろ複
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(61)

合的なもの全体のイデア， 従ってまた「個物のイデア」 にその「地位」においては
対応するのである。 それゆえ， かのOllé- La prune も，

I聖トマスにも， 聖アウグ

スティヌスにも， プロチノスにも， プラトンにも， 叡知的延長に類似するものはな
にもなL、。 これは， プラトン哲学を奉ずるカルテジアンのみがもつことのできる着
(62)

想、である。」と言っているのであるo
さて， 我々は， 今後の課題として， マルプランシュの書斎に溢れていたというヘ
レニズム思想とりわけフィロンや. トマスの天使の物体的事物の認識 及び人間の認
(63)

識例えば『スンマ』第ー部第 85問第 1項等々についても， 又曲解されているが， ア
ウグスティヌスをも， 延長の観念解明に役立てるべきである。 ただマルフーランシュ
s en Dieu に置換したこと，
の極端な物心分離や， 生得観念を Viion

I延長」 を神

の創造とすること， 認識の唯一の対象たる延長の観念の提出等も， 実は， 当時台頭
してきたキリスト教を脅かす恐ろしい思想， �pち脳 及び脳の筋肉が思惟し判断する
s に対する死に物狂いの戦いであり， こ
とする自由思想を奉ずるやから(Libe rt in )
の細菌及び新自然学に対してキリスト教を免疫にしておくためだったのである。

註

ob ine t編 になる Oeuvres Complétes de Malebranche，
( 1) V IlI-IX p_ 951(A_ R
Vr in 1958-67)以後ローマ数字はこの全集の巻数を示す。 V I-V II
， V IlI-IX
などは合併巻を示す。
(2) ibid.，

p. 952et c.

(3)

III p. 153
.

(4)

XII-XIlI p .40 9.

.( 5) La po r et のBrun sch v i g
c 批判はこの点を指摘する 。(cf. J.
due intelligible selon Malebranche，

La po rt e ， L'éten-

1938 p. 26-29.)

. di e ，t La Théorie de la connaissance dans la
(6) c f. V I-V Il p .224(cf Br
phi・'losophie de Malebranche

(7)

ibid，

1929 p. 281.
)

p .111.

ouh ie r， La philoso.ρhie de Malebranche，
(8) c f.H . G
(9) 1

(10) R
e che r che de la vé r i ét の
く11)

1

1948
， p .382.

p .42. 第四版以降で削られた。
p .437 .

IIIの 2及びEcla ir c i ssem ent において。

150
(12) op. cit. Gouhier p. 385.
(13)

IIIp.153.

(14) VI-V IIp.61.
(15) cf. V. Delbos， Étude de la philosophie de Malebranche 1924， p.140.
(16) V I-V IIp.124.
(17) ibid.， p.105.
(18) L. Ollé.Laprune， Malebranche， 1870， Tome 1. p.172.以下O. .L. と略す。
(19)

XII- XIII p.47.

(20) ibid.， p.407.
(21) cf. XII-XIIIp.408.
(22) V I-V IIp.288.
(23) ibid.， p.78， 又はpp.120-126.
(24) cf. IIIpp.151-152連続創造が入ってくる。
(25) a質的terを触発， toucherを抵触， frapper を触突と訳しておく。
(26) cf. XII-XIIIp.408.
(27) VIII- IXp.1030.
(28) A. Arnauld， Des Vra.)明et des Fausses idées contre ce qu'enseigne l'au
teur de la Recherche de la V érité， Abraham Viret p.18f.， 及びp.30ff. 以

下V.F.1. と略す。
(29) V. F.1. p.38f.
(30) ibid.
(31) V. F. 1. の至る所で， アルノーの主張する「真観念J (vraies idées)に対し
て， マノレプランシュの「観念」を示している。
(32) V III-IXp. 908.
(33)

XII-XIIIp.42.

(34) ibid.
(35) V III-IXp.1066.
(36) ibid.， p.904.
(37) ibid.， p. 905.
(38) アルノーとの書簡で， アルノーの死後5年目にマルプランシュから差し出さ
れたことになっているので有名。 相手が死んでいないのでマルプランシュiJi.;思
い切って真意を打ち出しているのできわめて貴重である。 正徳な表題はlJ'í第
三の手紙」へのオラトリオ修道会司祭マルプランシュ師の解答.1]， 1699.
(39) VIII-IXp.907， p.91O.

マルプランシュの「叡知的延長」即ち「延長の観念」と，トマスの「第一質料のイデアJ

151

(40) ibid.， p.91O.
(41) ibid.
(42) ibid.
(43) V p.29.
(44) V. F. 1. p.137. これに対するマノレプランシュの答えは， 延長の観念は， こ
の物体界(自然)の仕方で延長しているのではない。 ひきがえるになるように
定められている叡知的ひきがえるが， 神内にあるのではない等々と答 えてい
る。 神の質料化の問題がトマスにあるのか詳かではないが， 神の可能態化の問
題がトマスにあるようである。 cf. De Verit'lte， Q3 a 5 ad 2.
(45) Spinoza opera U， p. 56. (propositio III etc.)p. 86， p. 87， p. 126 (De
naturã rationis est......aeternitatis specie percipere)等々。
(46) X p.101.
(47) cf. VI-VII p.105.
(48) cf. ibid.， p.61.
(49) 1 p.90.
(50) VIII-IX p.1066. cf. De Veri・tate， Q 3， a 2， c.
(51) O..L. p.199.
(52) VI-VII p.213-4.
(53) III p.151ー2.
(54) VIII-IX p.942. (cf. p.951)
(55) VI-VII p.112.
(56) III p.148. cf. p.152.
(57) VIlI-IX p.l066. cf. XVII-I p.284.
(58) cf. De Veritate， Q 3， a 5.
(59) cf. III. p.158.
(60) cf. p.97.， p.1066 . トマスの『スンマ』の第一部第14問15問を参照するよう
にマJレプランシュは指示している。
(61) cf. De Veritate， Q 3 a 8
(62) 0，・L. p.200.
(63) S. T. 1. Q 47， a 1， Q 55， 56 ， 57 etc.

