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ためのものであるjといかに強調しようとも， 哲学そのものの全体性が失われている
としたら， いずれをとるべきであるのかという問いは大きな決断を迫るものであろう
と思われる. そして， 目的論的立場と哲学の全体性ということの聞に， どのような概
念的な関係があるのかということを再考し， 目的論的世界観をともなわないが， 世界
と人間本性の全体を統一的にとらえることができるような哲学の可能性もさぐるべ き
なのかもしれない. 懐疑論を まともに引き受けた近世哲学とそれを経ていないように
見えるスコラ哲学との聞に何が生じたかを再度吟味することは， より広範な哲学その
もののあり方の再吟味を要請しているように思われるのである.

提題

スピノザと中世スコラ哲学
(自己) 原因概念を中心に

鈴
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はじめに

本稿は， 中世哲学と近世哲学とを巡る断絶/連続性の解釈学を背景に， スピノザ哲
学における(自己 ) 原因概念の意義を明確にすることを主題とする. スピノザ哲学を
対象として選択することによって， デカルトに明確な断絶を見る伝統的な哲学史像に
改めて揺さぶりをかけると共に， 原因概念という問題のトポスを選択することによっ
て， 複線的に語られるような哲学史記述の実践を行うことを目論見たい.

また， 原因

性の作用因への一元化を背景にしたスピノザの自己原因概念の特異性を浮かび上がら
せることを通して， 原因概念の変遷の意義とそのような変遷におけるスピノザ哲学の
哲学的意義を解明する作業の端緒たることを 目指す. 本稿の議論自体が示すように，
中世から近世にかけてのく存在論の変容〉を考察するためには， 原因概念に視点を絞
ることが有益であると思われるし，

また， 一般にスピノザ哲学が白己原因を一つの鍵

とすることは周知のことであるので， この視点から中世哲学の方へと探りを入れるこ
とには意味があると思われるからである.
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自己原因概念を巡る諸問題の確認

自己原因概念に関する基本的な確認から始める.
1 /スピノザ初期思想における自己原因概念の位置: スピノザ初期思想において，
自己原因概念は計9回出現する11.

1 - 1 / r短論文』において， 自己原因概念の内実

が解明されることはないが， 神と自己原因とが等値され， また， このような等値が問
題を苧む議論であることもトマスの名を挙げながら示されており， スピノザは自己原
因概念を巡る問題を自覚した上で自己原因概念を導入している.

1 - 2 /自己原因概念

が神のア・ プリオリな実在証明と関わるとしている. この点は， r知性改善論』にお
ける「事物がそれ自体において存在するなら， 言うなら， 一般に言われるように自己
原因であるなら， ただその本質のみによって知解されねばならないJ (TIE � 92) と
いう言明と一致する.

1 - 3/ I一般に言われるようにjという一節が示しているよう

に， 自己原因という連辞が自明のものとされている. しかし，

1 - 4/ r知性改善論j

においては， それ自体において存在する事物， 即ち神に関しては， Iそれが実在する
のに原因を要求するjとは言われず， 実在に関する原因性の要求は， 神以外の被造物
ないしは様態にのみ適用されている. さらにこの点は， 自己の本性ないしは自己の定
義の力によって無限であるものは属性ないしは実体であるという理由から， 実体とし
ての神と[自己]原因とを関係づけることを拒否するこの時期の 書簡とも共通する.
一方で， 自己原因概念の積極的な導入があるが(W短論文j
)， 他 方に， 原因概念を神
の実在と結びつけることに関する薦踏があり( r知性改善論j等)， さらに， いずれの
テクストにおいても神の実在をア・ プリオリに論証することの可能性に関する確信が
あった.
2/自己原因概念の問題性: スピノザが自明のものとする自己原因概念には伝統的
にどのような問題性があったのか， マリオンによる整理を借りて2)確認する. 典型的
な批判はトマスのものである. 批判の論点は三点ある.

まず第一に， 時間の観点から

するこの概念それ自体の矛盾の指摘であり， 自己原因は時間において原因が自己自身
に先立たなければならないことになるが， これは矛盾である(cf. Summa theologiae，
Ia， q. 2， a . 3 a d resp. et Contra gentiles， 1， 18. ). 次いで第二に， 神そのものが原因を
許容しない， という神そのものと原因の両立不可能性である. I神は原因を有さずJ
(Summa theologiae， Ia， q. 7， a. 7 a d resp.)， I神は原因を有することのない第一原因
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であるJ ( Contra gentiles， 1， 22). さらに第三に， トマスはその批判において， とり
わけ作用因に照準を集めて批判を行っている. í或る何かが， 自 己 自 身 の 作 用 因
(causa efficie ns s u i ips ius) であることは可能ではない， というのも， そうするとそ
れは自己自身に先立つことになるが， このことは不可能だからであるJ (Summa
theologiae， Ia， q. 2， a . 3 a d resp目). さらに， アンセルムスもドゥンス ・ スコトゥスも

オツカムもスアレスも(自己) 原因の神への適用を否定しているのであり， つまりは
中世哲学一般において自己原因は思考され得ないものであった. それでは， いつ自己
原因が「一般に言われるようにjなったのか. この点に関する解答は明確である.
1641年の デカルトのテクスト(= í第一答弁J， í第四答弁J ) がこれを可能にした.
だが， トマスの批判を初めとする中世哲学の傾向に抗して導入される自己原因概念と
はどのようなものか.
3/ デカルトにおける自己原因概念とその同時代
3 - 1 / デカルトの自己原因概念:まず第ーに， 自己原因概念の導入はデカルトその
人の手によるのであり， そこに「或る意味ではJ(c f . ex. gr. ATVIIl09) という表現
が加わるにしても， デカルトは自己原因概念を否定することはない. しかしながら第
二に， 作用因に定位しつつ実在の原因の探求が進められるにしろ， 作用因として自己
原因を把握することに伴う困難には自覚的であり， 作用因に通常伴う時間的先後関係
はこれを作用因から切り離し， その上で， 作用因への定位はあくまでも実在の原因の
探求の端緒であると理解し， I原因ないしは理由J(ATVI Il65; cf . ATVII236) への
探求に向かう. そして第三に， 自己原因の原因性を， 作用因そのものと語ることはな
く， 作用因との「類比(a nal og ia)J (ATVI I240， 241 ， 243 et 244) において捉えられ
る本質としての形相因とも， 作用因と形相因に共通的な原因性とも語っており， ここ
で語られる類比の解釈も含めて， この点に一番の解釈上のポイントがある. 最後に第
四に， 作用因の探求を介して把握される自己原因の内実は， í汲み尽くし得ないカ能」
(ATV I l
I 09 et 236) に集約される.
解釈史には大きなブレがある. 一方で， 作用因の探求が端緒となりつつも， 実在す
ることの「原因ないしは理由jが一貫して求められていることを強調するとき， 原因
性というロゴスによって， 神をも含めたあらゆる存在者を一義的に把握していこうと
する西洋形而上学の存在 神 論的構成の典型をここに見るマリオン(シューレ) の立
場がある. その際， 作用因に形相因が類比するという確かに奇妙な類比の意味が強調
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される. 他 方で， I汲み尽くし得ない力能jに集約される自己原因の内実を強調し，
新たなダイナミックな神概念の誕生をここに見て取る立場もある. さらにその延長線
上に， マリオンの解釈と対立する仕方で， ネオ・ プラトニズムとの親近性を強調する
解釈もある3)

この点に関する評価は留保したい. ここでの問題は， このような屈曲

を苧んだ自己原因概念が， スピノザその人によってどのように受け継がれたのか， と
いうことである.
3 - 2/ デカルト批判の一例: Jacobus Revius(1586-1658)
このような問題性を苧む自己原因概念が， その後の哲学史においても自明のものと
されたのではない， ということをさらに確認しよう. 自己原因概念はデカルト以降の
殆どの哲学者によっても拒否されている. 典型的であると共に， スピノザとの関わり
において興味深いのはJacobus Revius の場合である. Revius は， V oetius と共に，
オランダにおける デカルト在世時のデカルト批判者として代表的な神学者だが， その
多岐に亘る批判の最も大事な論点の一つは， まさしく自己原因を巡るものであった.
最近刊行されたテクストの抜粋集によるならへその批判と デカルト並びにデカルト
の代弁者としてのクラウベルク， さらにはへーレボールトとの論争を通して浮かび上
がる論点は三点に纏めることが出来る. 第一に， 自己原因概念を消極的にしか評価し
ない点においては， デカルト批判者もデカルト擁護者も共通し， デカルトによる自己
原因概念の導入という決断は例外的なものであった. 第二に， 作用的な自己原因概念
に関しては， デカルトその人を含めてこれを肯定する者はいない. そして第三に，
{aseitas}の解釈の準拠として初期教父による議論というトポスが存在している. ス
ピノザがラテン語学校に入学し(1652年)， デカルト哲学を初めとする新たな世界に
触れ始めた頃， 自己原因概念を巡る論争が進められていた.
4/ Wエチカ Jにおける自己原因概念の問題性
デカルトの自己原因概念の特質と対比し， また， 発生的定義の重視/伝統的な定義
としての名目的定義の洗練 /リニアーではないハイパー・テ キストという三点からな
る論証構造の特質に注意しながら検討するなら， wエチカjにおける自己原因概念の
問題性は次の通りである5)
4 - 1 /スピノザ的自己原因概念の特質:第一に重要なのは， 力能概念との連携であ
る. 自己原因概念が用いられる定理 7 ， 定理 12， 定理 24は， いずれも自己原因と必
然的実在との同一視をもとに， 議論を進めるだけであり， この点に関しては特筆すべ
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き論点は見出されない. 重要なのは定理 34である. I神の力能は神自身の本質そのも
のである. 証明

というのも， 神の本質の必然性それ自体から， 神は自己原因であり

(定理 11 より)， かつ全ての事物の原因である(定理 16 及びその系より)， というこ
とが帰結する. 故に， 神自身ならびに全てのものがそれによって存在し活動する神の
力能は， 神の本質そのものである. J (E1P 34 et D) この証明は難解だが， 神の自己
原因であることが， 神の力能と神の本質を等値することを可能にしている. 自己原因
概念がカ能概念の導入を可能にしているのである. そして， この議論の論拠は， 自己
原因という表現が出現しない定理11 に求められている. ポイントとなるのは， (ア・
プリオリな)四番目の証明を行うその備考である. 即ち「実在し得ることはカ能であ
るので， 或る事物の本性により多くの事象性が帰すればそれだけ多くの実在する力量
(virtus) を自分自身から有することが帰結する. したがって， 絶対的に無限な存在，
言うなら神は， 絶対的に無限の実在するカ能を自分自身から有し， こうして絶対的に
実在することが帰結するJ
(E1P 11S: 54). I絶対的に無限な実在する力能(inf in ita
a bsolute p otentia existen di )Jが自己原因の内実としてここで掴まれており， このこ
とによって定理 34の証明は可能になる. 自己原因・ 必然的実在・ 力能の三つの概念
が通底する点において， スピノザはデカルトの「汲み尽くし得ない力能jを頂点とす
る議論と， その限りで共通している. しかしながら， ここでも証明はア・ プリオリに
なされていることには注意が必要である.
第二にさらに重要な のは自己原因の原因性の内実である. この点に関しては定理
25の備考が重要である. 即ち「神は事物の実在の作用因であるのみならず， 事物の
本質の作用因である」という「この定理は定理 16 からより明断に帰結する. という
のも， 定理 16 から， 与えられた神的本性から， 事物の本質ならびに実在が必然的に
結論されなければならない， ということが帰結するからである. 一言で言えば， 神が
自己原因と言われるその意味において， 神はまた全ての事物の原悶であると言われ
るJ(E 125S). ときに誤解されるように， く神は全ての事物の原因であるその意味に
おいて， 神はまた自己原因である〉と言われているのではない. 原因性の理解におい
て， 自己原因のそれが先立つのであり， しかも， その原因性の意味は作用因であると
言われている， と解釈しなければならない. この自己原因理解がデカルト以上に極め
て例外的なものであることは， これ までの行論から既に明らかであろう.
4 -2/第二の論点に関して補足を行う. スピノザにおいては， 神以外の存在の実在
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に対する作用因との類比において自己原因の原因性が探求されることはない. 自己原
因の側から原因性は理解され， かつ， その原因性は神の場合と様態の場合にお いて
「同じ意味」即ち一義的でめり， したがって， 形相因が導入されることはないのであ
る. だが， 次のような反論があろう. 定理 8 の備考 2 における第一原因に関する注記
を参照するなら， I或る事物が実在する原因は， 実在する事物の本性それ自体と定義
に含まれていなければならないか(これは， 実在することがその事物の本性に属する
場合である)， その事物の外になければならないJ(EIP 8sc2， 5 0) という， 定義に含
まれる原因は， アリストテレスの伝統的な原因. a lT'ia 概念によるなら形相因と呼ば
れるものではないか6)

しかし， チルンハウス宛書簡において， I私が， 神をこの上

なく完全な存在であると定義する場合， この定義は作用因を表現しないので(という
のも， 作用因を外的なものだけでなく， 内的なものも知解するからですが)， 私はそ
こから神の全ての特質を表現することが出来ないでしょう. ですが他方， 神を絶対的
に無限な存在云々と 定 義 す る 場 合 に は， rエチ カ』第 l 部定 義 6 を 見 よJ(Ep6 0:
271) と言われているのは事実であり， そうすると問題は， 内的な作用困をどのよう
に理解するか， という点にかかっている.
自己原因の側から理解される作用因の貫徹， これが『エチカ』の基本的な原因性の
理解である. この点は動かない. このような原因理解が要請された理由は明白である
と思う. デカルトの場合にそうであったように， 作用困の側から原因を探求する場合
には， 時間的な因果の連鎖を辿ることによって第一原因ではあるがそれ自体は自己原
因ではない存在に到達するのではないにしても， 作用因に準拠し， それとの類比によ
りながらも作用困とは同一視することは出来ない原因性によって神の実在の原因ない
しは理由を掴まえることになる. その場合， 原因の多義性が生じてしまう. スピノザ
が， 拒否するのはこの原因の多義性であり， 原因の一義性を語るためには， 全ての事
物の作用因にして自らの原因でもある神の(自己) 原因の側から原因性を捉え， この
自己原因の意味での原因性によって全ての事物の作用因をも捉える必要があった. 一
義的な原因性が神をも他の事物をも貫徹する. 他の事物， 即ちスピノザの術語で言え
ば様態の本質と実在とがそこから帰結する神において， 神の自己の原因性と様態の本
質と実在との原因性とは一義的である. 一義的であることによって， 神は全てのもの
の「内在的原因J(EIP 18) となる. 自己原因の側から理解される作周囲の貫徹， 即
ち原因の一義性が求められる理由は， まずは内在的原因性を確立するところにある.
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オル デンブルク宛書簡に言うように「私は， 神及び自然については， 近代のキリスト
教徒たちが通常説いている見解とはまるで異なった見解を抱いています. というのも
私は， 神がいわゆる全ての事物の内在的原因であって超越的原因ではないと見ていま
す. 私は敢えて， 全てが神の中に生き， 神の中に動いていると主張しますJ(Ep73:
307 ) というのが， スピノザの思索の基本的志向である.
しかしながら， 自己原因の側から理解される作用因の貫徹の試みは， 多くの問題を
字む. 第一に， 定理 28 の証明の前半において解明されている， 属性 直接無限様態
間接無限様態間の因果性と有限様態である個物問の因果性という， 言わば垂 直と水平
の因果性の関係である九第二に， 作用因として理解される自己原因が， 内在的原因
と言われるとき， それが伝統的には形相因として把握されてきたものと区別がつかな
くなるように思われ， また， 一般にスピノザにおいて， 様態の原因性は， 定理 16と
その系lとにおいて { seq ui}と {c a usa efficie ns}とが同ーの地平に並置されるこ
とが示しているように， 論理的関係と因果的関係とが等値されているのであり， 逆説
的にも作用因は形相因として理解されているようにも思われる， という点である. 後
者に関して探りを入れるために， 時代を少し遡る.
2

作用因の系譜学

『エチカ』からスアレスへ

1 /スピノザとへーレボールトの原因論: まず， スピノザにおける作用因への原因
の一元化はいかにして可能になったのか. rエチカJにおいて， 作用因は第一原因・
自 由原因・ 内在的原因等々と規定されるが， これらは， へーレボールト(1614-61)
らのオランダにおける第二スコラの原因の分類によりながら， 内容上の変更を加えた
ものである. その変更の模様を検討することによって， 原因の一元化の模様を見るこ
とにしよう. rエチカ』における原因の分類の原型と考えられる『短論文』の議論の
ポイントは次の通りである.
神以外の全ての事物に対する神の原因性の解説において『短論文』が取り上げるの
は作用因のみであり， へーレボールトらの分類にならって八つの原因を挙げて説明を
加えている. 重要なのは， 作用因の分類において， 媒介する活動を必要としない流出
原因(c a usa ema nativa) とそれを必要とする活動原因(c ausa ac tiva) とを区別す
るへーレボールトに対して， スピノザが一一活動原因と作用困とを等値した上で一一
両者を区別せず， Iこれらは互いに関係するから， 私たちはこれを一つのものとするj
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(KV1!3: 2) としている点である. rエチカ』においてこの分類は出現しないが， そ
れは， 流出原因と活動原因とが作用困として一括されたという重要な事実をむしろ示
している.
さて， へーレボールトは， 流出原因を「結果を直接的に流出する」原因， 活動原因
を「媒介する活動によって結果が産出されるJ8)原因と定義し， その例として， 火が
内的熱の原因であることと火がそれ以外の事物において熱を産出する場合とをそれぞ
れ挙げている. したがって， 流出原因においては原因/結果の二項しか存在せず， 原
因の存在と原因性とは等しい. これに対し， 活動原因においては原因/結果/原因性の
三項が存在する. ここから， 流出原因の場合には， 原因が措定されると結果が措定さ
れないことは不可能だが， 活動原因の場合には， 原因が措定されても結果が措定され
ることは必然的ではない， ということになる.
スピノザはこれら三つの原因性を一つのものとする. しかも「全ての形相は， その
諸特性の流出原因であるJ9)と述べるへーレボールトと共に， スピノザは明らかに形
相因と作用因とを一つのものとしている. さらに， へーレボールトにおいては活動原
因の下位区分として導入される川ーーしたがって， 流出原因とは対立する

内在的

原因11)を， rエチカ Jにおいては(cf.EIP 18) 一一流出原因と活動原因とが一つのも
のとされた

作用因と重ね合わせている. つ まり， [流出原因=活動原因J=作用

因=内在的原因という等式が成立している. 形棺因を作用因に統合し， さらにそれを
内在的原因とするのである12)
以上は様態に関する作周囲の理解である. これに自己原因の理解が重なる. へーレ
ボールトにおいては， 作用因とは「外的原因j 13)であるが， 先のチルンハウス宛書簡
において見たように， スピノザは内的な作用因を認めるのであり， これが自己原因概
念につながってしパ. 大胆な議論の組み替えであると言わねばならない.
2/原因概念のトポスとしてのスアレス: このような原因概念の組み替えが， スピ
ノザ固有の論理によって可能になったことは言うまでもない. しかしながら， 作用因
を核心に据えながら存在者総体を捉えるという道が， スピノザ以前に既に整えられて
いる必要はあった. 課題と暫定的な作業結果を纏める.
2 - 1 /作用因概念それ自体の出現とその系譜学に関しては， ここでは課題だけを確
認しておし ジルソンが提起した問題， 即ちアリストテレス的な運動の原因としての
起動因(causa m ove ns) とは異なる， 新たな結果の存在を産出するという意味での
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作用因が， セネカからアヴィケンナやアルベルトゥス・ マグヌスを経て， どのような
歴史的経緯において誕生し， 受け継がれて来たのかということは， なお描かれざる歴
史であるように思われる1ぺさらには， もっと遡って. aiTia/ a[nov概念の変遷と
の関わりにおいて， スピノザ的な「原因ないしは理由」論と帰責論が不在のく エチ
カ〉との関係の意味を測定することも重要な問題のトポスである.
2 -2/これに対し， 作用困が原因性の中核をなす時代の始まりはほぼ確定されてい
る. スアレスの作業がそれである. r形而上学討論集』第 1 2討論から第 27 討論は，
近世的な原因概念の誕生を告げる原因論の集大成である. この原因論を初めて集中的
に検討している最近の研究書15)を参考にしながら， 成果を纏めるなら次の通りになる.
まず， 一連の原因論が， 存在一般の情態を扱う第 11 討論までと， 無限と有限の分
類に基づいて議論を進める第28討論以降との聞に挟まれた位置にあって， 前後の部
分と共に全体として存在論的な統一性を有している， ということが前提である. 次い
で， スアレスが， 作用因を「それによって初めて作用が存在することになるところの
自体的原理(princ ip ium per se a q uo prim o est act io)J (DMXVII ， s. 1，

n.

5) と定

義し， 運動の原理としてのアリストテレス的な起動因から区別していることも前提と
なる16)
a /冒頭の第 12討論の標題「存在の諸原因一般について」が正確に示しているよう
に， 質料因・ 形相因・ 作用因・ 目的因の順で複数の原因を探求するが， これは四原因
に共通の概念の探求から始められ， 原因の共通概念が存在することと作用原因こそが
原因の全体的な定義を適切に表現している， というテーゼからなる. そして， 原因は
存在の原因であり， その限りで， その考察は自然学にではなく形而上学に属す17)
b /まずもって重要なのは， 原因の共通概念が作用因として捉えられる， という論
点 で あ る. ス ア レ ス は， ア リ ス ト テ レ ス の『自 然 学』第 二巻 の 定 義 とLiber de
causisないしは『形而上学』ム巻の定義をいずれも退けて. ["原因とは他の中に存在
を注入する自体的原理である(c a usa est princip ium per se influens esse in ali u d)J
(DMXII ， s. II， n. 4) という定義を与える. そして， 注入するという動詞を厳密な意
味においてではなし一般的に理解した上で成立するこの定義は， 厳密な意味で解さ
れるとそれは作用因に帰属することになる， と説明している以上は， 作用因こそが原
因性の意味を構成することを示している. さらに， そこで強調されるのは， 原因と結
果との依存関係・ 注入関係・ 両者の事象的な区別の三点である1へ以上の解釈は，
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「原因の全体的定義は， 作用因に最もよく適合するJ (DMXII， s. II， n. 1 4) という結
論によって確証される.
c /こうして， 作用因を特権的なものとして得られた原因概念は「原因の唯一の対
象的概念J (DMXII， s. III， n. 13) となるが， この原因概念が， 四原因それぞれに対し
て多義的ではないとして， 作用因以外の原因性に対してどのような関係にあるのか.
それは， 一義的であるのか， 類比的であるのか. 結論はこうである. 質料因と形相因
の原因性は， 作用因から派生する二次的なものであり， 類比によって理解されねばな
らない. 目的因との関係は， 神が作用因と目的因との両方であり得るとされるので微
妙だが， 最終的には， 両者の聞には類比はなく， 一義的である， と結論づけられる
(cf . DMXXVII， s. 1. n. 11). さらに， キャローの解釈によれば191， r作用的な注入は，
それが結果に伝える存在それ自体に最も近く触れるJ (DMXXVII， s. 1， n. 11) のであ
るから， 作用因こそが一義性を真に機能させるオペレーターとなる.
以上， ほんの簡単にスアレスの原因論の大枠を見たが， 諸原因の作周囲への一元化
の萌芽がここに見られることは事実である. このような議論が存在しなければ， スピ
ノザの議論が成立しなかった， 言い換えれば， このような議論を背景にへーレボール
トらの原因論が展開され， それを受けてスピノザが原因概念の組み替えを行うという
こともなかった. しかしながら， 質料因と形相因とが内的原因(causa i nter na) な
いしは内在原因(causa i ntr inseca) に， 目的因と作用因とが外的原因(causa exter 
na) ないし外在原因(causa extri nseca) に割り振られるという， 四原因の分類に先
立つ分類があり， これと照らし合わせたときに， これを受けて展開されるへーレボー
ルトらの議論との対比を改めて考えてみても， スピノザの原因概念が極めて特異なも
のであるのも事実である. 内在的作用因は極めて異例の概念なのである20)
おわりに

暫定的な結論と課題を簡単に纏めて締めくくりとしたい.

1 /スピノザの自己原因

理解が， スコラの一般的理解とも， デカルトのそれとも異なり， 特異なものである.
2/その背景にはスアレスの(近世的な) 原因論が存在し， それを引き継ぐ第二スコ
ラの原因概念の大胆な組み替えがスピノザ固有の自己原因概念を生み出した.

3/ス

アレスと例えばスコトゥスの原因理解との関係や， 反対にそこから今度はへーレボー
ルトまで跡づける作業が中世哲学と近世哲学双方の研究者に共通の大きな課題として
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残る.

凡

例

スピノザのテクストからの引用はStudia 5ρinozanaの citation conv entions に，
スアレス/デカルト等のテクス卜からの引用も慣例に， それぞれ倣う.

2王

TIE S 92; E p12: 53.
2 ) Cf. Jean-Lu c Marion， Questions carlesiénnes II， Paris， PUF， 1996， ch V.
3 ) 順に， ].-L. Marion， !bid.， pp. 180-181 et pp. 175-178; E tienne Gilson， <<Une
nouv elle idée de Dieu >>， in Etudes sur le rôle de la戸間sée médievale dans la [ormation
duり'stème carlésien， Paris， Vrin， 1930; Thierry Gontier， D凸、cartes et la caus a sui，

Paris . Vrin. 2005.
4 ) Cf. J acobus Rev ius， A Theological Examination o[ Cartesian PhilosoPhy. Early
Criticisms (164刀， edited by Aza Gou driaan， Leiden-Bos ton， Brill， 2002

5 ) 出現回数は計6回である. Cf. E IDefl; E 1P7D; E 1P12D; E 1 P24D; E 1P25S; E 1P34D.
6 ) Cf. Vincent Carrau d， Causa sive ratio， Paris ， PUF， 2002， pp. 306-311 et 319-324
7 ) この重要な問題に関しては， 未だ私なりの解釈を獲得するには至っていない. まず
は， 佐藤一郎( 1 rエチヵ』第一部の二つの因果性がめざすものJ r個と無限

スピノ

ザ雑考』風光社， 2004年， 所収)の透徹した解釈を参照されたい.
8 ) Heer巴boord， Meletemata 戸hilosゆhica， Leiden， 1654， p. 226
9 ) Heereboord， Meletemata， Ams terdam， 1680， p. 264， citée par V. Carraud， opαt.，
p. 309
10) Cf. Heereboord， Meletemata， Leiden， 1654 p. 229.
11) へーレボールトの定義は「自己それ自身のうちに結果を産出する原因J( ibid. )と
いうもの.
12) 以上の解釈に関して次の二つの研究書を参考にした. Martial Gu erou lt， Spinoza !，
Paris， Au bier-Montaigne， 1968， pp. 243-256; Vincent Carrau d， Op. cit.， pp. 304-311
13) Heereboord， Collegium logicum， 4e éd.， Ams terdam， 1680， p. 928.
14) Cf. E tienne Gilson， <<N otes pou r I'his toire de la caus e efficiente>>， in AHDLMA
X X I X ， 1962， repris in Etudes médiévales， Paris， Vrin， 1986.
15) Cf. Vincent Carraud，印• cit.， ch. 1.
16) 田口啓子『スアレス形而上学の研究J南窓社， 1977年， 119から121頁， を参照.
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17) Cf. V. Carraud， 0ゅ. cit.， pp. 1 06-107.
18) Cf. V. Carraud， 0ψcit.， pp. 13 6-13 7.
1 9) Cf. V. Carraud， Op. cit.， p. 163; Gilles Olivo， <<L'efficience en cause>>， in Descartes
et [e moyen âge，吾d. par J. Biard et R. Rashed， Paris， Vrin， 1997

20)この異例性は， 形相因としての形相的存在と存在の作用因との同一視という汎神論の
ロジックをまさしく体現したことの裏返しに過ぎない， とも言えよう. トマスの禁じる
思考へとスピノザはまっすぐに進むのである. この点， 山田晶の古典的な分析(Wト マ
ス・アクイナスの〈エツセ〉研究』創文社， 1978年， 第四論文， 特に第五章と九章)
は， スピノザの思索の意味を陰画 的に示すものである.

提題

存在の重さについて
ア・ プリオリな神証明を通して一一

村

上

勝

=

はじめに

存在について考える. それは現に世界のなかに埋め込まれている人間のありさまを
捉えようとすることではない. I実存J と言われることがそのようなことを指してい
るとするのならば， それは様態的ありさまを様態のかぎりで， つまりは私たちの重し
のない漂いの姿を言っているに過ぎない. 現象世界における経験の成立条件を対象認
識の成立条件として探究することにとどまるのならば， 存在に届かないのは当然のこ
とである. 意識に現れるものを現れのかぎりでたとえどれ ほど厳密に捉えようとも，
「私jが感じることを抜け出すことはできない. 対 象認知の構造を「科学的」に詮索
してみても， 物質問の関係が見出されるに過ぎない. いずれにせよ， 無限から免れよ
うとする人間の倣慢と甘えの所産のように思われる.
l

存在論的証明

存在について考えるために， カントの言う「存在論的証明jは私たちに大事な聞い
を開いて見せる. この証明が世界の限界を教えてくれるからである. しかし， この証

