﹁時間﹂

は幾何学化しうるか

申

村

康 子

なされているのは︑この概念︵時間の非連続性︶と共に︑︸﹂こから

て用いられている︒この非連続性にもかかわらず︑連続性の解釈が

後老は無隈小である︒しかL︑このようにデカルトが冒o冒竃ぎ冒の

もの︑後者は非常に短い時間で︑隈りなく分割できるものであると
︵3︶
ゲルーもベイサドも解釈している︒最で表現するなら︑前者はゼロ︑

して表現し︑前者は時間の境界で︑それ以上分割できない不可分な

ところで︑デカルトは﹁瞬間﹂を序蕃津と冒◎旨竃9冒とで区別

ている︒こ一﹂に連続的創造概念の困難がある︒

かし︑デカルトはたえず神が協力していなけれぱならないと記述し

未来も規定するから︑神が参与する必要はないと我々は考える︒し

然的︑あるいは︑蓋然的な結合である︒従って︑一度決められれぼ︑

﹁法則﹂から我々が期待するのは︑遇去の事実と未来の事実との必

デカ〃トの﹁持続﹂ と﹁存在﹂

序

デカルトの際隈たく分割Lうる空問概念を前提として︑その﹁時
間﹂が連続的であるかどうかについては︑多様に論じられてきた︒

時間の非連続性は﹃省察﹄や﹃哲学原理﹄で主張されている︒前著

諸部分は他の部分に依存せず︵時間の非連続性︶︑私が少し前に存

導出された﹁連続的創造﹂の不可解なことも一因である︒ ﹁時問の

この概念も影蟹津と同じく︑持続の否定とみたしている︒そして︑

概念を得ていながら︑徴積分に到達したかった・﹂とから︑ゲルーは

作では神の存在証明の過程で︑後著作ではその証明の中心概念とし

在﹂たということから今あるとい一2﹂とは︑他の原因が私をこの瞬

らえている︒ゲルーはゼロをいくら加えてもいかなる量にもならな

︵4︶

﹁瞬間﹂と﹁持続﹂とを対立させ︑前者を後者の否定概念としてと

間︵墨o冒gg冒︶に創造する︑すなわち︑保存する︵連続的創造︶
︵1︶

連続的創造は被造物全体にあてはまる︒物体については︑たとえ

のでたけれぼ帰結されない︒﹂

続的創造︶が必要となるが︑それは﹁持続﹂の否定である﹁不可分

い︑すなわち︑時問は生じたいので︑﹁持続﹂を生ぜしめる作用︵連

ぼ︑自然法則において︑神は物体の存在と運動の原因であって︑各
︵2︶
瞬問毎に直線方向に物体の運動を決定するとされている︒ところが︑

デカルトのr持続」とr存在」
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な瞬間﹂︑すなわち︑﹁持続﹂から独立した自由で不可分な瞬間に作

古代から十七世紀に至るまで主流をなしていた時間概念は︑天球

﹁持続﹂と﹁存在﹂

の運動に由来する﹁時問︵富賢眉ω︶﹂である︒この﹁時間﹂は天球

用すると解釈している︒そして︑時問の内的本質がこの作用のうち
にあるとみなL︑﹁時間は空間と同質ではない︒たぜたら︑時問は

問に相当する︒これに対して︑十六世紀末から十七世紀にかげて︑
︵8︶

の運動との比較から生じるもので︑現代的にいうと︑時計で計る時

空間のような造られた実在物では放く︑存在の特質︑あるいは︑審
︵5︶
実だからである︵存在と持続とは同義である︶﹂としている︒ベイ
サドは空間と同様に時間も無隈に分割Lうるとみなし︑さらに︑そ

トレトゥスやスアレスは﹁持続︵︷員良◎︶﹂を導入した︒これは運動

︵6︶

の連続性を主張しようとしている︒しかし︑デカルトについて本稿

で︑スアレス自身の言葉を借りれぱ︑﹁内的時問﹂である︒そLて︑

Lている事物に内在し︑存在と区別できないと考えられているもの

新スコラ学におげるその概念構成枠組の流れの中で展開している︒

デカルトの時間についての議論はアリストテレス︑中世スコラ学︑

︵9︶

るかどうかということではたく︑幾何学化できないものがその時問

が提起している間題は合理的に解釈するために時問を幾何学化Lう

非連続性をデカルトが主張したかということが間題である︒

レスやブルヘルスダイクの﹁持続﹂概念を継承していると考えられ

時間の非連続性という点を除けぼ︑デカルトは新スコラ学者のスア

概念のうちに含童れているということである︒そして︑たぜ時間の

ところで︑ ﹁時間﹂については種々の意味で言われている︒たと

デカルトの時問の非連続性は神の存在証明の過程で用いられてい

るが︑本節ではその一端を示す︒

えば︑時計で計る時問︑意識のうちにある時問︵﹁運動の数﹂とし
て把握された時間とか︑記憶や期待を含む時問等︶︑﹁認識の形式﹂

としての時問等があり︑本稿はこれらの時問概念にも言及している

とアルノiはデカルト宛書簡で指摘している︒これにデカルトは

るが︑この時間概念が何の時問について言っているのか明確でない
︵10︶

を継承したデカルトの﹁存在﹂と同義の時問概念︵旨H除︶の意味に

が︑特に︑新スコラ学者のスアレスやブルヘルスダイクの時問概念

﹁人間精神の持続﹂︵〜員邑O冒彗まぎ冒彗8︶Lについてであると

答えている︒アルノーは哲学宙神学者達の説によって︑デカルトの

ついて論じる︒過去に私が存在した・﹂とから必然的に︑未来にも存

在するとはいえないというデヵルトの主張の現代的意味は︑それが

神の持続と同じく永続的︵潟曇彗彗ω︶であって︑全体が同時にある
︵n︶
︵付◎蟹ωぎ巳︶から︑非連続性はいえないと反論している︒デカルト

いう時問が精神の時間たら︑これは継起的︵竃8婁一きω︶ではなく︑

必然性をデカルトが与えようとした理由を追究している︒そして︑

はこれに対し︑神の持統はその全体が同時にあるが︑精神の持続は

歴史上批判されたとはいえ︑ア画ポステリオリた命題である︸﹂とを
︵7︶
彼が認識し︑必然性を与えようとしたことである︒本稿では︑この

持続︑存在︑連続的創造︑力等の諾概念の内的連関を明白にするこ

継起であるから区別すべきだと答えている︒これは後述のように︑

︵12︶

とを目標としている︒
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運動における前画後の知覚と︑その経過によって知られる︒多くの
︵18︶
運動が経過すれぱする程︑多くの時間がたったということになる︒

トテレスに由来する概念で︑時間は運動そのものではなく︑精神が
︵17︶
数える運動の数としてあり︑精神なしには考えられない︒そして︑

である︒この考え方は時間を﹁運動の数﹂とみなす︒一﹂れはアリス

みなすのは︑デカルトのいうところによれぼ︑﹁スコラ﹂の考え方

運動しているものの持続と運動していたいもののそれを別のものと

カルトは﹃哲学原理﹄第一都︑五七節でも時問概念を論じている︒

言っているなら︑これは精神の保存に役立たないので︑神による保
︵15︶
存を用いたデカルトの証明は力をもつとアルノーは述べている︒デ

ルトがこの意味の時間︵﹁太陽や他の天体の運動の持続﹂︶について

よれぱ︑非連続は運動しているものの持続にしか許されず︑この持
︵u︶
続だけが真の意味での時問概念であるという︒そLて︑もし︑デカ

デカルトにおいて︑この精神の持続は非連続であるが︑アルノーに

スアレスを媒介として︑トマスやボエティウスにつながる概念で︑
︵13︶
神の﹁永遠﹂と他のものの﹁持続﹂の区別として解釈されている︒

いるものの持続の前と後も︑静止しているもののそれらも︑事物と

れがないので理解できないという︒これにデカルトは︑﹁運動して

問が運動と共にあるなら︑そこには前と後とがあるが︑静止にはそ

継起とみなされているが︑このようた概念について︑アルノーは時

しているものの持続は︑静止﹂ているものの持続と同じ持統をも

従って︑持続を存在の意味をもった時問として考えるなら︑﹁運動

つの実体におげる属性で︑実際には区別されないとみなされている︒
︵脳︶
ベックによれぱ︑このような概念の結合は﹁必然的結合﹂である︒

実体が区別されるからである︒Lこのように持続と存在とは︑ひと

続することをやめると︑また存在することをやめるのは︑持続から

のうちの一方を他方から切り離すなら︑どちらもその各々の属性か

れるものである︒すたわち︑物体のこれら︵持続と存在︶コ一属性

運動していようと︑両老に同じ時問がある﹂と考えられている︒ス

トの﹁持続﹂も同様に︑コ一物体のうち︑一方が遅く︑他方が速く

︵2！︶

デカルトはこのような時間概念を﹁思惟様態︵冒Oまω8αq一叫§摩︶﹂

︵23︶

︵26︶

できる︒

識の継起的流れによって計られる思惟様態としてあるということが

る﹂と答えている︒従って︑デカルトのこのような時間概念は︑意

︵27︶

つ﹂ということがでぎる︒￥﹂の持続はすでに述べたように︑精神の

︵25︶

ら観念を明蜥に認識できない︒たとえぱ︑実体があって︑それが持

アレスと同様︑デカルトの持続と存在とは観念によってのみ区別さ

︵22︶

るものにおいて︑短い時間があるとするのは誤りである︒﹂デカル

とLているが︑彼によれぱ−﹂れは天体の運動と比較Lて決められた

共に存在している思惟のうちに見出す継起の前と後によって知られ

つまり︑スアレスは時問の長さを計る基準とLて︑従来︑用いられ

︵16︶

外的時問であって︑自ら考えている時間ではない︒デカルトの時間
︵犯︶
はスアレスの運動と区別できたい内的持続を抽象化Lたものである︒

てきた天球︑あるいは︑太陽の運動を﹁外的時問﹂とみなし︑これ
︵20︶
に前述の﹁内的時問﹂︵持続︶を対置した︒スアレスによれぼ︑﹁運
動する同じものは︑同じ実在的持続をもち﹂︑﹁より遼く運動してい
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ニ デカルトにおげる﹁存在﹂と﹁本質﹂

デカルトは﹃省察﹄第五答弁や﹃哲学原理﹄その他で︑必然的存

いては三角形と違って︑存在と本質とは一方を他方なしに考えるこ

関係は︑三角形におげるそれらの関係とは異たっていて﹂︑﹁神にお

とはできない︒なぜなら︑神は自らの存在︵ω暮冒窪①︶であって︑
︵31︶

三角形はそうではないからである﹂と答えている︒ ﹁自らの存在﹂
︵32︶
とはデカルトの説明によると︑神学者︵たとえぱ︑トマス︶の用い

在と偶然的存在とを明確に区別している︒これは﹁永遠﹂と﹁持続﹂

との区別の伏線としてある︒本節では︑観念からその存在を導出す

ている言葉で︑﹁存在することが神の本質に属するという・﹂とであ

︵34︶

るのに︑神にだげ必然的存在を認め︑他の事物には偶然的存在しか

デカルトは﹃省察﹄の第二答弁の公理十で︑神も含めたすべての

︵33︶

認めていないのはどのような根拠に基づいているかを考察する︒

る︒﹂別の表現だと︑﹁必然的存在は本質に属する﹂である︒

第五省察でデカルトは︑﹁三角形の本質からその内角の和が二直

には存在が含まれている﹂と表現している︒これはガッサンディの

存在であるといい︑﹁すべての事物の観念︑あるいは︑概念のうち

論の後︑﹁可能的︑偶然的存在﹂︵①昏箒肇即君邑彗ポ一8邑晶昌ω︶﹂

議論に譲歩しているかにみえる︒Lかし︑第一答弁では︑同様の議

︵35︶

事物は可能的︑偶然的た存在か︑あるいは︑必然的︑かつ︑完全な

に対して︑ガッサソディは︑存在と本質は神を含めてすべてのもの

角に等しい︸﹂とを区別できないのと同様に︑神の本質から存在を切
︵28︶
り離すことができない︸﹂とは明らかである﹂と記述Lている︒これ

について区別できないとして反論している︒すなわち︑三角形の例

﹂てでたけれぱ理解しないが︑だからといってそこからそれが存在

いる︒﹁︵神以外の︶他の塾物の観念については︑それが存在すると

と﹁必然的存在︵①昏吋竃夢鳥8竃詮︶﹂との差異について説明Lて

もその存在について言われているとみなし︑三角形は必然的に存在
︵29︶

するのではたいが︑その存在と本質は区別されえないということを
用いて神の存在をデカルトは証明しているという︒同様に︑存在と

トソの存在についてもいえるはずであるが︑もはやプラトソは存在
︵30︶
しないので︑この議論は不合理ではないかと疑間を提示している︒

区別されているにすぎないので︑神の存在にっいていえれぱ︑プラ

理解するというト﹂とから︑神は存在するということが帰結すると考

つ︑常に︵罵o婁邑og器旨潟﹃︶結びつけられているということを

ことは必然的であると考えないが︑存在が神の属性に必然的に︑か

他の事物の存在がそのものの他の特性に結びつげられているという

する−﹂とは帰結せず︑ただ存在しうるとするだけである︒なぜなら︑

前述の﹁存在﹂と﹁持続﹂との必然的結合咀観念的区別のように︑

と同様︑必然的結合を表現しているが︑他に︑﹁常に﹂という時問

えられるからである︒L・﹂のように︑︸ご﹂での必然性も︑先のもの

﹁プラトン﹂という人の存在と本質も︑神の存在と本質も観念的に

本質は観念的にのみ区別されているということから︑たとえぼ︑

こ︸﹂でも﹁プラトソ﹂とか神において︑﹁存在﹂と﹁本質﹂とは必

概念が含まれている︒

︵36︶

然的に結合した二属性のように考えることができるだろうか︒ガヅ
サソディの反論に対してデカルトは︑﹁神における存在と本質との
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デカルトの存在概念には︑実在的存在の意味だげではなく︑数学

︵如︶

原因に由来し︑それに依存L︑そのカ︵召叶竃註︶によって存在する

スの神︑時間概念がスアレスを媒介として︑デカルトヘ受け継がれ

以上の様に︑スアレスの必然的存在と偶然的存在の概念や︑トマ

のをやめうるので︑必然的でも︑独立的でも︑不動でもない︒し

ていく過程を我々はみることができた︒そして︑スアレスの持続と

さらに︑神のように︑必然的︑かつ︑永遼に存在するものもあるL︑

的真理のように︑実在物と関係のない可能的存在も含まれている︒

された偶然的存在もある︒・﹂れらの﹁存在﹂のうち︑神にだけ必然

物体や精神のように︑存在の必然性をもたない︑時間において限定

ある︒

デカルトの 8巨竃ω巳 とくポ の意味

その観念のうちに存在を必然的に含まない可能的︑偶然的存在は︑

三

﹁永遠﹂を︑偶然的存在に﹁持続しを結びつける↑﹂とができたので

の諾概念を容易に統合することができた︒すなわち︑必然的存在に

存在との結合や永遠と持続との区別を継承したデカルトは︑これら

考えられる︒

的存在が認められているのは︑論理的必然性と永遠性によるものと

と−﹂ろで︑必然的存在と偶然的存在との区別はスアレスにもみら
れる︒必然的存在者︵竃ω鳥8鶴胃庄冒︶とは︑﹁他によってではなく︑

自ら存在し︑それが必然的であると言われるのは︑自らその存在を
取り除くことができないし︑また︑他に依存しないので︑他によっ

いる︒仮に︑そのような力を自らのうちに想定するなら︑永遠に存

自らのうちに持続し続げる力︵多︶をもたないとデカルトは述べて

ても取り除くことができたいからである︒他によって存在をもたな

いものは︑いかなるものによっても存在へと保持されない︒この意

︵刎︶

味で︑それ自身で存在すると言われる︒﹂そして︑﹁必然的でないも

ルトによれぱ不合理である︒従って︑他からそのカが与えられたけ

在し続けることになり︑神に等しいものになってしまうので︑デカ

︵37︶

の︑すたわち︑偶然的なもの﹂は︑﹁偶然的存在︵窪③8肇晶彗ま︶﹂

て︵ωg彗ま冒宗凸の原因であってはならず︑実体の存在の持続

れぼならないが︑それは存在︵窪①︶の原因であるから︑作成に従っ

である︒スアレスによると︑トマスに従って︑﹁神は自らの存在で

らその本質の力により他のものから受げ取ったのではない存在を本

あるから︑自らの本質による存在者︵9肋幅H婁8茅︶﹂であり︑﹁自

︵42︶
に従って︵器O竃ま冒蟹器︶の原因でなげれぼならない︒そのような

︵3 8 ︶

質的にもつ︒﹂トマスの神概念はスアレスと共に︑デカルトに受け

原因は︑﹁それと異なるものを保存するほどの力をもつから︑それ
︵蝸︶

だげいっそう自らをも保存﹂︑いかたる他の保存も必要としない神

継がれているということができよう︒

時問についても同様である︒スアレスはトマスやボユティウスを

である︒しこのような神は﹁自已自身の原因︵o警審竃一︶﹂と言われ
︵44︶

根拠として︑．﹁永遠︵蚤①ま募︶﹂と他のものの﹁持続︵︷暮邑◎︶﹂

ている︒この概念は︑﹁それ自身による存在︵印鵠馨⑦︶しと同義で︑
︵蝸︶
﹁その存在の原因﹂を他にもたないものである︒O警窪竃一の三mは
︵39︶

とを区別している︒スアレスによれぼ︑﹁神だげが存在の必然的永
久性をもつので︑永遠である︑﹂しかし︑﹁他のすべての持続は外的

t* J
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h
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ができるだろう︒しかし︑デカルトの時間概念は︑事物の内的持続

はこの時間の精神性にある︒つまり︑その時問は精神の存在の時間

を把握する精神の様態とLてある︒そして︑時問の非連続性の理由

﹁無隈のカ︵ぎ昌彗墨尼叶撃ま︶﹂と言われ︑﹁神が自らのカによっ

て存在しうるということの認 識 か ら ︑ 実 際 ︑ 存 在 す る と い え る し ︑

極的に考えられている︒つまり︑太陽の光は太陽がなけれぼ一瞬の

このような力の物体や精神への関係は︑その破壌に関しては︑消

孕むような瞬間もたい︒そして︑未来の存在を保持する力も見出せ

精神のうちに未来の兆もないし︑瞬間に注意を集中しても︑未来を

のうちに持続し続げる力をもたない︒これを心理的に解釈すれば︑

存在するとは隈らず︑時問において限定されている︒そして︑自ら

である︒ところが︑前述のように︑精神は偶然的存在であり︑常に

永遠に存在するということを我々は結論する︒たぜたら︑自然の光
によって非常に明白なように︑自らの力によって存在しうるものは

うちに消えてしまうように︑神の力が﹁その協力をやめるなら︑

ても︑ここから未来の存在について必然的にいうことのできる力は

存在に根差した持続のうちには︑過去を現在へ結びつげる力はあっ

︵始︶
常に存在するからである︒﹂

ただちに︑すべての被造物は無に帰す︒なぜなら︑その協力が提供
︵47︶
される創造以前に︑被造物は無だったからである︒﹂被造物が無に

ように︑広大無辺であって︑仮にも神なしに存在し続けるようにす

つからである︒そして︑その力の大きさはぎ8g墨℃g竃爵が示す

未来においてもたらす理由は意識のうちにはたい︒これがデカルト

待Lたり︑不安を抱いたりすることはできても︑それを必然的に︑

きる力は見出されない︒たとえ︑未来について︑あれこれ考え︑期

たい︒また︑現在の意識のうちには︑未来にも存在させることので

ない︒自らの精神の存在と結びつけられた持続︑すたわち︑意識の

︵駄︶

帰するのは︑神が積極的にそれを破壊するからではたく︑協力を断

る一﹂とはできない︒というのは︑そのような力︵一度︑存在を与え

デカルトと同様︑スアレスは持続と存在とを区別してい放い︒し

つげる力の不在︑従って︑時間の非連続性として表現されている︒

学のデカルトヘの影響について︑簡単に触れておきたい︒
︵52︶
ブルヘルスダイク︵H80−室寄︶は当時︑広く知られていた︒彼の

よって主として論じてきた︒−二しで︑結論を述べる前に︑新スコラ

以上︑デカルトの時間概念を新スコラ学者のスアレスとの比較に

四 デカルトと新スコラ学

の時問の非連続性の意味であると我々は考える︒

たら︑そのまま存続させる力︶を被造物に与える−﹂とは︑被造物を

十分に神に依存させていないという点で︑神の力を隈定することに
︵螂︶
なってしまうからである︒従って︑このカは神にしかなく︑精神の

かし︑その持続はデカルトのように︑非連続ではなく︑継起的に連

いたオラソダには︑べークマソやホイヘソスがいて︑往復書簡を交

うちには見出されない︒ごのことは︑今の存在を未来の存在へ結び

続する量とみなされている︒もL︑デカルトの持続がスアレスのよ

しているL︑デカルトもニハニ八年から滞在しているので︑・ご﹂で

︵鯉︶

うに︑事物の内的持続としてのみ考えられているなら︑時間の連続
︵50︶

性は︑事物が﹁存在している限り︑持続する﹂という形でいうこと
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フランスに旅行しているし︑デカルトもまた︑ブルヘルスダイクが

私の存在は︑偶然的存在として︑実体でありたがら︑他のものによ

この区別のもとでは︑﹁我思う︑故に︑我あり﹂によって定立した

って︵神によって︶存在するものとなる︒従って︑精神が存続する

の学説を知る機会は十分あった︒ブルヘルスダイクはニハ一四年︑

7ルヘルスタイクは一六二〇年から一

かどうかは︑存在の保持である連続的創造にかかってくる︒同様に︑

教えていたライテソ大学

六三五年までここの教授であった1に︑ニハ三〇年に入学してい

が与えられると考えられている︒その﹁力﹂は創造の時と同じ力で

物体も自らを存続させる力をもたないので︑外から神によって存在

や宇這§ ざ § § き

︵53︶

意ξざ亀§§§㌻きoにあり︑スアレスの

る︒その時問概念はダニエルによると︑宇亀§ぎ§§卜夷汁§ミ§

あるから︑﹁存在﹂だけではたく︑﹁運動﹂をも与える力である︒も

︵脆︶

の力で動き続けるものとたる︒デカルトにおいて︑存在は時問なし

し︑この力が物体に内在するとすれば︑物体は永遠に存在し︑自ら

︵別︶
ように︑時間と存在が結びついている︒そして︑同様に︑その時問

ところで︑スピノザの著作︑﹃デカルトの哲学原理﹄と﹃形而上

は連続的である︒一﹂れらの著作は彼の死後︑半世紀近く︑幾度も出
︵艶︶
版されているので︑かなりの影響力があったといえる︒

学的思想﹄は本稿でデカルトについて述べてきた諾概念−白已自

認めているが︑彼らに反して︑この力は物体に内在していないとみ

なさなげればならない︒そして︑ハットフィールドは現象と存在の

には考えられず︑永遠の存在は神にのみ適するので︑内在する力は
︵58︶
被造物には考えられない︒−﹂の力をギャベイやウエストフォiルは

続ーを用いて︑デカルトと同じ様に︑神と被造物との区別や︑神

とができなかった︒デカルトは現象の背後の存在︑さらに︑その原

次元を区別しながら解釈しているが︑デカルトは区別を徹底するこ

身を維持する力︑本質と存在︑必然的存在と偶然的存在︑永遠と持
の永遠性︑連続的創造を説明している︒畠中氏がいうように︑これ

︵59︶

らの概念が新スコラの概念で︑スピノザは概念をただ借りてきただ

因を求めている︒

﹁存在の原因が求められないようたものは存在し

けで︑内容はデカルト説なら︑デカルト自身も一﹂れらの概念を用い

ない︒﹂存在するものは存在している隈り︑必ず原因︵存在の原因︶

︵57︶

て説明している点と︑第一節で示したスアレスの時間概念との類似

がたげれぼならないという考え方は︑偶然的存在に必然的理由を与

このように︑デカルトが原因を求めなければならたかったのは︑

︵60︶

から︑デカルトも当然︑新スコラ学を知っていたということができ

性︑そして︑同様の概念︵ブルヘルスダイクの時間概念︶の影響力

える原理となっている︒

る︒

その時間概念が存在と切り離された形式的時問ではなく︑精神の存

をもたない︑すなわち︑今の存在を未来に結びつげる力をもたない

在に根差した持続だからである︒この持続は自らのうちに存続の力

新スコラ学から学んだ神と被造物の時問の区別︑そして︑存在の

ので︑自らによって存在し︑他に存在を与えるもの︵神︶から︑た

論

区別はデカルトにおいて徹底していて︑明確に一線が引かれている︒

デカルトのr持統」とr存在」
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結

この力がデカルトの精神のなかに超自然の力とLて精神とは別のも

めて払醐じたい︒

いては︑本稿のテーマを大幅に広げなけれぼ扱えたいので︑稿を改

トの﹁存在﹂の意味も間わなければならないであろう︒これらにつ

﹁本質﹂との関係は重要であり︑その方面から︑スアレスやデカル

のとして存在していたなら︑そのようなものとして感知されたはず

えず︑存在を与えられたげればならないと考えられている︒もし︑

である︒この点については︑本稿の範囲外で︑今後の研究を待たな

︵1︶

注

︵2︶＞．ド一く目︷署．腎−震．

﹁存在する﹂と確実にいいうるとは考

げれぱならないが︑少なくとも理諭上は未来の存在について︑﹁存

えていない︒そこで連統的創造によって︑神に決裁を任せていると

︵3︶声O畠δ巳戸b§s・雲迂§N︐o辻ミ昏︸§ぎ§戸＞亭一員

在するはず﹂とはいえても︑

ころに︑デカルトの謙虚さと巧みさが現われている︒というのは︑

声1↓二くH戸勺や紅coI仁P

経験とか︑歴史が我々に教えるのは︑過去の事実を現在に結びつけ

ミξい§迂
冒彗−o戸H署p勺℃．震甲ω閉o−

■峯﹄2留乱9卜s

︵4︶Ω幕8艮一◎P津J勺やミ㌣ミト

§ヨ印冒−

岩①c〇一pミω．

︵5︶曇戸Pミひ．

㌧ミ§むミ蒔b8§︑

た結果であって︑そ・﹂から未来を予想できても︑未来について確実

このように︑デカルトが神に存在を委ねていたがら︑理論上︑存在

それをもたらす神に事象や事物の展開を任せようとLたからである︒

︵6︶恩壱ω巴9o勺．oF

なことは何もいえたいので︑時問を超越してすべてを知り︑現実に

を追究していると・﹂ろに︑形而上学と自然学との混同があり︑事物を

︵9︶ω．甲O曽一具㎏§§清・ミ㌣O§§ミ宗ぎN§導﹃・§ぎ§旨

︵H農O01H賢べ︶

スアレス

廼詩§唐︹＞§

︵7︶Ω﹄9竃邑一竃き㌧ξいぎ§〜き〜ミ§喜︸県字一§S

§︑〜§息

存在させる力を自然学に混入させる・﹂とにたってしまったのである︒

N雨ミo箒ミ急§尽ミ

困胆邑望岬果峯①戸H鵠P勺やミ㌣Hぎ．
§

て語ったということになり︑その意味では傲慢ということになろう︒

O．ω胃〜〇一い

できなかった︒引用はラテン語版からで︑デカルトは震一箒篶と①嚢

吻§Sミぷ＞8プ才蟹似⑮りげ饒◎o．O勺圧9︸⑩仁⑩一℃℃．ωω1ω①．

︵8︶

結果的にみれぽ︑デカルトは未来の存在について︑神の権威を借り

なお︑本稿はデカルトの時問の非連続性の意味を明白にするとい

を用いているが︑彼自身のトマス等からの引用で後者を用いている

田口啓子著︑﹃スアレス形而上学の研究﹄南窓杜︑プ九七七年︑

県H

うことを主眼としたので︑存在の意味の区分に十分立ち入ることが

以外は前者であるから︑訳語は統一して﹁存在﹂を使った︒しかし︑

二二五頁から二三〇頁参照︒

§♪︸O冒轟︸◎㎞串艮◎q◎沽崖窪yH湯ポ君．留べ−8①．

他の文献で本当に使い分げ︵意味の区別︶をデカルトがしているか

十分考察しなげれぼならない︒また︑中世以来の存在概念やその
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デカルトにおける神の永遠と精神の持続との区別について
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デカルトの「持続」と「存在」
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