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垂直的時間と様相の内包化 
平井靖史（福岡大学） 

 
 
 
 
０．導入：垂直的因果の探求 
 マリオ・ブンゲは、その著書『因果性』の第 7 章「因果連関の外面性」において、アリストテレス自然
学にみられる一つの因果理解を要約してこう述べている。 
 

この学説においては、あらゆる変化は、変化するものの外にある原因の不可避的な結果である、と考

えられているのである。神以外のなにものも、自らが自らの原因になること、すなわち自己原因
．．．．

causa 

suiであること、はできないのである; 神以外のものはすべて外在因
．．．

causa transiensの結果であり、

決して内在因
．．．

causa immanensの結果、あるいは外的決定因子と内的決定因子の連合した作用の結果、

ではないのである。それゆえ自然の全体は受動的な原理
．．．．．．

principium passivumに従うので、自らを動
．．．．

かす原因
．．．．

causa se movensに従うのではないのである; もし自然が自ら運動するとすれば、神は余計
な存在になろう。 
（第７章、7.1因果性：それは外的ディターミネイションに限られる、7.1.1動力因：それは定義によ

って外的である、187頁） 
 

その上で、このように外的・並置的に解された因果性（以下、本発表では水平的因果と呼ぶ）のもとでは、
「新しいもの」の余地が必然的に失われることにもなる、とブンゲは指摘する。 

 
もし種々の原因の作用の連合が、常に外的な並列であり重ね合わせであって、決して独自の性質を持
った総合でないなら(6.2を見よ)、そしてもし因果的動因が働くと考えられるものが、自発性とか自己
活動とかの不可能なるもの̶要するに、因果結合に独自の何者かを付け加えることが不可能なるもの

(7.1を見よ)̶であるならば、ある意味で、結果は原因の中に前もって存在している
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、ということにな
る。 
（第 8章 因果性と新しいもの、8.2 因果性は純粋に新しいものを不可能にする、8.2.1 『原因と結果

はあい等しい』という原理、215頁） 
 

 本発表の目的は、デカルト・スピノザ・ベルクソンと言った哲学者たちが、外在原因性という枠組みそ
のものに対する根本的な批判を通じて、それぞれ独自に、これと異質な何らかの「内在的・垂直的な因果
性」というアイデアを導入しており、それによって外的強制的な意味での「必然性」という隘路を回避し
ようとする、その理路を辿り直しつつ「現実性という様相」の意味を再考することにある。 
 
 
 
 
１．スピノザ 
二つの必然性（『エチカ』第一部定義 7）：自由＝〈必然〉と、強制＝必然 

自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって働くように agendum 決定されるも
のは自由であると言われる。これに反してある一定の様式において存在し・作用するように
existendum et operandum他から決定されるものは必然的である、あるいはむしろ強制されると言わ
れる。 
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SPZ-h〔様態→様態〕水平的因果：様態の相互決定は、個物相互の否定限定的な働き
．．．．．．．．

によって宇宙の諸事
象を説明するものである。それはすでに離散的に個別化された所産的自然＝「様態」の相から記述。「あら
ゆる限定は否定である」。 

あらゆる個物、すなわち有限で定まった存在を有するおのおのの物は、同様に有限で定まった存在を
有する他の原因から存在または作用に決定されるのでなくては存在することも作用に決定されること
もできない。そしてこの原因たるものもまた、同様に有限で定まった存在を有する他の原因から存在
または作用に決定されるのでなくては存在することも作用に決定されることもできない。このように
して無限に進む（『エチカ』第一部定理 28；以下 E1p28のように略）。 

 
SPZ-v〔実体→様態〕垂直的因果：「ある作用に決定されるものは神から必然的にそう決定される」（E1p26）
1。 
 マシュレーは、内在因と外在因の区別に対応するものとして、『エチカ』第一部の論証の中で、自動的な
「働く agere」と他動的な「作用する operari」という用語が区別されているという魅力的な解釈を提唱し
ている。このマシュレーの議論を、桜井は以下のように要約している。 
 

この〔「神からの」〕決定は、第一部定義七で「強制された coatus」と言われるときの決定ではない。
……この決定 determinataを否定的な限定 terminataととるわけにはいかない。諸物が他の諸物との
間に「作用する」（あるいは「作用される」）という関係を持つのは、まさにその個物のうちである積
極的な原因が「働く」からなのである。……そしてその「働き」の原理こそ神であり、神がその「作
用」に対する「起成原因」を構成するのである（桜井 1996、172頁）。 

 
たしかに個物は、外的な水平的脅威にさらされているが、そ
れによって一方的に限定される惰性的・受動的存在ではない。
個物自身の内的要因・本質、そこには「積極的な何か quid 
positivum est」(E1p26dem)がある。それは、外的否定因子

に抵抗する力能
．．
、「自己の有に固執しようと努める努力

コナトゥス
」2で

あり、これが個物の「現実的本質」（E3p7）をなす。 

＃たとえば「おのおのの物は外部の原因によって滅ぼさ
．．．．．．．．．．．．

れなければ
．．．．．

それが現に存在している同じ力能を持って

常に存在し続ける」(E3p8dem)、すなわち、個物は、
それ自身としては、自滅的・自己否定的な契機を一切
含まない。 
 

 そしてそのように力能として見られた限りの様態は、神の力能を起成原因 causa efficiens3、あるいはよ
り特殊な意味で「最近原因」4として持つ。ここに、第二の、垂直的な因果連関がある。 
 木島は、スピノザ形而上学におけるこの因果性を、（現代において主流とも言える）同質な出来事 event
相互の水平的な因果とは区別される、「行為者因果 agent causation」（チザム、オコナー、クラーク）とし
て解読することを提案しており、たいへん示唆的である。 
 ただし、垂直的ではあるが（超越ではなく）内在因である点、そして、さらに特異なことであるが、こ

                                                             
1 「神の本性の必然性から無限に多くのものが無限に多くの仕方で生じなければならぬ」(E1p16)；「神はものが存在し
始める原因であるばかりでなく、ものが存在することに固執する原因でもある」(E1p24c)。 
2 コナトゥスを、ただ「自己破壊の不可能性」(第 3 部定理 4 と定理 5)のみから論証できるものと考える、ベネット
らの解釈路線とは異なる。Cf. 河村 2004。 
3 「したがって神は〔他の様態に変状した限りにおいてではなく（引用者補足）〕自己の本性の必然性からそうしたもの
の本質ならびに存在の起成原因 causa efficiensである」(E1p26dem)。 
4 「最近原因」の解釈については、江川隆男の本から大きな示唆を受けた。ここに感謝する。 

substantia

causa transiens

causa
immanens

modus

図  1 
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の因果性が、「表現」というタームで語られている点に要注意。→デカルトへ。 
 

人間が、自己の有を維持する力能は……人間の現実的本質によって説明されうる限りにおける神ある

いは自然の力能そのものである。ゆえに人間の力能は
．．．．．．

、それ自身の現実的本質によって説明される限

り、神あるいは自然の無限なる力能の
．．．．．．．

、言い換えれば（E1p34より）神のあるいは自然の無限なる本
．．．．．

質の
．．
、一部分
．．．

である(E4p4dem)。 
個物は神の属性をある一定の仕方で表現する様態である、言い換えればそれは、存在し・活動する神
の力能をある一定の仕方で表現するものである(E3p6dem)。 

 
 （単に作用を規定するという通常の力学的な因果性と、志向的・表現的関係とは、事柄としては、はっ
きり区別されるべきである。→デカルト） 
 ところで、言わずもがなかも知れないが、原因の内在性を、単に空間的な意味に解釈することはできな
い。ある個物（様態）は、下位のより多数の個物（様態）によって複合されているだけだから、そのよう
な個物も、結局は互いに外的な否定限定的連関を構成する点では、変わりないからである5。だからこそ、
内在性を、垂直的因果の軸で考察することが重要なのである。 
 
 
 
 
2. デカルト 
 〔課題〕志向的・表現的連関を因果関係として考えるとはどういうことか？ 
DCT-h〔水平的時間の解体・解消〕 

• 瞬間の独立性テーゼ：「人生のすべての時間は無数の部分に分割されることができ、しかもその各
部分は、残りの部分にいささかも依存しないので、私が少し前に存在したことから、私が今存在
していなければならないということが帰結するためには、何らかの原因が、この瞬間に私をいわ
ば再び創造する、つまり私を保存するということがなければならないからである」（第三省察）。 

• 実体形相の否定：事物そのものには、次の瞬間へと自己を存続させる力能は備わっていない。 
• →因果性は瞬間をまたぎこすことができない 
• →宇宙は毎瞬間全面的に創造し直されている（保存は創造と同じ）：【連続創造説】 

 
DCT-v1【ア・ポステリオリな神の存在証明２】 
私が実在する。実在する私の原因は何か？父母ではない（瞬間の独立性より）。同じ一つの瞬間の中で、私
を産出する原因としての神。原因と結果の同時性〔垂直的因果〕。 

＃デカルトには、そもそも形而上学的には、水平的因果の場所がない。なおかつ、事物内在的な力能
（実体形相）もない。Cf. 吉田 2011、66頁。 
だが、きわめて特異なのは、第一証明（↓）の方。やはり垂直的であるが、志向的・表現的関係を因
果と捉えている。 

図  2 
DCT-v2【ア・ポステリオリな神の存在証明１】「表現」としての垂直的因果 

                                                             
5 この点は、現代の分析形而上学において、内在因に訴える「両立主義」を検討する際にも忘れてはならないと思う。
自由な行動の決定因として（外的な事情ではなく）内的な信念や欲求を持ち出したとしても、その存在論的な位置づけ
において（垂直性への）視点変更がなければ、結局は外因の場合と同質の決定性に覆い尽くされてしまうのは関の山だ
から。つまり、信念の原因には別な信念があり、その信念にはまた別な信念が原因としてあり、以下無限に続く云々、
これが果たして自由と言えるか、と。これでは水平的因果規定（スピノザの言う「強制」）から一歩も出ていない。 
 問題は、因果性を単純に外から内へ移し入れることではなく、こうした外的な決定性に抗する、ある積極的な力能の
〈源泉〉を問うことである。ここに垂直的因果性の問題圏がある。 
 スピノザの場合、観念の原因の観念の原因の…の無限連鎖を断ち切るのは、（それ自体としては対象観念と同一である
ところの）「観念の観念」である。Cf. 平井 2002。 
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私は「神の観念」を持っている。観念それ自体としてみれば
（＝観念の形相的実在性 realitas formalisとしては）、他の
事物についての観念と無差別的な、ひとつの観念にすぎない。

しかし、観念の表現内容のリアリティ
．．．．．．．．．．

（観念の対象的実在性

realitas objectiva）から見れば、無限なる完全者を表現する
．．．．．．．．．．．．

神の観念は、はっきりと特別である。 
• 作用のリアリティと内容のリアリティの区別。Cf. 
小泉 2014. 

• 観念そのものではなく、観念の表現内容の
．．．．．

原因とし
ての神 

• 〔因果律公理〕原因には、結果と同等かそれ以上の実在性がなければならない 
• 神の観念の表現内容を充足するだけのリアリティは、私にも、外部の物体にもない。 

• ゆえに私の外に、そのような神が実在する（内容規定的因果
．．．．．．．

）。 
• 〔結果〕観念内容（＝観念の対象的実在性）：〔原因〕観念対象となっている現実的形相的存在 

 
 福居 1997は、デカルトによるこの異種間因果性のテーゼを積極的な因果律批判として解釈し、これに
よりブンゲの危惧したような非創造性を回避するものと指摘する。「こうして、因果律の本来の適用は「観
念内的」と「現実的」との異種の実在(esse objectivum と esse actuale)間において行われるべきであって、
同種の実在間においてではないことが明らかである。……それは超越性と内在性とのいわば絶対的総合で
あり、一切のアプリオリ性の排除、ないし非アプリオリ性、の表現である」福居（第 1章「デカルト的方
法についての試論」第 3節「因果律批判」；cf. Clatterbaugh, chap. 2）。 
 
★二つの証明の違いは、重要な示唆に富んでいる。 
DCT-v1 は、私というひとつの思惟実体と神の産出的な作用関係を述べているにとどまる点で、垂直的で
はあるものの、因果連関の内実としては通常の、「作用規定的」なもの。 
DCT-v2は、しかし、「内容規定的」である点で、極めて特異・異様な因果性。 
観念と、観念対象の志向的・表現的関係を、因果関係として捉える。 
 
デカルトから再びスピノザ 
 スピノザでは、観念の相関者である観念対象の実在は、神の観念の特例ではなくすべての観念について
一般化される。すなわち、観念があればその対象が存在するし、事物があればその観念が存在する（平行
論）。ただし、観念と対象の関係は、「因果」関係であることをやめる。のみならず、観念と対象との間の
関係の非対称性・不可逆性は、たんなる「対応」のうちで対称化（諸属性間並行のうちに一般化）されて
しまうことになる。こうして意味論的因果性は、スピノザ認識論の中では場所を失い、統語論的因果性（論
証）のみが支配するエチカの体系が現れる。だが、他方で神と被造物の関係としては、１の末尾に見たよ

うに、スピノザ力能論
．．．

という枠組みのなかで、かたちを変えて〈表現としての因果関係〉が復活すること
になる。 
 
 
 
 
3. ベルクソン 
 BGS-h〔水平的因果の脱臼〕：反復としての物質時間 
 物質に関しては決定論的な因果律を認めるベルクソンは、まさにそれゆえに、物質世界には「新しい何
か」がなんら生じない、という意味で、原理的に〈反復〉の時間であると考えている。状態の見かけ上の
変化は過去の再配置によるものにすぎず、現在は過去に何も追加しない（cf.エネルギー保存則）から、過

substantia
Dieu

instants indépendents

durée

v2                     v1
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去は時間の
．．．

厚み
．．
を構成しない。つまり、現在しかない。物質には過去

がないのではなく、正確に言えば過去が現在と変わらない、というこ
とである。 
 たしかにわれわれは水平的に線形的な時間を表象するが、それは、
ベルクソンにしたがえば、われわれ意識的存在者による記憶の整序化
に基づく知的虚構である。物質的時間は過ぎ去らないという意味では
なく、絶えず過ぎ去りつつあるが、質的に変化をもたらさないが故にいわば足踏みしているようなもので
ある。物質の過去は、物質の現在のうちにすべて現実化されており、過去固有の潜在性を構成しない。 
 「絶えず生まれ変わる現在」という表現は、デカルトの連続創造説を思わせる。 
 
 BGS-v〔時間の垂直化〕：生命における時間 
 生物においては、現在は過去の再配置に還元されない新しさをもた
らすため、差異化された過去は「保存」されることになる。結局、こ
こでも過去は「過ぎ去らない」。 
 過去は消えてなくなる（過ぎ去る＝水平的に横滑り）のではなく、
かつ、（物質におけるのと異なり）全面的に「上書き」されるわけで
もないから、現在と垂直的な関係におかれることになる。過去は、現
在という現実性とは異なる潜在性を有する。【過去と現在の共存テー
ゼ】 
 この過去の効力については、発生論的な観点から、以下の二段階を
区別することができる。 
①	 〔BGS-v1〕物質が持たないこの過去は、生物にとって、まずは行為の不確定性をもたらす衝力・推

力 impulsion（cf. コナトゥス）として機能する。それはいまだ表象的な内容を示すことはなく、初
発的な感情として動物の行為を導く。過去は、個別事例として（現象的・観想的に）参照されるの
ではなく、累積経験全体として機能的に振る舞い、現在において差し迫った喫緊の決断において再
有益な行動解を出力する。この意味で「作用規定的」。 

②	 〔BGS-v2〕より高次の生物においては、蓄積された過去は、もはや作用規定的な因果性にとどまら
ず、潜在的な全体として個性的な「人格」とも言うべき非物質的存在層を構成し、行動はそれを「表
現」する。つまり、「内容規定的」な行為者因果性を発揮する。このときの行為を、ベルクソンは〈自
由〉と呼んでいる（『試論』）。 

 
 ベルクソンにおいて、生命の発現とともに時間は垂直的に構造化され、なおかつ、v1作用規定的因果性
を経て、v2内容規定的な因果性の創発的形成までが、発生論的に語られている点が、デカルトと異なる。 
 
DCT連続創造説への言及 

「したがって、宇宙が紛れもない奇跡によって、持続の全瞬間にわたって消滅しては再生することを
認めるか、さもなければ、意識には拒絶した存在の連続性を宇宙に移し込んで、宇宙の過去のことを、
生き延びて現在まで続いている一つの実在とせざるを得ないだろう。それゆえ、記憶が物質のうちに
蓄積されていると想定したところで、何の得もない。それどころかむしろ、心理状態には認めなかっ
た過去の全面的かつ独立的残存を、物質界の全状態について認めざるをえない羽目に陥るだけである」
(MM, 165-166)。 

 
 
 
 
4. 因果性まとめ 
 スピノザにおいて、「知性」も「意志」も神の本質を構成しない（知性は、̶無限知性でさえ̶神の様態にす

図  3 

présent

passé

présent=matière

v1, v2

図 4 
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ぎず、意志にいたっては虚妄でしかない）。この宇宙に無限に多くのものを一つの必然性に即してひたすらに産
出する絶対的「力能」こそが、その本質である。個物の本質であるコナトゥスという力能もまた、この意
志も知性もなき力能を委譲している。だからライプニッツが評したように、この作用規定的な因果性の専
制は、一見すると「盲目的」に見える。さらにもし、ひとたび産出された〈所産的自然〉の側からの外延
的相互規定という側面から見られるなら、必然性は外的強制の連鎖という決定論的相貌をまとってしまう。 
 だが、それは産出されたものを見て産出を、したがって内在的原因の垂直性（永遠の相）を、結局は〈自
由〉を見ないことである。自由とは、第一部定義７によれば「自己の本性の必然性のみによって存在し・
自己自身のみによって行動に決定される」ことである。それは必然と矛盾するのではなく、むしろ内在因
的に解された必然性そのものなのであった。そして、個物の力能は、神の絶対的肯定の力能を「表現」す
るものであった。 
  
 ★作用規定的因果性 v1と内容規定的因果性 v2と、時間についてまとめ 
 デカルトでは、v1と v2は別個な論証として組み立てられていた。ひとつの瞬間の中での因果性として。 
 ベルクソンでは、時間そのものの垂直構造化という発展的順序の中で位置づけられることになる（物質
の時間→v1→v2）。デカルトと同じく、巨視的な水平的時間軸は場所を持たないが、過去と現在という時間
様相の秩序そのものを垂直的に解釈することで、多数の瞬間を内包する時間を回復している。 
 時間は、垂直性（潜在的過去）のうちで構造化されることで、まずは非決定論的な推力 v1を、ひいては
表現的な自由 v2を実現する。この発生論的解明が、ベルクソンに固有な点。 
 スピノザの体系は、一見すると v2の余地を持たないかに見える。自然は、外的決定論としての水平的必
然に還元されるわけではない。むしろ垂直的な因果としての必然性＝自由が、自然の能産性と永遠性を担
っている。永遠の定義「永遠とは存在そのもののことである。だが、この場合の存在とは、永遠なものの
定義のみから必然的に生じてくると考えられる存在のことである」(E1def8)。 
 
 
 
 
5. 様相（必然性）をどう考えるか 
 
5.1 導入：内包と外延 
 たとえば「人間は動物である」という命題の真理を考えるときに、人間を、その外延（指示対象の集合）
で捉えた上で、これと動物の外延との比較検討で考えるやり方と、人間という概念それ自体の内包を分析
することから、それ自身のうちに動物というが含まれているかを探求するやり方とが区別される。 
 一般に様相論理は、命題的態度を含む論理と同様、内包論理の一種であると言われる。それは、命題を
構成する要素の意味を外延によって置換してしまうと、分析がうまくいかず、内包を考慮に入れなければ
ならなくなるからである。 
（１）	 コナンは仮面ヤイバーごっこが好きである 
（２）	 工藤新一は仮面ヤイバーごっこが好きである 
（３）	 蘭は、コナンが仮面ヤイバーごっこが好きであることを望んでいる。 
（４）	 蘭は、工藤新一が仮面ヤイバーごっこが好きであることを望んでいる。 
 
可能世界意味論は、こうした内包的な様相を、外延的に還元する手法として登場した。 

様相や意味などの不定形で質的な概念を「内包」と呼び、個体の数量にかんする直接に指示できる対
象の範囲のことを「外延」と呼び、内包を外延の組み合わせで説明することを「内包的実体を外延的
に還元する」などと称して学界では歓迎される傾向にあります。……この外延的プログラムを広範囲
かつ体系的に実行できるところが、哲学のみならず言語学など学問一般に対して可能世界が貢献して
いる最大の機能であるかも知れません」三浦 1997、56-57頁。 

 



2014/03/16 
第 3回ネットワーク日本哲学『現実・因果・必然』＠京都大学 
 

 7 

5.2 必然性を外延化しない、という戦略 
 しかし、事物の離散的な多様性（数的な、「判明な多性 multiplicité distincte」（ベルクソン））を想定し
た上で、諸項間の外在的な関係から事柄を考える、ということは、スピノザにおいては、「所産的自然、産
出の結果としての様態」の水準で思考することであり、強制＝必然性にとどまることである。スピノザは
すでに、神の力能と様態の力能の内在的表現関係を描き出すことで、自由＝必然性の位相を垂直化し、こ
の意味での外延化を斥けていた。ここから、上野修は、スピノザによる〈現実〉様相の特異な理解を描き
出してみせる（上野 2013、とくに第 7章「「現実」を作ってみる」）。 
 
 デカルトは、その悪名高い（？）〈永遠真理被造説〉によって、偶然的事実の真理のみならず、必然的真
理までも、神の絶対的意志に従属させた。すなわち、この世界が次の瞬間にも同様の仕方で持続するか否
かが神の一存にかかっているのみならず（連続創造説）、数学的真理などの永遠真理が必然的であることも
また、神がそう望んだが故にそうなのである。ただし、すでに多くの論者が適切に指摘するとおり、それ
はすべての真理を偶然的なものにしてしまうことではなかった。 
「「１＋２＝３であることが（偶然的ではなく）必然的である」ことを神は（必然化されることなく）欲す
る」のであり、かくして、すでに内包論理である必然的真理そのものが、さらに神の意志という命題的態
度によって内包化され、二重に外延から隔離される。 
 
 ベルクソンの様相概念批判は有名である（『創造的進化』、「可能性と実在性」他）。そこで批判されてい
るのは、可能性や必然性の様相を、現実からの分解再構成・再配置によって（像的・外延的に）構成され
るものとする概念であった。なぜなら、そのような要素還元的な現実理解は、時間がもたらす「あたらし
さ」を無に帰してしまうからである。 
 だが逆に、ベルクソンの中には、そのような外延性とは別な仕方で、〈現実〉の「他ではありえなさ」を
語る一節がある。その根拠は、ひと言で言うなら、「世界は分けられない」から、というものだ。 
 
5.3 持続の圧縮的不可分性としての「他ではありえなさ」（非分岐性？） 
 現在と過去の時間様相は 垂直的な構造として、たえず再統合・組織化のうちにある。それは全体でひと
つの動きであり、働きであり、さらには、それを生み出した源泉の力と切り離せない（垂直的連接の不可
分離性）。 

だが、生が全体として善いものだとしても、もしも苦しみというものがなければいっそうよかっただ
ろうとか、 愛の神が被造物の苦しみを望まれるのはおかしい、とか言い出す人があるかもしれぬ。し
かし、神が苦悩を意図 されたという証拠がどこにあるか。先に述べたように、一面では無数に見える
もの〔離散的外延性〕——苦しみもやはりそのうち に入る——も、他の点から見れば、不可分な一つ
の働きとして現れてくる。この場合には、一部を除去することは、とりもなおさず全体を廃棄するこ
とになる。MR277 
一つ一つの部分を数え上げていけば際限がないという場合、実はこの全体は単純なものなのに、われ
われがそれを間違った端から見ているという場合がある。一点から別の一点へと手を動かしてみてい
ただきたい。この場合、この手の運動を内部から知覚しているあなたにとっては、それは一個の不可
分な身振り un geste indivisibleに過ぎない。だが、その身振りを外部から見ており、その運動経路に
注意を釘づけにされている私としては、まず二点間の距離の半分が超えられ、次に残りの半分のその
また半分が越えられ、さらに同様の仕方で続行されねばならぬというふうに考えてしまう。あなたが
不可分と感じる運動が、こうして私の目には多くの働きへと分解されてしまって、幾千万年の間作業
続けてもこれを数えつくせる日は永遠に来ないことだろう。これと同様、人間種を、あるいはもっと
一般的に言って、創造主の愛の様々な対象を生み出す身振り le gesteが、いくつもの条件を必要とし、
この条件がまた他の条件を必要とし、かくて次 から次へと無限数の条件を引き込んでくるということ
は当然あってよい。その多様性を思い浮かべるとすれば、 めまいを覚えずにはいられまい。しかしこ
のような多は、要するに不可分なる一の裏面 l’envers d’un invisible に過ぎないのである。MR275-276 
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そもそもベルクソンは、創造の前の無を否定するし、現実世界の前の可能世界も否定する（様相の外延的
アプローチの拒絶）。それでもこの世界が最善だと言える、のは、部分改正案タイプの可能世界を否定する
ことによって、である。じっさい、われわれは、われわれの生きているこの世界そのものについて、それ
が別様であったと考えるときには、その部分的改変を考えているのではないだろうか。だが、現実という
全体が緊密に連帯していて、そのような恣意的な解体を許さないのだとしたら、そのような可能性・必然
性概念は、現実を的確に描き出していないことになるだろう。 
 ここで、神の創造の「身振り」を外延的な理解から救出するために持ち出されている比喩が、人間のこ
れまた「身振り」であることは、垂直的因果の表現的性格を踏まえたわれわれの目には、もはや偶然とは
映らない。ベルクソンの神の時間性（「生きた永遠」）は、宇宙の全歴史を単一な働きにまで極度に圧縮し
たものを指す6。同様に、現に、私が腕を動かすためには、気の遠くなるほど多数の神経細胞や筋繊維たち
の組織だった協働が必要であり、それらすべてが、何の気はない不可分な、一挙になされる活動を構成し
ているのである。それは水平的に分解されるならばいつでも決定論として現れるかも知れないが、〈働きの
不可分さがもたらすある種の不可避性〉は、これとむしろ対立するものであり、決して混同されてはなら
ない。持続の不可分性は、垂直的な推力による圧縮から来るのであり、そしてテクストに記された「身振
り」の相同性は、こうした垂直的な時間性それ自体が、その源泉（エラン）の力能の表現となっているこ
とを示唆している、とは考えられないだろうか？  
 
 カリオラートは、『エチカ』第二部定理 49の備考に現れる、nos ex solo Dei nutu agere（「われわれは
神の身振りのみによって働く・活動する」）という一節に着目し、 « nutus »という鍵語が、「権力」「指令」
「意志」などといった比喩的な意味ではなく、所作による指し示し・合図と解されるべきであり、「身振り
geste」と訳されるべきであること（仏語訳ではアピューン版のみがこれを採用）を論証している。 
 

したがって、スピノザが語る神の身振り（Dei nutus）は、規定された因果連鎖の閉じた関係に対して
それ以上の（それ以下の、と言ってもよいだろう）何かを含んでいる。あるいはいずれにしろ、厳密
な意味での因果性とは異なる道筋を想定しているのである（邦訳 80頁）。 

 
 
 
 
  
  

                                                             
6 （メモ）「身振り」は、一方で、限りなく凝縮されてはいても「流れ・動き」であるから数学的な瞬間ではなく、そこ
に含まれる多数の瞬間を融合的に一体化されたものでありながら、他方で、「一定の幅で出来事を単位化したら過去に落
とす」という現在の制約をもたないから、われわれにおけるような垂直的潜在性の厚みをおそらくは持たないだろう。 
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