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 ライプニッツにおける現実世界の選択と創造«  

平井 靖史 

 

ライプニッツ解釈において、神による世界の「選択」の契機と「創造」の契機とはしばしば混同される。
しかし神による創造の働きは、決して単なる選択に還元されるものではないと思われる。この二つの契機
を明確に位置づけ直し、それによって最善律に還元されない理由律の意義を提示することが、本稿の目的
である。その際、われわれは、ライプニッツが用いる様々な様相語、「可能的」・「実在的」・「現働的」・
「潜在的」・「現実存在」といった用語の再規定を迫られることとなろう。本稿では、可能な限りこれら
の用語を、神による創造の働きを解明することのうちに文脈化していくことを目指した。 

議論の構成としては、まずは神の単なる知性によって抱懐される諸可能性(第 1節)から、世界が選択され
る場面(第 2節)を、ついでそのような選択からさらに創造の過程において何が生じているのかを解明してい
く(第 3節)、というア・プリオリな手順を取ることにした。最後にこれらの議論を総括しつつ、理由律につ
いて若干の考察を行った(第 4節)。 

 

0. 導入̶̶何が創造されるのか、あるいはそもそも「何か」が創造されるのか。 
まず確認しておかなければならない点は、神が最完全者であるといわれる際、その尺度は、「実在性の

量magnitudo realitatis (COF:474, G7:303 [8:94])」にある、という点である。そして実在性とは、(欠如的
privativumでない)肯定的なものpositivumを、具体的には「項terminus 」(「概念」・「観念」)を表す1。
つまり、ライプニッツの神は、可能な一切の実在性すなわち全ての肯定項を内包している点で、最完全で
あるといえる。そして、この全ての可能な肯定項を内包するのは、他ならぬ神の知性である。だからこの
神の知性が「諸観念の領域(M 43)」、「可能的実在の王国(Arnauld (9):121 [8:270])」と呼ばれる際には、こ
の可能性は、決して単なる「想像的なものすなわち虚構(G7:304, [8:96])」ではない。神の意志の決定に先立
ってある知性・可能性の実在性を認めることで、デカルトとの差異を示すことに、ライプニッツは自覚的
であったことを忘れてはならない(DM 2, Arnauld (9):116 [8:260], Jalabert: 120)。しかも神の知性のこのよう

                                                                    
« 文献からの引用は、下記のような主要な著作・研究書に関しては、著作の略記に続いて節番号ないし頁数を記すこと
によって表記した(たとえば’M 19’は「モナドロジー第 19節」を指す)。それ以外の著作に関しては、ゲルハルト版
(Gerhardt, Die philosophischen Schriften von G. W.Leibniz, ㈵-�.)の巻数とその頁数によって示し、邦訳の頁数を[ ]に付した。
たとえば’G7:303[8:93]’はゲルハルト版第 7巻 303頁・工作舎著作集第 8巻 93頁’を指す。ただし草稿やアルノー宛て書
簡は、下記のものを使用し、略記に続く(書簡番号と)頁数で参照箇所を示した。 
M: Monadologie, PNG: Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, DM: Discours de Métaphysique,  
NE: Nouveaux essais sur l’entendement humain, Théo: Essais de Théodicée,  
CD: CAUSA DEI Asserta per Justitiam Ejus, Cum caeteris ejus Perfectionibus, Cunctisque Actionibus Conciliatum. 
COF: L.Couturat: G. W. Leibniz, Opuscules et fragments inédits, OLMS, 1966.  
Grua: G. Grua: G. W. Leibniz, Textes Inédits, p.u.f., 1948.  
Arnauld: Georges Le Roy: G. W. Leibniz, CORRESPONDANCE AVEC ARNAULD, J.Vrin, 1984. 
Belaval: Y. Belaval, Leibniz, critique de Descartes, Gallimard, 1960. 
Bergson: H. Bergson, COURS, volume㈽, Leçons d’histoire de la philosophie moderne / Théories de l’âme, p.u.f. 
Kauppi: R. Kauppi, Über die Leibnizsche Logik. Mit besonderer Berücksichtigung des Problems der Intention und der Extention, 
Helsinki, 1960. 
Jalabert: J. Jalabert, Le Dieu de Leibniz, p.u.f., 1960. 
石黒: 石黒ひで『ライプニッツの哲学』岩波書店、1984. 
酒井: 酒井潔『世界と自我』創文社、1987. 
1 「全ての項は、それが欠如項であると特に指摘されない限り、肯定項として理解されている。肯定項は、存在 Ensと
同じである(COF:356 [1:148])」Cf. 酒井:286. また、”terminus”とはいっても、これは単に「名前」を指すのではなく、
「概念」・「観念」を指す(COF:243)。Cf. R. Kauppi, SS. 39, 石黒: 31-34.  



 2 

な論理的な性格からして、神の存在は「可能であることの単純な帰結(M 40)」として必然的である、した
がって「現慟的 Actuelであるためには、可能的であれば十分(M 44)」である、と規定されることとなるの
である。ここで注意しておくべきは、この場合の現慟性が、さしあたり被造世界についてではなく神の知
性、したがって可能な肯定項の全体についていわれている点である。 

ライプニッツにおいては、可能的であることは、非実在的・非現働的であることを意味しない。とする
と、現実世界の創造を、複数の可能世界のうちからある世界を「実在化する」こととして捉えるような、
素朴に想定されるであろう描像は、適切なものとはいえなくなる。しかも仮にそのような実在化をしかな
さないのであれば、われわれのこの現実世界と可能世界とは、単に名目的な差異をしか持たぬものとなろ
う2。では、ライプニッツの神による創造は、いかなる働きを意味するのであろうか。実際、あらゆる

．．．．
可能

性がすでに神において実在性をもち・現慟的であるなら、一体何がさらに創造されるであろうか。 

 

1. 諸観念の領域としての神の知性  
もろもろの可能性は、神の知性のうちではそれ自体としてすでに実在的 réelである。そして神の存在の

必然性は、神の知性
．．
の＜可能性即実在性 réalité ＞というこの原理によって理解されるものである。しか

もこれらの可能的諸項は、単に何らかの規定性を帯びているという意味で事象的である3ばかりでなく神そ
のもののうちにその現実存在 existence の根拠を持つ。可能性が有する実在性は、「何か現実存在するも
の、現慟的なもの、したがって必然的存在の現実存在、に基づかねばならない(M 44)」。こうして、神の
完全性が可能的肯定項の全体性に存しており、それら肯定項の各々の実在性は、他ならぬ神の現実存在に
その根拠を有している4のであれば、それら諸項は神の知性のうちですべて共存可能であるはずである。「あ
らゆる肯定項は他の全ての肯定項と相容れると考えざるを得ない(G7:195, G4:296, cf. 石黒:73)」。とすると、
それぞれ可能ではあるが互いに矛盾するような二つの項が、神の知性のうちに共に存在するという事態も
生じうるようにみえる。この問題は一体どう理解すればよいのか。 

ここでわれわれはむしろ「共存在」について再考すべきではないか。神の知性においては、これら諸項
は単に可能であり、それぞれが単に実在的であるのであって、「共に」可能であるわけではない。ライプ
ニッツにおいて「共存在の秩序(G2:253 [9:103])」は延長性として規定され・この延長の基礎として「位置
situs(G2:339)」が語られるが、まさにここ神の知性には「秩序ordo」・「位置」がないのである5。諸項は、
それぞれが独立に

．．．
神の知性の対象となっているのであって、それらの「系列」における可能性が問題にな

っているのではない。「諸観念の領域」を空間的に表象することは禁じられる。ここでは可能性は第一義
的には、それぞれの項それ自体における＜矛盾の不在＞・＜欠如性の否定＞として扱われる。したがって、
同じく「可能的」といわれるにしても＜現実世界の選択の場面で(現働性との対比で)＞いわれる際の(たと
えば「共可能的」における)「可能的」とは、ひとまず区別されるべきであろう。単なる知性においては、
諸項の間の秩序＝系列における矛盾・ひとことでいえば整合性は、問題とならないのである。だからこそ
ここでは、それ自体として可能であることがすなわち必然的であることを意味しうるのだろう。 

                                                                    
2 このことが流出論や汎神論に導かれることは、アルノーの危惧する通りである(Arnauld (6):96, [8:244-245])。 
3岩波文庫『単子論』河野与一訳、250-251頁訳注(一)参照。 
4 「現実存在は現実存在に由来してしかありえない existentia autem non possint esse nisi ab existentibus以上、当然永
遠真理は絶対的にあるいは形而上学的に必然的な何らかの主体すなわち神のうちに現実存在をもっている

．．．．．．．．．．
existentiam 

habere (強調引用者、G7:305 [8:96-97], cf. G1:370)」。ただし後にみるように(本稿 2-3.)、「全ての可能的なものが現実存
在するというわけではない(G7:289 [8:48])」。 
5 だからこそまったき判明性としての神の認識は、一切の「延長への要請(G2:306 [9:135])」したがって(ライプニッツに
おいて延長は不分明な知覚すなわち現象に存するから)一切の「現象性」を免れるのである。これに対して、「いかなる
有限
．．
実体も、…(略)…宇宙に共存在する他の事物に対する位置

．．
や秩序
．．
を欠くことはない(強調引用者 G2:253 [9:104])」。 
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だが、このように単に「不可能でない」と否定的な規定が与えられるだけでは、これら秩序なき諸可能
性は、相互に「無差別的」なものとなってしまう6。しかしライプニッツによればそれらは、それぞれ等し
く可能的であるというわけではなく、「現実存在への要請(Grua:288, G7:303 [8:94], cf. M 54)」に応じて様々
の「度合い」を容れるのである。可能性がそれ自体として持つ実在性の度合いである。しかもこれらの度
合いは、秩序を欠いたまま・それぞれ単独で

．．．
考量されうる7度合いとして規定されるのである。 

 

2. 最善律と選択̶̶知恵と善性の働きの並行性  
さて、諸々の可能的肯定項が、上のような仕方で神の知性によって抱懐されているとすれば、神による

選択の働きとは、いかなる事態を示すであろうか。選択とはいうまでもなく、ある「世界」の・すなわち
「系列」の選択である。したがってここで諸可能性は、ただ各々独立に扱われるのみならず、＜共可能性
＞という観点から考察の対象となる。共存在可能な coexistibilis (Grua:356)諸可能性の集合(可能世界)は複
数あり得る。したがって可能的諸「項」の単なる総体であった神の知性は、選択の働きにおいて、複数の
可能的諸「世界」として自己を多重化するといえるだろう。しかしわれわれは、世界・系列の観点の導入
と、最善世界の選択とを別個の契機としてよりは、連続的な一つの過程として考察する。というのも、こ
れからみるように、個々の可能性はそれ自体で「現実存在」へと向かうものであり、これらの競合から生
じる系列化・組織化はその一連の運動の中で、最善なる世界の決定を帰結するものであるからである。と
するとこの複数「世界」への多重化と、その中での「最善」なる世界の決定とが生じるのは同時

．．
であるは

ずである。われわれは「系列」・「世界」の観点の創出をあくまでも諸可能性の側に内在したものと捉え
ることで、選択の過程への神的知性と意志の関わり方の独自性を取り出すことを目指した。以下ではまず
このことを、ライプニッツによる「先行的意志volonté antécédente」・「帰結的意志 - conséquente 」の
理説から検証してみたい。 

 

2-1. ＜先行的意志＞・＜帰結的意志＞ 

現実世界の選択は、もちろん神の「意志」によるものだが、ライプニッツはトマスやスコトゥスに倣っ
てこの意志をさらに分析し、単に「善」を欲する意志と「最善」を欲する意志とを区別している(Théo 22-25, 

116etc.)。前者が先行的意志、後者が帰結的意志と呼ばれ、神の「決意Decretum, Décret」とはとりわけこ
の後者の帰結的意志を指す(CD 26)、とされる。先行的意志とは、「結合から全く切り離された個々の善と
悪それ自体に関わる(Théo 119)」もので、それぞれの個別的善の実現へと「無制限に

．．．．
 indefiniment (Théo 

222)」向かう、「切り離された détachés 決意(Théo 196)」である。だがこれはいまだ個別的な善の考察に
とどまっているが故に、「真の決意」とは区別されねばならない(ibid.)。この意志は、単に可能的な肯定的
諸項の「それぞれの

．．．．．
善と悪の程度

．．
degréに応じて(強調引用者、G6:382[7:171], cf. CD24 [7:259])」しか善を目

指さないのであり、秩序における「最善」を考慮しないのである8。これら先行的意志は、いわばそれぞれ
が「考えられる全ての善へと向かおうとする」、「諸々の傾向性inclinations (Théo 325)」なのである。そ
してこれら先行的意志の「競合 concursus (CD26)」・「抗争 conflit (Théo22)」から、最終的で決定的な
ものとしての帰結的意志が結果する。この「究極的かつ全体的意志(G6:382 [7:171])」は、個別的な先行的
意志を総合し、最大限に共存在可能な諸項の配列へと収斂させるのである。 

                                                                    
6 ライプニッツは、「無差別の自由」を終始否定している(Théo 46, G6:426, G5:48 etc.)。不可識別者同一の原理の自然な
帰結であろう。 
7 後に述べるように、これが「先行的意志」の働きである。 
8 したがって、最善を目指すことは決して「楽天的」な事態ではないことは明らかであろう。オプティミスムを単なる
楽天主義と捉えるのは、神の決意を先行的意志に基づくものとしてしか捉えないことに帰するといってよい。 
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第1節でみたような知性との類比性をここで確認することができる。選択以前の諸観念の領域としての知
性が、いわば俯瞰的な視点を持たないが故に、他の可能性との間に生じうる論理的背理にかえって関知す
ることなく一切の個別的な可能性を包摂できたように、先行的意志もまた、個々の善を、単独で・したが
って他の善との間に生じうる道徳的背理に関知することなく・対象とするのである。このように、選択に
先立っては、神は知性においても意志においても

．．．．．．．．．．．．．．
、何ら全てを「秩序」のもとで監視する超越的な視点を

有さない。とすれば、神が可能的諸「項」から可能的諸「世界」をまず構成し、ついでこれら複数の可能
的諸世界を外在的な視点から対象化・比較考量することによって最善なる世界を選択する、という描像が
いかに妥当でないかは明白である。このような描像には、諸可能性がそれ自体として有する「現実存在へ
の要求」や、「善悪の程度」の競合・抗争という観点が取り落とされてしまうからである。「本質はそれ
自身で現実存在へと向かう(G7:303 [8:94])」。選択において神は、散在する多数の内的視点の競合として、
むしろ徹底的に内在的な自己組織化を行っていると考えるべきであろう(cf. Belaval:400.)9。 

 

2-2. ＜単なる知性の知＞・＜中間知＞・＜直視の知＞ 

では、帰結的意志に対応する知性の働きとはなんであろうか。意志における先行的／帰結的の区別に対
応する区別として、知性においては、＜単なる知性の知 la science de simple intelligence10＞、＜中間知 la 

science moyenne＞(および＜直視の知 la science de Vision＞)が挙げられる。ライプニッツは、モリナと共
に、神の全知をその対象への関わり方に応じて三種に区分している(cf. CD 14-7, G6:124-5 [6:151] , COF:2-3, 

17, Arnauld:110-111 etc.)。㈰単なる知性の知は「可能的で必然的な真理に与り」、㈪中間知は「可能的で
偶然的な」、㈫直視の知は「偶然的で現慟的な」真理に与る11。 

＜単なる知性の知＞が、第 1節でみてきたような諸可能性の領野としての神の知性を意味とすることは、
そこにおける諸項の可能的かつ必然的な性格から言って明白であろう。ところで、選択に際して最善を認
識する働きは、偶然的な真理に関わるが、ライプニッツにおいてはこの選択(決定)自体可能的なものと規定
される。「偶然的真理が可能的であることの概念のうちには、その原因である神の自由決定が可能的であ
ることが含まれている(Arnauld (9):116 [8:260])」というわけである。こうして「神の決定は可能的なもの
と解される(ibid.)」。とすれば＜中間知＞がこの選択＝決定(帰結的意志)に相当するものであることは明白
である。 

したがって、やや形式的に言えば、一方で特殊的善を独立に扱う先行的意志からその競合として帰結的
意志が結果するように、他方で可能的諸項を独立に考察する＜単なる知性の知＞から、選択の場面におけ
る偶然的真理を扱う＜中間知＞への移行がある、と考えられる。このように知性と意志とは連動している
(cf. Belaval:391)。たとえば、「神は知恵 la Sagesse によって最善なものを知り、善性 sa bonté によってこ
れを選び、力 sa puissanceによってこれを生み出す(M 55)」と語られる際にも、知恵(知性の完全性)と善性
(意志の完全性)とはともに神の完全性をなす(CD 18, G6:441 [7:257])から、両者のはたらきに先後関係がある
とみるべきではない。たとえば知性と意志とが、諸可能性の単なる抱懐の契機と選択の契機とに単純に対
応すると考えるのは妥当でない。 

独立に扱われる諸項が、次第に秩序化・系列化されていく過程として、われわれは選択の契機を捉えて

                                                                    
9 ＜帰結的意志＞へと至る過程を示す＜中間的意志＞についての記述もある(G6:170 [6:214])が、様々な配合が試されて
は淘汰されていくこの過程こそまさに、諸可能性の離散した状態から最善世界への自己組織化を表現するものである。 
10 この名称の意味するところは、＜知性のみによる知＞といったもので、意志からの独立性を表す(cf. Jalabert:158)。 
11 ライプニッツにおいては、偶然的なものは意志のみならず知性にも依存していることが確認される(cf. Belaval:381)。
なお、当初単なる知性の知は、偶然的真理をも覆うものとして規定されていたが、ライプニッツは中間知の導入に際し
て、伝統的な意味をずらすことによって、単なる知性の知の方を必然的な真理へと制限した。Cf. Jalabert:160-161, CD 17. 
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きた。しかも系列の視点は内在的に生成されていく。諸「要求」間の抗争・淘汰のただ中で組織されてく
るのが最善世界なのである。この選択過程は、神の二つの完全性の両側面から捉えられる事態である。知
性の側では、論理的背理の相のもとで諸項の様々な配合が、競合の中で淘汰され、「最大」可能な世界が
組織される(ア・プリオリには「最大」でない世界も構成され得る：世界の多重化)。意志の側では、道徳的
背理の相のもとで諸項の様々な配合が、競合の中で淘汰され、「最善」なる世界が組織される(帰結的意志)。
神においては二つの完全性は一致するから、これらは全く同じ事態を指しているはずである。したがって、
諸可能「世界」の成立と、そのうちでの「最善」なる世界への意志は、同時的と考えねばならない。 

 

2-3. 現実存在 

以上のような選択の契機の考察は、「現実存在」の意味を再確認することで補強されるだろう。みてき
た限りでも理解されるように、ライプニッツにおいては、「度合い」としての「現実存在への要求」は個々
独立に考察されるだけでは十分でなく、最終的にはそれらが相互に掣肘しあうような一つの秩序のもとで
考察される必要があった。いいかえれば現実存在への要求とは、系列

．．
のもとでの考察を要求するものであ

る。まさにここから、現実存在を、可能性に何ものかが「付加された supperaditum」ものとして捉える
ことは「不合理」であるとして拒否されることになるのだ(COF:376, cf. 酒井:310)。なぜならこのような現
実存在の理解は、単独で

．．．
考察された可能的項の各々に関してまでも、現実存在を語ることを許してしまう

からである。それゆえライプニッツは結論として、「現実存在するものExistensは、もっとも多くのものと
両立する存在Ens qoud cum plurimis compatibile est、すなわち最大に可能な存在Ens maximè possibileで
あると主張する(COF:376, Grua:325)」のである。現実存在は、何らかの付加によってある

．．
可能性がそこへ

と移行するようなものではない。諸可能性が最大に整合的であるような系列
．．
のもとにあるとき、その系列

が現実存在するといわれるのである(G7:303, 289)12。 

まさにこの意味においてこそ、「現実存在への要求」は理解されるべきである。すなわちこれは、単独
で扱われる諸可能性が持つ、系列化・世界化への要求であり、しかも最大可能な・最善な世界へと選ばれ
ることの要請である。この要求下での抗争の帰結として組織されるのがすなわち最善世界なのである。選
択とは諸世界の外在的な比較というよりも、諸可能性の間の抗争のただ中での淘汰を意味する。こうして
選択された世界は、いまだ「可能的」な地平にとどまるものであるにしても13、最善の世界として選択され
た以上は、やはり既に現実存在を持つといえそうである14。とすればなおのこと、ここへ「創造」の働きは
さらに一体何をもたらすのかが問題となるであろう。われわれはいよいよ、神による創造の契機の考察に
移りたい。 

 

3. 潜在化としての創造  
 「ここに第三の原理を付け加えよう。それは力能である。力能は知性と意志とにしたがう。しかしこの
力能は、知性が示すとおりに働き、意志が要求するとおりに働くのである(Théo 149)」。「神はみずからの
善意 BONTÉ によって先行的

．．．
に antecedemment すべての可能的な善を創造し産出しようとした。しかし

知恵 SAGESSE によって選別をし帰結的に
．．．．

consequemment 最善を選択するよう仕向けられ、最後にみず
                                                                    
12 繰り返すようになるが、「項」としての可能性は、それ自体としての「度合い」を持つものの、否、持つが故に、「最
大」ないし「最善」という観点を容れない。ここでも、「実在性」と「現実存在」は混同されるべきではないだろう。 
13 一方は偶然的、他方は必然的であるという違いはあるものの、「どちらも可能的真理に与る」という点で中間知は単
なる知性の知と共通点を持つ(CD 17)。しかし「可能的」であることと「現実存在」に関わることは矛盾しない。次註参
照。 
14 ちなみに、(われわれの解釈では選択の契機を司るものである)＜中間知＞は「条件的現実存在」に関わる、とされて
いる(COF: 17)。 
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からの力能 PUISSANCEによって、神自身が立てた大計画を現慟的に
．．．．

actuellement行使する方法を神は得
たのである(強調原文、Théo116)」。ライプニッツは、この力能の発動(創造)を、選択に還元されない契機
としていかに扱っているであろうか15。 

 

3-1. モナドにおける潜在性 

創造の働きを解明するには、かえって被造物としてのモナドの構造に目を向けることが有益であろう。 

ライプニッツにおいて有限モナドは、周知の通り、宇宙全体を自らのうちに潜在的に織り込んだ単純実
体として規定される。「モナドのうちにはもろもろの様態 modificationes が潜在的な仕方で virtute 含ま
れている(G2:306 [9:136], cf. DM 8 [8:154])」。そしてモナドの働きは、みずからのうちに含まれている世
界を、展開し développer (M 61, 73, PNG13, etc.)・判明な distinct, distingué ものにする(M 19-21)ことに存
している。だがこの展開は果てることがない。潜在的には世界をくまなく含んでいる envelopper (M 13, 14, 

73, DM 29, 30, etc.)にしても、モナドは現慟的には一度にそのすべてを展開できるわけではない。「その襞
replis は、無限に至るものだからである(M 61)」。宇宙全体を同時に表出することは、潜在的な仕方でし
かなされないが故に、「限界なしにはありえない(M 42)」モナドは、現慟的には、その襞を無際限に展開
することを余儀なくされるのである。「その襞は、時間と共にしか目立つほどには展開しない(PNG13)」。 

しかしこうして継起的に展開されるモナドの現慟的な表出は、表出される「部分」が次第に増えること
を意味しない16ことには注意が必要である。モナドは知覚の各々の段階においてあくまで宇宙全体を表出し
ている。ただ、その表出の「仕方」において、判明さの度合いが

．．．．．．．．
増してゆくのである17。そしてこのことは、

モナドが次第に能動的なそれへと変化してゆくことを意味する(M 49, 52)。「モナドが制限されるのは、そ
の対象についてではなく、対象を認識する仕方 modification においてである(M 6018)」。このように、現
働性と潜在性とは、単に対立するというよりは、展開の判明さ(表出の「仕方」)の無限の度合いにおいて内
的に結びつけられている19。 

ところで、このように「仕方」に度合いを容れること(潜在性)は、まずはモナドの根源的な受動性を意味
する。「モナドは不分明な仕方でなら confusementどれも無限へ・全体へ至るが、その知覚の判明さが有
する度合い degrésによって制限され、また区別されている(M 60)」。このことは、知覚するモナドの側か
らいえば、知覚が全面的に判明な状態・完全に能動的な次元にまで高められることは̶̶それへと無限に
近づくにしても̶̶決してない、ということである。ここから、「あらゆる単純実体が宇宙を包むのは、
その混雑した知覚すなわち感覚によってである(Théo 403)」ことが理解される。判明であるとは、「十分な
徴の枚挙によって他と区別される」ことであった(G4:422-423 [8:26-27])から、一見すると知覚はその展開に
よって非連続性を穿たれるかのように考えられるだろう。しかし判明な知覚が互いに区別されるにもかか
わらず、モナドの知覚が決してその間に非連続性を持たないのは、微小な(不分明な)知覚がなお潜在的に世
界にくまなく対応し・世界の側の連続性を̶̶受動的な仕方で̶̶映すからに他ならない。 

                                                                    
15 Jalabertもまた、クラークへの第 5書簡を参照しつつ、力能と意志(選択能力)との区別を示唆するが、力能の独自性を
展開するには至っていない(Jalabert:151-152)。これは、潜在性についての分析が欠けているためである。 
16 ここにロック経験論との差異がある。『人間知性新論』における、経験論と生得説との、「潜在性」の概念による調
停(NS1-1-5, 2-1-5)。Cf. Bergson:32, 116.  
17 ライプニッツが展開développement :内展enveloppement の同義の対として増大accroissement (augmantation) :減少
diminution という言い方をする際には、この意味において捉えられねばならない。Cf.M73, Arnauld (22) G2:123, なお
ライプニッツにおける「仕方」主義(マニエリスム)については、Deleuze, Pli, Minuit, p..72を参照。 
18 この制限を、Belavalに倣って、「(外延的ではなく)内包的な制限」と呼ぶことができるだろう(Belaval:378)。「理性
的存在は、より低次な存在の知覚する以外のものを知覚するのではなく、別様に autrement 知覚する(Bergson:242)」。 
19 「無限の度合い」については、以下も参照。Cf. Bergson:28, 下村寅太郎『ライプニッツ』、みすず書房、1983、p.123. 
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3-2. 現働性と潜在性の乖離、＜潜在化＞としての創造 

翻って神の知性においては、このような潜在性・不分明さが全く見受けられなかったことが即座に気づ
かれるだろう。神のうちには被造モナドにおけるような内的な襞としての潜在性は介在しない。神におい
てはいかなる「細部」も判明な直観の下にある(M 48, Jalabert:157)からである。そして、このように「何ら
妨げるものがない(M 45)」ということが、神においては＜可能性即現働性(M 44)＞という特異な様相形態と
して現れていたことを、われわれは本稿冒頭にて確認した。神のうちには潜在性という暗がり・襞は存在
しない。したがって神と被造モナドとの差異は、現慟性と潜在性とに対応するというよりも、両者の乖離

．．．．．

なき境位と
．．．．．

、両者が無限の度合いをもって差異化する境位との
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、次元の違いとして
．．．．．．．．

捉えられるべきもので
あろう。 

ここでようやく、「選択」とは明確に区別された契機としての「創造」の働きを規定することができる
ように思われる。すなわち、神による現実世界の創造とは、神の知性のうちに抱懐されてある限りでは純
粋に可能的である世界が、その内に潜在性の無限の襞を畳み込まれることで、内的に差異化される、とい
う事態に他ならない。こうした被造性の刻印こそがすなわち、形而上学的な点としてのモナドの創造であ
る。現実世界を創造することは、その可能な「視点(M 57)」として無数のモナドをも一挙に創造すること
であり20、また逆に、ひとつのモナドが選ばれることは、実質的に(潜在的に)すでにすべての項が、すなわ
ちひとつの世界が選ばれることである。 

さて、この差異化の働きをここでは仮に、＜潜在化＞と名付けたい。あえて＜現働化＞と呼ばないのは、
われわれがつい陥りがちな「可能性から現働性への移行」や「潜在性の現働化」といった描像を創造に関
して払拭するためである。ライプニッツにおいては上に観たように、可能性は既に知性において即現働的
であったから、前者のような「移行」はあり得ない。また、後者はといえば、被造モナドにおける

．．．．．．．．．
知覚の

展開を意味する働きである以上、神による創造の契機とは̶̶後にみるように相即的な事態であるとはい
え̶̶場面としては分けるべきだからである。 

 

3-3. 選択の判明性・変化としての潜在性 
注意しなければならないのは、神が世界をその未来まで吟味した上で選択できる(G7:289 [8:48])21という

ことは、選択においても
．．．．．．．

世界はいまだその細部は判明な光のもとにあり・潜在化されていない、という点
である。われわれはここに選択と創造とを区別するのである。この世界の創造という神の働きにおいて、
可能的であることが即実在的であるような充満した世界に、潜在性として不分明な暗がりが折り込まれる。
最善なものとして選択された世界は、潜在性と現慟性との無限の度合いをはらむものとしてついに＜創造
＞されるのである。 

ところで、モナドは常に世界をくまなく表出するのであるから、神が世界を潜在化しつつ創造する、と
は、この潜在性としての世界とその現慟的な展開としてのモナドの間の、表出的照応関係そのものを創造
することであるといってもよいだろう。いいかえれば、このようにモナドが構造的に潜在化されることは、
一面では、先に見たようにモナドの決定的な受動性の刻印として理解されるが、しかし他面では、この潜
在化によってこそはじめて、モナドの知覚の能動的・継起的な展開は可能になるのである。潜在化として
の創造とは、いわば、時間の導入である22。したがってむしろ、創造の働きによって展開＝「自然的変化(M 

                                                                    
20 全モナドの同時創造については、Jalabert:191を参照。Cf. G4:479, M 6. 
21 Cf.「神は宇宙の全系列を、永遠にわたって規定した(Arnauld (3):87 [8:230])」。 
22 Jalabertによれば、「神は時間のうちで創造するのではなく、時間を創造する(Jalabert:152)」。 
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13)」が潜在化されるというべきかもしれない23。 

 

4. まとめ̶̶創造と理由律  
創造において何が新たに生じるのか。被造の現実世界はいかなる点で神に抱懐された諸可能世界と異な

るのか。この点をわれわれは、可能性と現慟性との差異のあり方が変わる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、という形で理解する24。 

 

4-1. 形而上学的必然性・先行的意志 

神の単なる知性に抱懐されてある限りでは、両者は相即的である。諸項は可能ならば・すなわち無矛盾
でさえあれば、現働的である(形而上学的必然性)。したがってここでは可能性はむしろ、それ自体として・
「項」としてのみ捉えられている。道徳的にも、先行的意志しか働いていないが故に、単なる個別的な善
しか問題とならない。可能的で・必然的な真理に与る単なる知性は、それ自体で充足した判明性の領野で
ある。 

 

4-2. 道徳的必然性・帰結的意志 

選択の働きにおいては、まず神の知性のこうした論理的な必然性が排されることとなる。「ここで排除
されるのは、形而上学的な必然であって、道徳的なそれではない(G6:442 [7:258])」。選択とは、「項」と
しての可能性(単なる善)から「系列」としての可能性(最善)へと「現実存在」が組織されていく過程である。
道徳的必然性とは、もはや単に「反対が矛盾を含む」ということだけでは規定されない。こうして、可能
性と現働性とは乖離する。項として可能的であることはもはや必ずしも現慟的であることを意味しない。
「実際、多くの世界が現働的であると想像することは無意味である(CD15)」。ここには無矛盾であること
に加えて、「系列」としての可能性・すなわち共可能性および最善性という条件が課せられるのである(帰
結的意志・道徳的必然性の導入)。この際可能性は現慟性との対比で考えられるに至る。ただしここにはい
まだ潜在性(不分明さ)は顔を出さないし、「系列」は「継起(時間)」を意味しない(G2:263 [9:114])。選択さ
れた最善なる世界は、やはり神の知性(中間知)によって一挙に判明に

．．．
包括されるものである。 

 

4-3. 差異化としての創造・自由 

「全てのものの源泉(M 48)」としての力能の発現によって、神はさらに、判明性そのものからの超出を
遂行する。無論、ここでも超出は、外延的に思念されてはならない。なぜならくまなく判明に知覚された
無限の可能性の全体は、外部など持ちえない(外部は「不可能」である)からである。したがってわれわれは
この超出を、差異化そのものとして捉える。この超出は、それ自身即実在的であるような可能性が、現慟
性と潜在性へと分化することであり、しかしこの分化は無限の度合いを挟んで連続する表出関係としての
分化であり、したがってむしろ内的な差異化と呼ばれるべき事態なのである。 

 こうした世界の折り込み・内的な潜在化こそ、被造物として決定的・根源的な受動性の刻印に他ならな
い。魂は、根源的な受動性とあいまってはじめて完足的な実体を構成するのであり、モナドは微少な(受動
的な)知覚をぬきにしては世界を全面的に知覚するとはいわれえないであろう。したがって被造世界におい
ては、現慟性は、可能性との関係よりもむしろ、潜在性との関係で捉えられるものとなる。被造世界にお
いては、無限の度合いを孕む潜在性と現慟性との表出関係として新たな差異のあり方が示されるのである。
創造において、新たな世界が現実存在を持つに至る

．．．
のではなく、むしろ現実存在の「仕方」が変わるのだ、

                                                                    
23 いうまでもなくこれが、「変化の内的原理」としての＜欲求 Appetition＞の刻印である(M 15)。 
24 われわれは、「移行創造説」や「自然的変化説」のうち、どれを採るべきかという議論はしない(cf. Jalabert:193)。む
しろそのどちらの形態をとることもできたライプニッツの根本的な創造観を、探り出すことを目的としている。 
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といわねばならない。あえていえば、「何か」が創造されるのではなく、「仕方」が創造されるのである。 

するとここから、(論理的であれ偶然的であれ)必然性の観点から独立に、潜在化としての創造を神の自由
として立てることができるのではないか(cf. Jalabert:152)。世界の内的な潜在化は、最善なものとして選択
された世界に対して施される、神の働きである。したがって、この創造の働きそのものは、道徳的必然と
しての最善律からも独立である。だからこそ、神の三つの契機のうちこの最後のものに、単に偶然である
にとどまらない自由をみることができるのではないか。というのも、その潜在化の運動が、神の偉大さ(知
性の完全性)と善性(意志の完全性)の全体から自ずと発するものであるからであり、それゆえにその潜在化
の「仕方」は、その働きそのもののうちに神の最完全性を十全に表出しているだろうからである25。 

 

4-4. 最善律と理由律 

創造の働きのただなかで、潜在性として襞を折り込むその仕方のうちに、理由としての神
．．．．．．．

(G7:289)は表現
される。世界の根源的な受動性は、われわれに、この世界が被造的であることの根拠を示す。だからこそ、
精神はわれわれの

．．．．．
創造された世界が、神によって選択された

．．．．．
最善の世界であることを理解するのである。

それはあたかも「作品を考察すれば、それを作った職人が見出される(DM 2)」のと同様である。創造され
たこの世界全体が、神の業としての潜在化の「仕方」によって他ならぬ神を(不分明な度合いを容れるにせ
よ)表出しているのでなければ、われわれは最善律によって選択された世界へと「われわれの」この世界を
結び付ける糸口さえ持たないであろう。いいかえれば、世界を介して神に達する26ことはないであろう。 

最善律が示すのは、神は共可能性の制約のうちでもっとも完全な世界をひとつ
．．．

選択する、ということで
あって、その選択された最善の世界が「われわれの」世界であることについてはまったく無記である。最
善律に基づく神の選択は、われわれのこの現実世界をぬきにしても語れるア・プリオリな事項であろう。
最善律は、「この」現実世界こそがまさにこうして選択された世界であることの理由を示さない。われわ
れはこれを示すものとして、理由律を捉え返すことができるだろう。理由律は、現実世界の選択の理由(最
善であること)を示すのみならず

．．．．．
、まさに「われわれの」世界こそが最善なものとして選択された世界であ

り、したがって創造された世界であることをも示すのである。神があれではなくこれを選択することの理
由(最善律)と、この最善律によって選択されたあれと区別されたこれが、まさにわれわれの他ならぬ「この」
世界であることの理由とは、混同されるべきではないだろう。われわれが呈示するのは、神の意志の理由
と創造の理由との区別である27。 

 神は選択によって特定された(特殊化された)最善なる世界を、その内へ差異を折り込むことによって潜在
化し、その潜在化の働きのただなかにおいて作者としての神自身を表出する。神がこの創造の働きによっ
て自らを表出するのでなければ、創造された世界の側で、理性 raisonを得るにまで至ったモナド(精神)が、
この
．．
世界の理由 raisonとして神を見出す(神を表出する)には至らないだろう(本稿註26参照)。われわれは選

択された世界の特殊性の理由を最善律によって理解するにしても、それはその世界がわれわれのこの世界
であることには一切無記であって・その理由とはならない。われわれの世界の単独性は、この世界の内的

                                                                    
25 表出としての自由に関しては以下を参照。Cf. H. Bergson, Essai sur les données immédiates, p.u.f., p.124, 129. 
26 Cf. DM 34-37, M 29, 30.「精神は世界よりもむしろ神を表出する(Arnauld(22): 191)」。なお、このように理由としての
神を見いだすことは、理由が「充分な」ものであることに基づいて理解されねばならない。任意の原因は、結果を説明
するに「必要な」条件を示すのみであって・決して「充分」でなく、したがってさらなる原因を要求し、こうして原因
の遡及的な探求は無際限に至る。これに対し「理由」は、一挙に「充分な」条件を与えるもので、したがってこのよう
な因果の無際限な「系列の外部にある」ものである(M 37, cf. Deleuze)。 
27 神が Aではなくて Bを選択することの理由と、そもそも「あるもの」が存在することの理由を「自然のうちに(G7:289)」
求めることとの区別といってもよい。前者がアプリオリな理由といわれている(M 60)ことから、後者をアポステリオリ
な理由と呼ぶことが許されるだろうか。そして両者の一致する地点に、おそらくライプニッツの理説は立っている(M 76)。 
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な潜在化の仕方そのものに存するからである。モナドがこの
．．
ような仕方で知覚を展開し・世界を表現して

いくのは、創造が、この
．．
ような仕方で世界を折り込んだからに他ならない28。そしてこの理由は、他ならぬ

モナド自身が神を表出することにおいて、神の力能を模倣することにおいて(DM 9)理解されるべき理由な
のである。 

                                                                    
28 被造物における「連続創造」をライプニッツは認めている(Théo382, 391-3, M 47, NE4-10-19)。Cf. Jalabert:194. 


