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ライプニッツにおける形而上学的人格論̶ ̶ ロックとの対比から 1 

平井靖史（東京都立大学大学院博士課程）  

 

0. 導入  

『人間知性新論』において、ライプニッツは、ロックの問題提起に触発される形で、一連

の「人格の同一性」を巡る考察を展開している。しかし、このテキストはその不透明さのた

めに多くの解釈者たちを惑わせてきた。その要因としては、この議論において、ロックに対

する批判的言説とライプニッツ固有の積極的理説との両者の正確な割り振りを見極めるの

が困難である点や、用語上の対応関係の不明確さを挙げることができる。本稿の目的は、当

議論全体を見通す視座として二つの言説次元を区別することで、その整合的な再構成を行い、

そこに含意されるライプニッツ固有の形而上学的人格論の意義を探り出すことにある。  

 

1. 二つの次元  

ロックにおいて、人格の同一性の問題は、実体の同一性からは独立に問われるべきとされ

た。というのも、そもそもロックにとって、実体の同一性とは、形而上学的言説に属する「確

信のもちようがない」(E 2-27-13)ものとして、考察の対象から排除されるからである。むし

ろロックにとって、「人格」とは法廷用語 forensic term であった (E 2-27-26)。そこからロッ

クは、「人格の同一性が存するのは、実体の同一性ではなく、……意識の同一性である」 (E 

2-27-19)と論定する。有名な、「意識が人格の同一性をなす」(E 2-27-10)という主張である。  

まずは、ライプニッツの用いる諸術語とロックのそれとの対応関係を検討しておこう。「人

格の同一性」および「道徳的同一性」とは、今、問題に付された名前である。これに対する

解として、ロックは「実体の同一性」に「意識の同一性」を対置するわけだが、ライプニッ

ツのターミノロジーの側では、一見上は、両者にそれぞれ「実在的 réelle 同一性」と「現れ

上の apparente 同一性」が対応するかにみえる。  McRae (1982)は、この点に関して、両者

における区別の意味の違いに着目してこう指摘している。「ロックが実体の同一性と人格の

同一性とを、まったく異なる意味領域ないし言説領域に属するものとして区別している場所

で、ライプニッツは自らの為す区別を、実在的同一性と現れ上の同一性との間の存在論的区

別に仕立て上げている」 (p. 83)、と。だが、そうだとすれば、ライプニッツにおいては「言

説領域の差異」は無視されているのだろうか。  

ライプニッツにおいて、形而上学と他の諸科学との間に、安易なアナロジーに基づく適用・

従属の関係は想定されない。たとえば形而上学の領域において彼自身肯定的に言及する「実

体形相」の議論を、物理学の領域における特殊事例の解明に持ち込むことを、「しかるべき

用法」に反する「濫用」として、ライプニッツは自ら厳しく戒めている (SN 3; DM 10)。法学

                                                        
1 本稿は、2000年度日本倫理学会全国大会（於東京大学）における口頭発表「概念と人格」に基づき執筆され

た。 
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と形而上学の間にも、この種の言説領域の差異は確保されているだろう。しかし重要なのは、

このように次元の差異を認めることは、必ずしも一方の次元を単純に忌避することを伴なわ

ない、という点である。  

ライプニッツが形而上学の混入を戒めたのは、あくまでも物理学の「特殊」事例に関して

であった。そして、物理学に関しても、その「真の一般原理の樹立」 (SN 3)に関しては、む

しろ形而上学は必須とされる。現に、物理学上重大な発見である力と運動量の区別は、そう

した形而上学的洞察からもたらされたものであった。とすれば、人格の問題に関しても、社

会的人格の帰責問題などにかかわる法的次元の個別問題はその次元で解決されなければな

らないにしても、人格とは何かという原理的問題に形而上学が不可欠である、というのがラ

イプニッツにとっての二つの次元の適確な位置づけ、ということになろう。  

本稿は、両次元のこうした位置づけに基づいて、ライプニッツのロック批判自体を、これ

に対応する二重性を孕むものとして分析する 2。すなわち、法的次元の範疇での批判と、哲

学的次元での̶ ̶ というよりその欠如に対する̶ ̶ 批判と、である。そしてもちろん、ライ

プニッツ固有の倫理学説は、後者の論点にこそ含まれている。  

 

2. 現れ上の同一性と意識  

まず、法的次元での批判をみておこう。  

人格の基準として意識を挙げておきながら、問題を法的次元で展開しようとするロックの

議論は、ライプニッツの目にはあからさまに不当なものと映った。というのも、意識のみが

人格を同定するなら、記憶のない犯罪に責任を問うことが不可能になるからである。実際ラ

イプニッツは、意識性 conscienciosité の結合の連続性を中断する病気」を例にして、「ある

期間に、意図的に何か悪事をなしておきながら、そのことを後にこの病気によって忘却して

しまったとしても、この証言〔他人の証言〕によって私が罰せられることさえあるだろう」

(NE 2-27-9)と、具体的な問題を指摘している。  

意識は人格同定に十分でない。というのも、「一定期間をおいた記憶は欺きうる」 (NE 

2-27-13)からである。さらには、必要ですらない。というのも、「他人の証言が私の記憶の

空白を埋めてくれるだろう」 (NE 2-27-9)からである。  

ここで意識が「内的現れ」であるのみならず、実はこれを批判するために引き合いに出さ

れる他人の証言もまた、「外的現れ apparences externes」とされている (NE 2-27-9)点に注

                                                        
2 Curley (1982)も、二つの同一性に介在する次元の差異を看過するために、困難な論述を強いられているよう

に見える。Scheffler (1976)は、今なおこの論点に関してはもっとも示唆的な論文であるが、そこにおいて Scheffler

は妥当にも、この一連の議論において、「人格同一性 personal identityの問題」と、「道徳的責任 moral 

responsibility の問題」を区別するべきであると提案している。しかし残念ながら Schefflerは、両者をわれわれ

の主張するような哲学的／社会的という次元の差異において把握しておらず、したがって実体の同一性に関して、

微小知覚や個体的概念との連関において十分な議論を展開していない。 
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目しよう。こうした批判全体が、実在的同一性に訴えることなく、「現れの次元」の枠内で

行われているのである。ここから、ロックに対する法的次元での批判は、現れの次元におけ

る、内的現れの不当な特権化に向けられている、と定式化できる。実際、そもそもライプニ

ッツ哲学の根幹的枠組みにおいて、諸個体の相互表出すなわち＜適合 convenance ＞ (M 46, 

54; PNG 11)こそが共可能的世界の現実存在の条件であったから、かかる世界における事実の

真理を究明する上で、ある任意の個体への現れのみを特権化すべきいわれは見あたらないわ

けである。  

ライプニッツは、「道徳的事柄の秩序 l'ordre des choses morales」(NE 2-27-23)において、

（内的・外的を含めて）現れの考察は重要不可欠であると考える。そしておそらくは、ここ

に実体の考察を持ち込むことは危険であるとさえ考えていただろう。社会的行為の責任は、

内的意識に還元されてはならないが、形而上学的思弁によって解決される問題でもない。法

の問題は法によってのみ解決されるべきである。ライプニッツが「人間の道徳が当てにして

いるのは現れである」 (ibid.)と語るとき、念頭にあったのはこうした問題意識であったはず

である。  

 

3. 知覚と人格̶ ̶ 微小知覚論を起点にして  

しかし既に触れたように、ライプニッツにとって、人格同定の個別事例こそ現れの次元に

おいて問われるべきであるにしても、人格が同一であるとは何か、あるいは人格とは何かと

いう原理的な問いは、当然形而上学の領域に踏み入ることが避けられない問題であった。ラ

イプニッツが実体の同一性の議論に訴えるのはこの地点においてである 3。とすれば、ライ

プニッツ固有の倫理学の中心的意義は、まさにここにこそ求められるべきことになろう。し

かしまたそれ故に、実体の次元の人格論を、ロックに呼応して書かれた『人間知性新論』の

人格の同一性の章 (NE 2-27)のみから再構成することは困難を究める。整合的な理解のために

は、むしろ必要に応じて、ライプニッツ形而上学の体系への参照を求めるのが肝要であろう。

そこで本節および次節では、相補的ともいえる二つの主要な理説を採り上げる。すなわち第

一に、＜微小知覚＞論に依拠する個体主義存在論、第二に、反省と概念形成に立脚する知識

論である。  

 

3-1. 記憶について  

微小知覚論の導入として、記憶の問題に触れておこう。というのも、一見するとライプニ

ッツは、人格同一性の根拠を一人称的「記憶」に求めるロックの議論を批判しておきながら、

他方で自らの議論においても「記憶」を肯定的に援用しているようにみえるからである。た

とえば、彼は、一方で「同じ人間 homme をまさになしているのは、記憶 souvenir ではない」

と述べた直後に、他方で「各実体は、先行する諸刻印をすべて保っており、先に述べたよう

                                                        
3 Jolley (1984)は、別な文脈から、この論点を説得的な仕方で魂不死性の議論に結びつけている。 



 4 

な仕方で二分されることはない。各実体における未来は、過去と完全な結合を有していて、

これこそが個体の同一性をなしている」(NE 2-1-12)と語ってもいる。あるいは、別なテクス

トでは、「魂はその本性のうちに、自らの先行する全状態を、いつでも喚起されうる潜在的

な記憶 souvenir virtuel とともに保持している」 (G II 57)とも語っている。  

とすれば、われわれに要求されているのは、二つの「記憶」の差異を規定することであろ

う。この点に関して先ず第一になされるべきは、ライプニッツが援用する記憶が「潜在的」

なものとされることの意味確定である。実際、ライプニッツの不満は、ロック理論における

「潜在性」の欠如に向けられているのであるから。「われわれの優れた著者は、われわれの

内には潜在的なものは何もない、われわれが常に現実的に覚知しているもの以外のものさえ

何もない、と主張しているように思える」(NE préf.)。実際、ロックの援用する記憶とは、そ

れが意識の観点から用いられている以上、想起されたかぎりでの記憶表象にすぎない。  

 

3-2. 微小知覚論  

さて、ライプニッツにおける潜在性概念を理解する上で、決定的な論点となるのが、有名

な「微小知覚 petite perception」論である。というのも、この議論をライプニッツが導入す

る背景となるモチベーションとなっているものこそ、＜覚知 aperception 至上主義に対する

批判＞であるから。ライプニッツは、「魂のうちに、魂が覚知している知覚以外にいかなる

知覚もないと信じるのは、誤謬の一大源泉である」(NE 2-1-15)とさえ述べている。ここでは、

それがライプニッツ的人格論への視座を提供するかぎりにおいて、主要な論点を概観しよう。 

第一に注意すべきは、微小知覚論において、この「知覚」という語は通常の意味での感覚

的知覚を意味しない点である。そこで頻繁に用いられる「非可感的知覚 perceptions 

insensibles」 (NE préf.; 2-21-5, 36, 41; 2-27-14, 18, 23)という措辞だけを見ても明らかであ

るように、「知覚」は、いわば脱心理化された術語として極めて広義に用いられているので

ある。有名な波の例で確認しておこう。  

 

われわれはこの波の運動によって少しは触発され affecté ているはずであり、その波の音

がいかに小さくとも、その各々の音について何らかの知覚を有しているはずである。そう

でなければ、10 万の波の知覚は持ち得ないであろうから。ゼロを 10 万個足しても何にも

ならないからである (NE préf.)。  

 

見て取れるように、ここで「何らかの知覚」といわれているのは、波の運動からこうむる

非可感的な影響であり、刻印であり、作用である。実際、全体の知覚を構成する部分の知覚

に関しては、意識の識閾以下（サブリミナル）でありうるだろう。にもかかわらず、こうし

た微小知覚は「たしかな諸結果によって認識される」 (NE 2-1-10)。  

第二に、微小知覚の外延は、宇宙全体に及ぶばかりでなく、時間的にも広大である。微小

知覚が「宇宙全体 tout l'univers」 (DM 33, 34; M 60, 62, G II 40-42, 51, 56, 74, 90, 98, 
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111-112, 124, 126; G VII 411, SN 14, PNG 13, etc.)に及ぶという点は、彼の有名な原子論批

判と、それに相即する＜作用の普遍的伝播＞の主張からして容易に理解されるだろう。さら

に微小知覚は、過去に関しては「痕跡 traces」として、未来に関しては「徴候 marques」(G 

II 39, 46-47, 57, 98; DM 8, etc.)として、それぞれ個体の本性の内に表出されてある、という

点にも着目しておこう。われわれに意識される知覚や記憶は、外延的にわずかであるにして

も、われわれの存在に潜在的にすら働きかけてこないものとして切り捨てることのできる出

来事は、この宇宙に存在しない、と見なされるのである。  

 

3-3. 知覚－ 実体論  

では、こうした微小知覚とその潜在性は、ライプニッツ固有の人格論においてどのような

理論的役割を担っているのだろうか。この点の検討にはいる。  

本質的なのは、実体そのものを存在論的に構成しているのが、そもそも微小知覚であると

いう点である。すなわち、彼にとって実体とは、知覚をもつ何らかの基体であるというより、

諸知覚の全体性そのものである。  

 

これらの非可感的な知覚が、同一の個体を指示 marquer し・構成 constituer する。その

個体は、これらの知覚がこの個体の先行状態から保存して現在の状態と連結させていると

ころの、諸痕跡ないし諸表出 traces et expressions によって特徴づけられる。  (NE préf.) 

 

実体を構成する知覚こそ、欲求とともに、実体を他の実体から区別する識別原理でもあっ

たことを想起しよう (M 12; PNG 2)。われわれの存在は、その全歴史と全宇宙との関わりにお

いてはじめて同定可能である、という発想がそこにはある。この意味で微小知覚こそ、実体

の同一性の条件に他ならない。  

このようなライプニッツ実体論の特異性に関して、二点ほど注意しておこう。第一に、こ

こで「実体」と「現れ」の差異に対応しているのは、＜微小知覚を含めた広義の知覚の総体

＞と＜覚知される (通常の意味での感覚的 )知覚＞との対比である。とすれば、諸知覚そのも

のが実体であるといっても、その意味は、世界から及ぼされる無数の触発の総体として実体

が存在する、ということであって、決して心理的な意味での知覚のみによって実体が構成さ

れるという意味ではない。ヒューム流の議論との一見上の類似はこの点から払拭されるだろ

う。むしろ論点は、実体が、蒙り・送り返される作用そのものであって、不動の基体のごと

きものではない、という点にある。そもそも、ライプニッツにおいて知覚は、何らかの静的・

心理的描像としてではなく、それ自体作用を有する｢傾向 tendance, conatus｣(NE 2-21-5)と

して、「常にそれに対応する何らかの作用 actions̶ ̶ これらはしばしば非可感的である̶

̶ を随伴する」、「本性的潜在力 virtualités naturelles」 (NE préf.)として規定される。  

第二に、今度は「現れ」の意味もまた、ここから翻って規定し直されうる、という点であ

る。なぜなら、「実体」と「現れ」の関係を、ある意識的知覚とそれを構成する無数の微小
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知覚のモデルによって考察するということは、現れを実体と数的に区別されるものとみなさ

ないことを含意するからである。現れは、必ずしも実体から存在論的に「剥離」されたもの

ではないし、ましてや単に認識論的に偽なるものでもない 4。ライプニッツにおいては、現

象の内に「実在的」なそれと「想像的」なそれとが区別されるのであるから (G VII 319-322)5。  

 

3-4. 知覚－ 行為論  

さて、微小知覚論が実体の同一性の条件を与えることを確認したわけだが、人格論におい

てその役割を本質的なものとしているのは、微小知覚の行為への関与
．．．．．．

である。ライプニッツ

独自の「潜在的意図 intentio virtualis」 (Grua 740)の行為論 6は、まさに知覚を作用として捉

える論点から、一貫して解釈可能である。その中核をなすのは、各実体の為す現実的な行為

を、当の実体を構成するこれら無数の微小な潜在的諸傾向の間での、抗争・淘汰の帰結と見

なす論点である 7。  

 

私が一方よりも他方に傾く場合に、それはきわめてしばしば微小な刻印の連鎖による。

私はこれらの微小な刻印を覚知していないにしても、それによって一方の運動が他方より

もやや生じにくくなる。熟慮されないわれわれの行為はすべて、微小知覚の協働の帰結

résultats d'un concours であり、そして、われわれの熟慮において多くの影響を有するわ

れわれの慣習や情念さえ、これに由来している (NE 2-1-15)。  

 

そしてここでも、「すべての刻印がその効果を有している」 (NE 2-1-15)とされる。すなわ

ち、モナドを構成するすべての微小知覚が、モナドの現在の行動に影響する。とすれば、個

体の存在そのものにとってのみならず、個体がその都度展開していく行為にとっても、捨象

可能な出来事はこの宇宙に存在しない、ということになろう。ライプニッツの個体主義は、

徹底された全体論でもあるという逆説が、この点から了解されるだろう。  

宇宙のあらゆる変遷が、意識の有無如何にかかわらず、現在の私の人格をなんからの仕方

で触発する。現れは帰責主体としての人格を外的に指示することの妥当性を量るのみである

が、形而上学的には、人格とはそれ自体、無限に及ぶ微小な諸作用の表出なのである。また、

                                                        
4 Vailati (1985)は、現象と実体との間に数的な区別を無批判に前提することから、「私は人格としては、私の

魂ではない」 (p. 40)と論定しているが、受け入れがたい。 

5 なお、ライプニッツ的現象主義のある徹底した解釈は、Adams (1994), §3にみることができる。 

6 Cf. Parkinson (1970), §3. 

7 ライプニッツにおいて記憶が潜在的な存在様態において考察されていることは先に指摘したが、ここで明ら

かになるのは、その発動の仕方においてもまた、潜在的な様態が考えられているという点である。というのも、こ

うした行為論から明瞭に見て取れるように、重要なのは、記憶が心理的・意識的な仕方での喚起を経ることなく、

非可感的な微小知覚として、いわば潜在的なまま、行為決定に働きかける場面だからである。 
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微小知覚の理論は、「完全な忘却」を権利上排斥する。記憶の潜在性が、想起されえない過

去を不合理とするからである (NE 2-27-14)。とすれば、この人格論は、法的な責任に還元さ

れないような倫理的問題に関して、「口実」の利かない厳粛な態度を要求するものであるだ

ろう 8。  

 

4. 概念と人格̶ ̶ 知識論を起点にして  

前節では、微小知覚論が実体の存在と行為を定義するものであることを確認した。だがそ

れは実体一般に適用される原理的な考察であるために、まだ一面的なものに留まる。本節で

は「概念」を巡るライプニッツの特異な教説に焦点を当てることで、より具体的な倫理的含

意を掘り出してみたい。  

 

4-1. 判明化としての概念形成  

そこで鍵となるのが、知覚と概念の位相の差異である。Wilson (1977)は、その影響力の高

い論文「錯雑な観念」において、適確にも、＜知覚の錯雑さ＞と＜概念の錯雑さ＞との区別

を指摘している。すなわち、いかに判明な知覚においても、それを構成する微小知覚が錯雑

であることは構造的に不可避である (cf. G III, 623)が、概念ないし観念の錯雑さは、各個体の

概念的能力に依存する相対的なものであり、したがってある程度は克服可能なものである、

と。実際、ライプニッツの知識論は、まさにこの概念能力のレベルによって認識の諸段階を

区別するものであった。たとえば、ある対象を、単なる感覚の証言によってであれ認知

agnoscere 可能である場合には、認識は曖昧 obscura ではなく明晰 clara であるが、それを他

から識別する十分な徴 nota の枚挙が可能である場合に、認識は錯雑 confusa ではなく判明

distincta である。さらにその徴に関しても判明である場合には、認識は十全 adaequata であ

る、云々 (cf. G IV 422-426)。  

                                                        
8 ところで、ライプニッツ的実体が宇宙についてもつ知覚は、常に身体を媒介するとされる (PNG 3, Theo 291, 

DM 33, G II 74)。とすると、身体がこの固有の仕方で働き、それを私が知覚しているということもまた、私の人

格にとって無差別な事柄ではないということになろう。ここに、ロックにおける＜精神交換＞の仮説との対比は鮮

明である。 

 ロックが実体の同一性の言説を退けたとき、そこで「実体」として、単に身体のみならず、思惟実体すなわち

精神も念頭に置かれている点は、強調されるべきである。すなわち、ロックにとって意識とは、精神からさえ離脱

可能なものとみなされている。ここからロックは、同一の精神に異なる意識、あるいは逆に異なる精神に同一の意

識が宿る可能性を肯定する (cf. E 2-27-13, 14)。たとえば、一般に同一性を論じる上で、身体が交換されても、な

お精神の同一性が保存されるという議論類型が存在するが、これと類比的に語るなら、ロックのそれは、精神が交

換されても、なお意識の同一性が保存されるというものである。ところが逆に、ライプニッツにとっては、意識が

精神から離脱しえないどころか、精神が身体から離脱し得ない (NE 2-27-6, 14)。 
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そしてまさにこの概念形成の次元にこそ、ライプニッツ人格論の実践的な意味は存してい

ると考えられる。ライプニッツ自身述べるように、われわれの実体を構成する微小知覚のざ

わめきは、「すでに魂の内にある以上、これらに対して魂は支配力を持たない」(NE 2-21-47)。

しかしだからこそ、「思考から思考へとすでに
．．．

歩みを進めていなければならない」 (NE 

2-21-47)という格率は切実さを増すのである。ライプニッツは、諸知覚の展開運動の自律性

に対処する実践的方策として、一見スピノザを思わせる語り口で、＜方法的な概念形成＞を

提示している。「もっともよいのは、方法的にこのこと〔上記引用〕を行うことに、また偶

然（すなわち非可感的で偶然的刻印）ではなく、理性が結合する諸思考の運びに専心するこ

とに慣れることである」 (NE 2-21-47)、と。  

諸知覚の自律性は決して安易な疎外論を導かない。なぜなら魂は諸知覚と別にあるわけで

はないからである。これからみるように、魂の実践的徳である概念形成は、これら諸知覚そ

のものの内在的組織化に存している。その精確な意味を見届けるには、まずは、肝心のこの

概念そのものがいかなる性格のものとして描かれているのかを検討しなければなるまい。  

 

4-2. 反省と概念  

そもそも概念の対象とは何か。それはさしあたり、自らの有する諸知覚、すなわち自らの

実体であるといえるだろう。ただしここで、倫理学における「反省」の役割を想起しておく

必要がある。ライプニッツにおいて反省は、「永遠真理」の認識を与えるものとして注目さ

れることが多いが、「道徳的性質 qualité morale」を与えるのもまた「反省」であると明確

に述べられているからである (DM 34)9。  

 

すでに確認したとおり、実体の同定は究極的には全宇宙への参照を要請する。ここで、ま

さに当の実体に生じる「一切の述語を含む」 (DM 14)「個体的完足概念」の教説は、われわ

れの論点に極めて示唆的である。なぜなら、無数の知覚によって構成される実体の、これこ

そ理想的な概念的相関者と見なせるからである。  

しかし他方で、われわれの概念能力がこれを完全に内包することは、残念ながら現実的で

はない。実際、 Ishiguro (1979)が指摘するように、事実上われわれが自らについて抱く概念

とは、「明晰だが錯雑」なものにすぎない。だからこそわれわれは、自己を宇宙から抽象可

能であるかのように想像するのである。とすれば、ライプニッツ知識論が判明化の努力によ

って要求するのは、この究極的概念への最大限の漸近
．．

であるといえるだろう。  

ここから、概念と知覚の存在論的な関係も明らかになる。概念が知覚の反省であるにして

も、その反省は、単純な二層構造、あるいは超越論的視点の介入を含意しないものとして規

                                                        
9 神が「 (1)実体のみならず、(2)われわれの人格、すなわちわれわれが何であるかの記憶および認識をも保存す

る」(DM 35)点に、ライプニッツ倫理学は依拠しているが、実体と反省とのこうした二重性は、われわれの議論を

裏書きしてくれるものである。 
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定されるからである。個体的概念が完足的 completus といわれるのは、実体を構成する微小

知覚に相当する述語概念を、少なくともすべて含む、という意味においてであった。では知

覚とは何が異なるのか。その差異は、概念においては、諸述語が「ひとつの規則」 (DM 6)と

して記述されうるような、統一的連関性において包括されている、という点にこそある。し

たがってこの点からすれば、概念は知覚を対象とする、という言い方には留保が必要である。

なぜなら、概念とは、諸知覚と数的に区別されるものではなく、一般に認識の任意の段階に

おいて、一定の諸知覚がその規則性の相のもとで包括された場合にそれが概念と呼ばれるに

すぎないからである。この事態を個体の極の側で言い直せばこうなるだろう。すなわち、同

じ人格としての実体は、その個別的な「細部 détail」、「多様性 variété」 (M 12)の観点から

みられた場合には知覚として記述され、その「単純性」、「一性 unité」において把握され

た場合には、概念として記述される、と。現に、ライプニッツ形而上学において、反省は、

対象認識する主観と反省認識する主観といった構造的な二重化を決して導かない 10。概念と

しての人格は、この膨大な潜在的諸知覚を、他ならぬ自己自身として
．．．．．．．

包括することを要求さ

れているのである。  

 

5. 結論  

ライプニッツの人格論は、法的次元におけるロック批判に汲み尽くされない、それ自体豊

饒な意義を有している。第一に、人格は権利上、ある実体から、あるいはその属する宇宙か

らさえ抽象可能なものではない。その存在と行為の全体が、いわば世界に対する応答であり

表出であるからである。われわれはこの主張を微小知覚論から跡づけた。第二に、そうした

人格にとっての事実上の倫理は、まさにかかる表出的実体として自己の存在全体を引き受け

ようとする、反省ないし概念形成の努力に存する。この倫理学が単純な決定論から無縁であ

るゆえんはここにある。概念と知覚が数的に区別されないことは、まさにそのような引き受

けが、当事者として真摯な努力を要求することの表明に他なるまい。  

人格は概念されるものであるが、しかしその概念するものと別なものではない。ライプニ

ッツの形而上学的人格論は、自己からの離脱可能性を徹底して禁ずる、ひとつの峻厳な倫理

学を提示しているといえよう。  

 

略語表  

DM: G. W. Leibniz: Discours de métaphysique. 

E: J. Locke: An Essay Conserning Human Understanding. 

G: Gerhardt: Die Philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, I-VII. 

Grua: G. Grua: G. W. Leibniz: Textes inédits. 

                                                        
10 ライプニッツが反省を、（近世においてはむしろ珍しいことであるが）継起的なものとみなしている点は、

この点から理解されるべきであろう。 
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M: G. W. Leibniz: Monadologie. 

NE: G. W. Leibniz: Nouveaux essais sur l'entendement humain. 

PNG: G. W. Leibniz: Principes de la nature et de la grace, fondés en raison. 

SN: G. W. Leibniz: Système nouveaux. 
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