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0. 導入――不可識別者同一の原理 

 

世界には互いに「よく似た複数の個体」と呼ばれるものが存在する場合がある。通常、このことが個体

同一性の問題を脅かすとは考えられない。これに対して、「完全に類似した複数の個体」あるいは「同一な

複数の個体」という想定には、ある種の不可解さが付きまとうように思える。そのとき、この違いは何に

起因するのか。 

こうした問いは、個体の同一性についてのわれわれの一般的な描像についていくらか反省させてくれる

ものである。たとえば、「よく似た複数の個体」の場合には、それが占める場所の差異などによって、しば

しば当の諸個体の「複数性」があらかじめ確保されている。では、各個体が有するさまざまな特質上の差

異の中で、なぜ、この種の差異が、またこの種の差異だけが、類似性の吟味に関与しないとみなされ、代

わりに対象の｢複数性｣を確保することにあてられるのか。そして、なぜ、同一性が問題になるときには同

様の手続きは自明視されないのか。 

このような疑念は、ライプニッツによって掲げられた不可識別者同一の原理（以下本稿で単に「原理」

と呼ぶ場合はこの原理をさす）に、一つの光を投げかけるものである。この原理は、そのもっともシンプ

ルな形では、以下のように定式化されるものであった。 

 

不可識別な二つの個体は存在しない。Il n'y a point deux individus indiscernables.(G7:372) 

 

ところが、その外見上の単純さにもかかわらず、この原理がつまるところ何を要請する原理であるのかは、

一見して明らかなものではない。その正確な意味を推し量ろうとすれば、ライプニッツ固有の個体論とい

う問題圏に入り込むことが不可欠である。そこで本稿は、以下に示すような手順で、この原理の意義を解

明することに努めたい。 

われわれは、当該原理が、それ自体のうちに二つの層を含みもつものであると考えている。しばしばそ

の第一の層によって偽装されるにもかかわらず、原理の諸条件を正確に見極めるならば、問題の本質が、

それがわれわれが原理の第二の層と呼ぶ地点にこそ定位されることを、まずは本稿の前半部（1-2 節）で

示したい。ついで、もしこの定位が妥当ならば、本稿の後半部（3-4 節）において、ライプニッツ固有の

個体同一性問題の諸相、とりわけ個体概念が完足的であることの意味が、いくらか明らかになるはずであ

る。 

 

1. 不可識別性と内的差異 

 

 まず、原理に現れる「不可識別性」が、経験的な認識による不可弁別性を意味するのではないことを確



認しておく必要がある。われわれにとって単に「見分けがつかない」ような複数の対象ならば、われわれ

はむしろ頻繁にそうしたものに遭遇しうるからである。 

 しかしながら、「不可識別性」が意味するのが対象それ自体における無差異性ということになるなら、今

度は、当の原理が「異ならないものは同じである」といったトリヴィアルな命題に帰着するのではないか

という疑念が沸いてくるはずである1。 

 そこで考えなければならないのが、対象の複数性を担保するものとしての「場所の差異」である。原理

が、事物それ自体における無差別性を語るとして、そのとき、そこに場所の差異は含まれるのか否か。含

まれるのであれば、原理はやはり単に空疎な命題に帰着するほかないように思える。また逆に、もし含ま

れないのであれば、それ自体において無差別でありながらなお区別される二つの事物なるものが可能であ

るように思える（そしてこれは原理に抵触する）。 

 後に見るように、実はこのような二重の危惧そのものが、原理の背後に控える本質的な論点を捉えそこ

なっているといわざるを得ないのだが、その指摘に入るためにも、さしあたりは、この危惧に対する標準

的な説明を与えておく必要があるだろう。 

 

 原理の持つ、一見上のトリヴィアルさを解消するものとしてしばしば援用されるのが、「内的差異」の理

論である。ライプニッツによれば、場所や空間による区別は外的名称規定に過ぎない。そして、原理は、

より正確には、これに対比される「内的差異」に関して述べられるものであると解されるのである。その

際引き合いに出されるものとして、たとえば以下のようなテキストがある。 

 

自然において、二つの存在が互いに完全に同様であって、そこに内的差異 difference interneすなわち

内的名称規定 denomination intrinseque に基づく差異を認めることができないということは決して

ない。(M 9) 

 

 原理における不可識別性は、外的名称規定としての「場所の差異」を排除している。にもかかわらず原

理が揺るがないのは、以下のテキストが示すように、内的差異がこの「場所の差異」を補填するだけの十

分な識別機能を代理するからである。 

 

或る場所にある、ということは、単なる外的名称規定ではない。実際、その基礎として内的な名称規定

を持たないほどに外的な名称規定なるものは存在しないのだから。(G2:240) 

事物相互の結合 connexioのために、純粋に外的な名称規定はない。そして、二つの事物が場所と空間

においてのみ異なることはありえず、常に何らかの内的差異が関与してくる。(C:8, cf. C:520, C:521) 

 

 では、この内的差異の内実を構成しているものは何か。以下のテキストが示唆するのは、個体内部にお

ける、周囲の諸事物に対応する「表出」である。 

                                                   
1 Matesは、不可識別の原理を、真理保存 salva veritate基準の単なる半分とみなす解釈が同様のトリヴ
ィアリティに陥ることを指摘している(Mates(1986):136)。 



 

場所的に異なるもの同士は、おのおのそれ自身の場所を、つまりは周囲を表出 exprimereしなければな

らないし、それゆえそれらは、一般に思われているのと違って、単に場所的にのみ区別されたり外的名

称規定によってのみ区別されるのではない。(G2:250) 

 

空間的な位置の違いは、必ずやそれを表出する実体の内的差異へと反映されてある。したがって、純粋

に外的な規定としての空間的位置によってしか区別されないような二つの個体はない、ということになる。

つまり、不可識別者同一の原理は、単に無差別ならば同一であるという空疎な命題を述べるのではなく、

異なる個体の区別は必ず「内的に」、すなわち実体の表出のうちに見出されなければならない、ということ

を述べていることになる2。 

 

2. 原理の二つの層 

 

 だが、本稿は、原理の本質的な論点はこの先にこそある、と考える。上に見たような、不可識別性条件

を個体の内的表出に求める議論は、確かに原理の一面を構成するものであるにもかかわらず、そしてそう

した解釈を示唆するように見えるテキストは多くあるにもかかわらず、原理が示す同一性条件について、

十分な解明を与えるものであるとは言えない。本節では、われわれがそう判断する外在的な根拠をいくつ

か挙げ、ついで、原理に織り込まれた二つの層を概略的な仕方で位置づける。 

 

 まず、なぜライプニッツは、二つの不可識別な個体を否定するのか、という観点から考えてみる。周知

のように、その根拠は、或る別な原理に求められる。「十分な理由の原理」がそれである。自然のうちに二

つの無差異な個体が存在しないのは、それが神による世界の創造に、理由なき働きの介在を想定するから

であるとされる。 

 

絶対的に無差別な事物においては、選択はなく、したがって選別も意志もない。というのも選択は何ら

かの理由ないし原理を持つはずだからである。…（中略）…神はそうしたものを産出しないだろう。し

たがって自然のうちにはそうしたものはないのである。 (G7:371-372) 

 

 無差別性が斥けられるのは、さもなければ神の選択ないし選好に理由がなくなるがゆえである。ところ

で、選択の局面においては、仮定によって事物は創造されていないわけであるから、その選択の根拠とな

るもろもろの差異を与えるのは、被造実体ではありえない。したがってこのとき、神の選択が無差別なも

のとならないために斥けられなければならないのは、創造された諸実体の間ではなく、選択に際して神が

検討する諸概念の間の不可識別性である。「自然のうちに」ないし「可感的諸事物のうちに」3不可識別者

                                                   
2 McCullough(1996):170-171ははっきりとこうした解釈を採る。Bahlul(1992): 285も同様である。 
3 「自然のうちには、不可識別であるような二つの実在的絶対的存在は決してない」(G7:393)「可感的諸事物のうちに
は、決して二つの不可識別な事物は見出されない」(G7:394) 



が見られないことは、原理の論理的秩序に従えば、むしろこのことからの帰結であると考えられる。 

 

 第二点。前節で見たように、＜個体が異なるならば、その差異の基礎は必ず各個体に内的に見出されな

ければならない＞ということは、確かに原理の一つの含意を示している。しかし、それは所与の個体の差

異から出発するがゆえに、不十分である。 

 不可識別の原理の経験的な例証としてライプニッツ自身が引き合いに出す「ヘレンハウゼンの庭園」の

逸話を考えてもよい。庭園中を探し回っても見つからない「完全に類似した二枚の葉 deux feuilles 

parfaitement semblables」(G5:214)という事例が想定するのは、まさにあらかじめ確保された複数性の

もとでの限定された不可識別性に過ぎない。言い換えるなら、一方では個体間の空間的差異を、他方では

各個体のそれ自身に対する同一性を前提としている。 

 

 第三点は、前節に挙げた議論に直接かかわる。諸個体が空間的位置を異にするがゆえに、これに対応す

る内的差異が与えられるわけではない、という点に留意されたい。事態は逆である。すなわち、空間的区

別は、それが各個体的実体が携える内的差異がもたらす諸効果の一つに過ぎないからこそ、外的と呼ばれ

るのである。ライプニッツにおいて、空間的な関係はあくまで共存の「秩序 ordo」に他ならない(cf. 

G2:269; 438; 450, etc.)。 

 とすれば、即座に以下の問題が避けがたいものとして立ち現れるはずである。すなわち、ライプニッツ

において、空間が秩序であるのと同様に、時間もまた秩序である。空間的区別をもたらす内的差異が個体

を差異化するならば、時間内での識別をもたらす内的差異もまた個体を差異化するはずである。ならば、

なぜ、場所の差異だけが特権化されるのか、と。 

 不可識別者について語るとき、われわれは場所の差異を内面化するという操作に目を奪われて、その操

作全体を通じて想定されている、すでに内在化された持続の同一性から目をそむけてしまっていないか。

時間として現象するような内的差異がやはり個体に内包されているのであれば、そして原理が個体の内的

差異に基づくものであるなら、個体が一定の時間を通じてその個体自身に同一である、ということが一般

的に妥当しないことになるではないか。 

そもそも、ライプニッツ的「実体」は、ほかならぬその変化の「内的原理」によって実体概念の歴史の

うちにその戦略的地位を確保したのではなかったか。伝統的な実体概念の転覆者としてのライプニッツは

語る、実体の本性は、不変であることにではなく「連続的に変化していくことにある」(G4:518)、「作用

するものはすべて個体的実体であり、すべての個体的実体は絶えず作用する」(G4:509)と。このことに思

いをいたすとき、困惑はいっそう深まるだろう。内的差異化を絶えず遂げることがまさに実体を実体たら

しめているときに、他方で不可識別の原理は、当の内的差異が実体の同一性を破棄する、と述べなければ

ならないのだろうか。 

 

 実は、こうした困難もまた、原理をその「ア･ポステリオリ」な一側面からのみ捉えるために生じる困難

なのである。 

 



したがって、持続しているのは同じ個体的実体であると想定している以上は、……「われわれは持続し

ている」、すなわち「パリにいた私が今ドイツにいる」と真に言わせるような或る理由が必然的に在らね

ばならない。……なるほど、私の内的経験はこの同一性をア･ポステリオリな仕方で確信させてくれるの

だが、またア･プリオリな理由もまた在らねばならない。(G2: 43) 

 

さまざまな内的変化を伴うにもかかわらず、かつての私が今の私であると、なぜ言えるのか。ここでは明

らかに、私という実体の内的表出に不可識別性を求めることはできない。とすれば、私の「内的経験」が

告げ知らせるのとは別な仕方で、この同一性を支えるものがなければならない。 

 

 問題の輪郭をここで素描しておこう。ライプニッツにおいては、個体の同一性という問題は二つの層に

おいてその姿を現す。上の引用で用いられるア･プリオリ／ア･ポステリオリという対比表現は、『形而上学

叙説』第 16 節での措辞に依拠して以下のようにパラフレーズされる。すなわち、ここで問題となってい

るのは、原理を支える内的差異を、個体的実体の「本性」の次元に定位させるか、個体的実体の「本質」

の次元に定位させるか、であると4。 

個体的実体の「本性 nature」とは、言うまでもなく知覚（表出）perception と欲求 appetition であ

り、これらは被造実体の現実的な変化をもたらす内在的原理である。これに対して、個体的実体の「本質

essence」とは、すなわち個体概念であり、当の個体に生じるあらゆる出来事を含むというその完足性に

おいて、当の個体を余すところなく表現する。 

 われわれは、原理を個体概念の次元に定位させることによってこそ、個体の同一性に関するライプニッ

ツ固有の哲学的主張に十分な光が投げかけられることになると考えている5。次節以降では、本質=概念の

次元における探求が、実際にどのような有効な射程をもつものであるのかを、原理のより内在的な要請に

したがって解明することを試みる。 

  

3. かつての私と今の私が同一であるとはいかなることか 

 

 前節でも触れたように、不可識別の原理の背後には、その十分な理由としての個体概念の理説が控えて

いる。神が個体概念に基づいて選択を行うとき、そこには概念そのものに基づく識別可能性がなければな

らない。そして、その識別可能性をもたらすのが、ライプニッツによれば、個体概念の完足性である。 

 個体概念が、＜個体のすべての出来事を含む＞という完足性を、その最大の特徴としてもつことはよく

知られている6。しかし、そもそも、なぜ、個体概念は完足的でなければならないのか。言い換えれば、概

                                                   
4 本稿で枢要なものとして用いるこの（本性=表出と本質=概念の）区別の妥当性については、すでに別な
ところで扱ったのでここでは深く立ち入らない(cf. 平井(2001))。 
5 たとえば Matesは、むしろはじめから原理を個体概念の問題として記述している(Mates(1986):134)
が、実体（本性）と概念の区別が（少なくともこの文脈において）そもそもなされておらず、したがって
原理がなぜ実体ではなく概念の問題であるかの根拠もまた示されることがない。 
6  ライプニッツ自身が再三述べるように、概念の完足性の理説に中心的な役割を果たすのは、「真なる命
題においては主語の概念が述語を内包する」という内属論理である。真理に内属性を仮定するなら、たと
え偶然的な真理であれ、述語は主語概念のうちにに含まれなければならない。 



念としての私は、なぜ、私に生じる「すべての」出来事を含まなければならないのか。この点の解明は十

分になされてきたとは言えず、ともかくも所与の学説として受容されてきた感が強い7。この点を、原理が

要請する同一性条件を吟味することによって、いくらかでも解明することが、以降の論述の課題である。 

 

 前節で第三点として取り上げた問題を考えてみよう。すなわち、いったい何が、私を構成する複数の持

続断片を結合するのか、言い換えれば、変化する私が経ることになるさまざまな状態を一つの同じ私たら

しめる十分な理由とは何か、という問題である。 

 ライプニッツは、「〔その「ア･プリオリな理由」として〕先行する時間・状態の私の諸属性も、後続する

時間･状態の私の諸属性も、一つの同じ主語の諸述語である、すなわち「同一主語ニ内在スル」ということ

以外に別な理由を見出すことは不可能である」(G2:43)と述べる。言うまでもなく、ここでの＜同一主語

への内属＞を司るもの、これが個体概念に他ならない。 

 敷衍しておこう。たとえば、かつてパリにいた個体と、今ドイツにいる個体との同一性を問題にすると

は、いかなることか。この問題は一見すると、今パリにいる個体と今ドイツにいる個体の類似性の問題と

は異なるように見える。しかし、原理に則って＜複数性の前提＞を斥ける限りは、つまり外的名称規定に

訴える識別を斥ける限りは、問題の個体が互いにさまざまな内的差異を携えているという点において、実

は二つの問題は同様なのである。人が見誤るのはまず第一にこの点である。 

 では、にもかかわらず、いわゆる通時的同一性8についてはこれが真に可能なのだとすれば、その場合の

不可識別性は、経験的な個体の次元とは別なところに求められなければなるまい。そこで要請されるのが

概念としての個体である。 

 「かつてパリにいた個体と今パリにいる個体が同一である」という命題は、いったい何の同一性を述べ

うるのか。この同一性を、実体としての個体のうちに求めても無駄である。二つの個体は、実体としては、

まさに時間の効果そのものによって内的に識別される別な個体でしかないからである。これが原理の不可

識別性を本性=表出に求める議論の限界である9。したがって、いかに逆説的に響くにせよ、原理に従う限

り、以下のように言わざるを得ない。すなわち、二つの実体が同一であると真に述べられるとき、その「同
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

一」が述べられるところの対象は、どちらの個体的「実体」でもない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、と。問題そのものが、そのつど特

定の時点に現出する実体とは区別された、超時間的・超感性的な存在として同一者を要請しているのであ

                                                   
7 Sleighは、個体概念の解明が不可識別の原理をトリヴィアリティから救うことを論じているが、原理の
方に主眼を置いているわけではないため、個体同一性と概念の完足性との連関の観点からは残念ながら検
討を行っていない(Sleigh(1990): 72)。 
8 Cover & O'Learyは適切にも、この｢通時的 diachronic」という表現について、同一性にそういう種類
の同一性がある、ということではなく（これはばかげている）、これが問題に付された形容詞であることに
注意を喚起している(Cover & O'Leary-Hawthorne (1999):214n.)。 
9  なるほど、不可識別の原理を脇に置くならば、内的変化を貫く実体の同一性を確保することはライプニッツ形而上
学の枠組みの中で不可能ではないと言われるかもしれない。たとえばいわゆる連続律の導入を想定することによって。
――曰く、実体の内部に生じる知覚の質的変化は絶え間なく続き、実体が経る諸知覚間の移行にはいかなる瞬間的な間
隙もない(cf. M 10)。意識的な知覚における所与の断絶は、無数の微小知覚がこれを埋める。あらゆる内的変容は非意
識的な中間状態を経由し、飛躍なしに遂げられる。かかる連続的な変化が変化それ自体の同一性を含意するなら、まさ
にこの同一性の名前として、モナドを考えることができる、と。現にライプニッツは、実体の同一性規範を、ある場合
にはこのような形の議論に求めている。しかし、実は、連続性に訴える議論も、現実的実体ではなく「観念的なもの」
に帰着する(cf. G2:282)。 



る。ライプニッツが個体概念に論及するのは、この地点においてである10。「私の概念 la notion de moy

がさまざまな状態を結合し包含しているのでなければならない。さもなければ、いかにそう見えようとも、

実はそれは同じ個体ではないと言いうることになるだろう」(G2:53)11。 

 複数の持続断片が不可分 indivisible なもの、すなわち一つの個体になるために、概念としての個体が

要請される12。しかもその概念は完足的である。いかなる出来事も、それが私に生じた出来事であると言え

るために、私の概念のうちに含まれていなければならない。さもなければ、出来事をこうむったのは別な

個体であると言わざるを得ないからである。 

  

言うまでもなく、このような完足的な概念をわれわれは形成することができない。しかし、そのことは

なんら問題ではない。端的に言えば、個体概念は、われわれがそれ「を持つ」ことが可能であるような概

念ではなく、われわれが現実的にそれ「である」ような概念なのである。 

個体概念の特異な存在性格を把握するためには、これが通常の意味での心理的ないし認識論的な装置で

ないことを、よく踏まえておく必要がある。完足的なものとしての個体概念は、任意の個体について何ら

かの認識主体が判明に思い描くような概念（たとえば「私が私について抱く概念」(G2:52; G2:45)）では

ない。個体概念は、その完足性において、明らかに認識論的に超越的な性格を有している。実際、ライプ

ニッツは、「経験は私の概念のうちに含まれているすべてのことを私に感知させるわけではない」(G2:53)

と述べる。それは「私と呼ばれるものをなしており
．．．．．

faire、私の経る全状態の結合の基礎となっている」

(G2:43)。 

 しかし他方で、私の個体概念は、私という個体的実体そのものからも区別されるべきである。というの

も、概念としての私は、私の時間的な諸状態を結合するものとして、それ自体は時間を超越した論理的存

在であるから。これに対して実体としての私は、知覚という「移行的状態」(M 14)によって絶えず彩られ

ており、欲求という「内的原理」(M 15)によるその絶えざる展開として世界のうちに存在している。 

 この意味で、ライプニッツ的な個体は存在論的な二重性を孕む13。「私が私である」と個体の同一性が表

明されるとき、それは常に二つのことを含意する。すなわち私は、一方で、私という個体的実体であり、
                                                   
10  したがって個体概念のうちに含まれることになる「述語」は、何らかの仕方で時制中立的な項辞に変換されていな
ければならないだろう。この点についての考察は別な機会に譲りたい。 
11  「事実」と「真理」を区別するライプニッツ流の措辞に従うなら、個体概念は、あのときの私が今の私である、と
いうこの単純な「事実」を「真理」たらしめるための条件であると言ってよい。たとえば、パリにいた私がドイツにい
る私であるということが単なる経験的な確証ではなく紛れもない真理であると言えるならば、それは、私の概念のうち
にパリでの滞在とドイツでの居住が互いに排斥しあうことなく（無矛盾的に）含まれるからである。 
 したがって、私が私であることの意味を、単なる経験的な事実問題にためらいなく還元する者にとっては、個体概念
は無用な概念である。逆にそこに抵抗を覚えるのであれば、その限りでわれわれはライプニッツ主義者であると言える
だろう。私が私であることの権利上の真理性を、そのときわれわれは彼が本質と呼ぶもののの次元に定位させているか
らである。 
12 とはいえ、空間的差異に対して時間的差異を持ち出すこと自体にポイントがあるわけではない点に留意
されたい。実体の次元での内的差異（持続であれ延長であれ）を超えて個体の同一性が語られうる、とい
うこと、そしてそれは個体が概念的なものであることによって可能であるということ、が肝要なのである。
個体概念は、持続における不可分性を示すと同様に、延長における不可分性をも示す（個体性における不
可分性の含意については、McCullough(1996）:28を参照）。ただ、時間の事例が、空間において暗黙裡
に処理される事柄をより明示的に示してくれるのである。 
13 Ensとは「判明に概念されうるもの」であり、Existensとは「判明に知覚されうるもの」であるとい
う定義(C:437, cf. G7:319)を援用するなら、私は概念として在り(ens)、実体として現存する(existens)
と述べることもできるだろう。 



他方で、私という概念上の個体である。私は実体として継起的な変化を生きながら、概念としてその個体

的な一性を実現する。そして、私の通時的同一性を問題にするときには、同時にこの二つの次元に言及せ

ざるを得ないがゆえに、上に見たような逆説的な表現をまとうことになるわけである。 

 

4. 私が現実に私であるとはいかなることか 

 

 ところで、前節で考察した、持続を占める実体の同一性には、もう一つ重要な論点が伴っている。それ

は原理の様相的な性格にかかわる14。たとえば以下のテキストをとり上げよう。 

 

もし仮に何らかの人格の生において、またこの宇宙全体においてさえ、何かが実際に生じたのとは別な

仕方で生じたとすれば、それは別な人格あるいは別な可能的宇宙であって、神が選んだのはそちらであ

ったと述べてもかまわないことになるだろう。したがってそれは真に別な個体であることになろう。そ

こで、「パリにいたのは私で、今ドイツにいるのもまた私であって他人ではない」と真に述べさせるア･

プリオリな（私の経験から独立な）理由がなければならない。(G2: 53) 

 

 ここで「真に別な個体である」ことになってしまうのは誰か。前節で見たように、それはたとえば、か

つてパリにいて今ドイツにいるような、持続する私である。では、その私を、誰から識別することが問題

となっているのか。本節で焦点を当てるこの論点は、ライプニッツが個体概念をその完足性において導入

する戦略的な意図を、より効果的に明らかにしてくれるはずである。 

  

個体が、同一者である限りそれ自身に対して識別不可能であるということは、その個体が、いかなる他

の個体からも識別可能であることによって同一者であることと相即的である。識別可能なあらゆる個体が

「他の」個体として規定されるからこそ、私は完足的な個体として成立しうると述べてもよい。では、こ

のとき、他の個体として何が考えられているのか。 

 個体の同一性を見出すとは、この個体の属する世界のうちに存在するような他のすべての現実的
．．．

個体か

ら、当の個体を識別することに尽きるものではない。実際、そのような識別ならば、概念がすべての出来

事を含むまでもないだろう。いくつかの特徴的な出来事の枚挙によって、十分に当の個体が指定されうる

からである。これに対して、或る個体が、あらゆる可能世界を通じて、あらゆる可能的
．．．

な個体から識別さ

れるためには、当の個体概念は厳密にすべての出来事を含まなければならない。いかなる出来事も、それ

が生じなかった可能的な個体から当の個体を識別させるからである。そしてこの場合にこそ、この個体は

真に様相的な意味で「現実的な」個体であると述べられうるだろう15。個体概念がすべての出来事を含む、

                                                   
14 本稿とは別な観点からであるが、Cover & O’Leary-Hawthorne (1999); chap. 5、Brown(1990), 
chap. 6, sec. II; Rodriguez-Pereyra(1999)もまた、不可識別の原理の様相的な性格を考察しているの
で参照されたい. 
15 出来事が個体を識別するのだが、その単位は不定である。言い換えれば、概念が諸述語を潜在的に含む
のであって、既定の単位の諸述語が概念を「構成」するのではない。たとえば、ある水準で記述された出
来事は、それを識別子とする可能的な個体を生成するが、同じ出来事はさらに分析的に多数の個体への言



ということは、この観点において、個体は無数の可能的な個体に対する潜在的な言及を含む、ということ

を含意する。「アダムの個体概念によって私が意味するのは、かくかくの個体的諸条件を有しており、その

ために、きわめて類似しているにもかかわらずやはり彼とは異なるような（ちょうど楕円がいくら円に近

づいたとしても円とは異なるように）ほかの無数の可能的な人格から区別されるような、そういうアダム

の完全な表現 une parfaite representationのことである」(G2:20)。個体の同一性は微分的に規定され

るのである。 

 確認しておけば、この識別を支えるものもやはり、所与の現実世界を表出する個体的本性ではありえな

い。実体としての私は「現実的な」存在と呼ばれるが、概念としての私を伴わない限り、その「現実性」

は論理的な様相としての意味を充実しないがゆえに、それが意味しうるのはせいぜい単なる経験的な所与

性に過ぎない。 

 

 概念に完足性を認めることは、私に生じるあらゆる出来事が、私が私であるための条件を構成すること

を認めることである。たとえば今私がドイツにいるということは、私の同一性条件を構成する。このとき、

私が私であるという同一性は、今ドイツにいる、そういう私として私を同定する、ということを含意する。

したがって、今ドイツにいない無数の（現実的のみならず）可能的な個体から、この私を識別することを

含意するのである。このことは、われわれが反事実的な可能性について抱く描像に、大きな反省を強いる。

原理に従う限り、私が今ドイツにいないことはありえないと言わなければならないからである16。 

 なぜそのようなことになるのか。ライプニッツの議論の核は、驚くほど単純である。すなわち、或る同

じ個体に対して、或る出来事が生じかつ生じないことは不可能である。言い換えれば或る出来事が生じか

つ生じないことは、当の個体の同一性を破壊する。したがって、当の出来事が生じた個体と生じなかった

個体は別な個体でなければならない。以上である。 

 実際、反事実的仮想にふける私は、そこで別な道を歩む私が現実の私でないことをよく理解している。

私が現実のしかじかの行為をするならば、その行為をしたのが私であって、しないことができたのは私で

ない誰かだけである。この意味で、私から「現実」を切り離すことはできない。私が現にある行為をなす

のであれば、そのときその行為は私の同一性の条件をなし、そして私とは、「その行為をする私」なのであ

る。私の概念は、その行為をとらない可能性に言及しつつ、同時に斥けることで、絶えず私を現実的な私

たらしめる。個体概念の探求が「私とは何であるかを理解するために pour entendre ce que c'est que 

moy」(G2:52)不可欠であるとされるのは、この意味においてであろう。 

 

 反事実的可能性を拒絶することは、個体の同一性についての認識からの当然の帰結であるとライプニッ

ツは考えている。と同時に、にもかかわらずひとが反事実的可能性を想定するとき、何をしているのか、

                                                                                                                                                     
及を含む複数の出来事として展開可能であり、それだけの可能的諸個体を生成し、云々。こうして、個体
概念の内包は分析的に無限に及ぶ。個体概念が「どこまで」含むのかという問いは、われわれに、個体が
経験的なものではないことをはっきりと教える。この分析的無限（あるいは不定な分割可能性）という特
性を、ライプニッツははっきり認識しており、これを偶然的な真理の兆表としているほどである。 
16 Savageは、DM 9において不可識別の原理が「逆説的」であるとされるのは、この点を念頭において
のことであると指摘している(Savage (1998): 84-85)。 



についても彼は説明を与えることができる。そのとき人は、「一般性の見地から sub ratione generalitatis

考えられた個体」(G2 : 54)なるものを考えているのである。 

 われわれが、自らが現実にとった行動に関して｢別様にもできた｣と思い描くとき、私が私であるための

条件をある意味で「緩く」設定しているはずである。私がドイツにいないこともありえた、と考えること

は、実際には私はドイツにいるという出来事を、私が私であるための条件とはみなさないということ、言

い換えれば、私はドイツにいなくてもやはり私であったと考えることを含意する。実際、私がドイツにい

ることが偶然的であるという意味で、私はドイツにいないこともできただろう。しかしそこで見逃しては

ならない、もし私が現実にドイツではなくイタリアにいるのならば、今度はイタリアにいる私こそが私な

のであり、私はやはり「別様」ではない。 

 この問題は、なぜ、私は私なのか、という問題と連動している。私は他人でありえたかもしれない、と

問うや否や、この問いが無効であることにひとは気づく。他人であったならばそのときそれが私なのであ

るから、やはり私は私であって他人ではないからである。 

 同様に、もし「現実」が別様なあり方で生じたのであれば、それはやはり｢別様｣ではない。実際に生じ

たそのようなあり方が現実だからである。出来事が別様で生じる、と述べるときには常に、しかじかの仕

方で現実が生じるということを前提にしている。したがって生じたのはやはり現実であって、その「別様」

は単に生じないのだ。なぜか。この問いに対して、現実は実際上一通りしか生じないから、と答えるなら

この答えも実は倒錯している。というのも、一通りの現実が一通りであるということが言えるのは、無数

の世界が可能であるがゆえだからである17。 

 

5. 結語 

 

 不可識別の原理は、混同されるべきではない二つの次元を孕み持っている。そして、少なくともこの原

理に関する限り、本性=表出の次元における同一性は、究極的には本質=概念の次元における同一性に依存

している。現実的実体の本性のうちに内的差異を見出す議論が十分でないのは、それが、現実世界ととも

に創造された個体的実体を経験的な仕方で想定済みのものとみなし、その現実性を所与のものとみなして

しまう限りにおいてである。これに対して、個体概念を語る本質の次元への定位が不可欠であるのは、こ

の次元における探求こそが、当の現実性が無数の可能性との論理的な緊張関係の中で初めて規定されると

いうことを明らかにし、現実の唯一性を自明視することそれ自体に対する問いを打ち立てるからである。 

可能な系列だけが存在するのではなく、現実の系列が実際に生じ、しかもひとつだけ生じる。個体の同

一性を巡る考察を通じて、ライプニッツを捉えて離さないのは、このことの謎である。個体の同一性を与

えるものは実際に生じる現実以外にない以上、その個体の同一性を保持しつつも現実を改変可能なものと

                                                   
17 ただし、＜現実に生じることは、別様では生じ得ない＞というこの不可能性が、いったいいかなる不可
能性を意味するのか、について決して思い違いをしてはならない。個体概念を巡る自由の問題も、この点
の理解にかかっている。この不可能性は、現実として何が生じるかを制約するような不可能性ではなく、
現実が二様でありえない

．．．．．．．．
という不可能性なのである。それは現実のいわば形相的な条件である。個体の同

一性が、偶然性を許容するにもかかわらず、反事実的な可能性を許容しないのはそれゆえである。しかし
この点の究明については、稿を改めるべきであると考える。 



考える思考法は、倒錯したものでしかない。 

不可識別の原理が据え置かれるのは、まさにこの水準に他ならない。個体の同一性は、実体の内的表出

の不可識別性によってではなく、個体概念の内包の不可識別性によって規定される。それは、ただ完足的

な個体概念のみが、当の個体をほかのいかなる可能的な個体からも識別可能なものにするからである。原

理は、現実から切り開かれる諸可能性の広がりを語るというよりも、無数の可能性を同時に析出しつつも

それらすべてから差異化されるものとして生起する唯一の現実の、その避け難さを語る。私が私であると

いう同一性の意味は、この現実の排他性によって告げられる。だからこそ、なぜ世界が存在しないよりも

むしろ存在するのか、がライプニッツにとって究極の問いなのである。 
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