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思索と行動における判断力＊
―デカルトのボン・サンスについて―

紺

田

千 登 史＊＊

デカルトにおけるボン・サンスを論じようとす

かっていく人びとよりもはるかによく前進するこ

る以上、なにはおいても『方法序説』
（以下『序

とができる、ということである」１）。ところで、

説』と略す）第一部冒頭の、有名なデカルト自身

この文章において、ものごとの真偽を判別する能

による規定をとりあげないわけにはいかないであ

力として万人平等に与えられているとされている

ろう。「ボン・サンスはこの世でもっとも公平に

デカルトのボン・サンスの考えが、その淵源に

配分されているものである。なぜなら、各人は

なったとされるモンテーニュに お け る と 同 じ

じゅうぶんにこれをそなえているつもりであるか

く２）、なによりもまず実践的な場面における判断

ら、ほかのことではなんであれ満足させることが

力として示されているということについてはほぼ

並大抵でないような人でも、かれらがいまもちあ

異論の余地はないであろう。しかしそうだとする

わせているより以上には、これを欲しいとは思わ

と、ここで逆に疑問となってくるのは、デカルト

ないものだからである。この点でみんなが思いち

がみずからの固有の考えとしてそれにつけくわえ

がいをしているなどということはありそうにな

て強調している点、すなわちそうした実践的な判

い。それどころかこのことはむしろ、ものごとを

断力としてのボン・サンスをわたしたちが行使す

正しく判断し、正しいことを間違ったことから区

るさいに、それをあくまでも正しく導く方法に

別する能力、すなわちまさしく人びとのいわゆる

よって支えてやらなければならない、としている

ボン・サンス、あるいは理性というもが生来、ど

点ではなかろうか。なぜなら、デカルトを多少読

の人においてもすべて等しいものであることを証

んだことのあるものならだれにでも、かれのいわ

拠だてているのである。そしてそれゆえにまた、

ゆる方法としてまず最初に思い浮んでくるのは、

わたしたちの考え方の多様性は、ある人たちがほ

『序説』第二部のもっぱら純粋な理論構築のみに

かの人たちよりもより理性的であることにもとづ

かかわり、一貫して慎重きわまりない姿勢でつら

くのではなく、たんにわたしたちがみずからの考

ぬかれている例の四つの規則か、もしくはその準

えをさまざまな方法で導いたり、同じことがらを

備段階をなしたとされる未完の著作、
『精神指導

考えなかったりすることにもとづいているにすぎ

の規則』（以下『規則』と略す）で展開されてい

ない、ということにもなるのである。なぜなら、

る諸規則以外にないからである。いいかえれば、

良い精神（＝ボン・サンス）をそなえているだけ

デカルトにおいて方法は実践によりもむしろ理論

ではじゅうぶんとはいえず、たいせつなのは、そ

的なことがらにまずもってもっともよく適合すべ

れを正しく用いることだからである。もっとも優

きものとして考案されたのではなかったのか、と

れた精神の持ち主には最高の徳とともに最大の悪

いうことだ。

徳をもなす能力があるし、また、かなりゆっくり

しかしながらじつを言えば、デカルトが純粋な

としか歩まない人びとでもつねに正しい道にした

理論探求のための方法として考えていたように見

がいつづけるならば、駆け足で正しい道から遠ざ

える規則のなかに、うえとはちょうど正反対の事
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実が、すなわちほんらいなら純理論探求の手続き

も積極的に言及するようなことばをつけ加えてい

の議論に終始するはずの規則のなかに、実践に直

るのである。

結するような議論をみとめることができるのであ
る。

実践について語っているように見えるさいに理
論にもっともよく妥当するはずの方法についての

とりあえずは『規則』の「規則１」ならびに、

言及がなされ、そして純理論的なことがらをのべ

デカルトによるその説明をまず注意ぶかく読んで

ようとしていると思えるところにかえって実践に

おこう。「規則１．研究の目標は、精神がみずか

かかわるようなことばが姿を現わす、というデカ

らにたいして立ち現れてくるすべてのことがらに

ルトにおけるこのような事態をわたしたちはいっ

ついて堅固で、正しい判断を表明できるようにな

たい、どのように受けとめればよいのであろう

るまで精神を導くことでなければならない」３）。

か。ベルクソンがデカルトの生涯をつらぬいた信

こうした文章を読んで、わたしたちがいちばん最

条を「思索の人として行動し、行動の人として思

初に連想するのは、
『序説』第二部のつぎの一節

索すること」６）、という標語に要約していること

ではなかろうか。
「書物の学問、すくなくともそ

はよく知られているが、うえ の『序説』や『規

の根拠が蓋然的でしかなく、また、なんらの証明

則』におけるそれぞれの文章においておのずから

もなしに、おおぜいのさまざまな人たちの意見か

現われているのもまさにこうした信条の現れとみ

ら組み立てられ、すこしずつ大きくなってきたよ

なしてもよいのであろうか。

うな学問は、ボン・サンスの人が立ち現れてくる
ことがらについておのずからなしうる単純な推論

一、デカルト青春の課題

ほどには真理に迫るものでない」４）。これは旧来
のスコラの学問にたいしてデカルトが自身にとっ

しかしこの問いに答えるにさきだってわたした

て記念すべき日となった１６１９年１１月１０日を機に、

ちはまず、幼少年期から青年期にかけてのデカル

あらたな学問をうち立てていこうと決意したさい

トのみずからの人生にたいする尋常とは思えない

の思いをのべたものであり、ボン・サンスはここ

不安のことをここでもういちど思い起こしておか

でも、もっぱら理論に関わる判断力として理解さ

なければならないのではなかろうか。もっとも、

れているとみてよい。しかし『規則』ではたとえ

デカルトのそうした不安の原因としては、かれの

ばうえの「規則１．
」の文章に解説を加えていく

出身階層であるいわゆる「法服の貴族」がおかれ

なかで、デカルトは学問研究のあり方にふれてま

ていた社会的立場や、かれ自身の生後一年で母親

ず、「まじめにものごとの真理を探究したいと考

と死別しているなどといった個人的な境遇が深く

えている人は…なにか特定の学問を選びとったり

関係していると考えられるが、こうしたことがら

してはならない。なぜなら学問はすべて相互依存

については、あらためて検討をこころみるつもり

の絆によっておたがいに結びつけられているから

でいるので、ここでは、さしあたり、そうした不

である」、とのべたあと、「そうした人は学校にお

安がデカルト自身のことばでどのように具体的に

けるこれこれの難問を解くためにではなく、人生

表現されていたのかという点だけを指摘するにと

において機会があるごとに、かれの知性が意志に

どめておきたい。

たいしてなさねばならない選択を示してやること

デカルト青春のつよい不安が読みとれるのはま

ができるように、みずからの理性の自然的な光を

ず、第一に、デカルトが学校における勉学にたい

発展させてやることだけを考えていればよいの

して寄せていた期待を表明する、つぎのことばで

だ」５）などとする、ボン・サンスのたんなる理論

はないであろうか。
「わたしは子どものころから

的な使用をはるかに超えた、その実践的な使用に

書物によって養われてきた。それらを介して、人

３）Regulae ad directionem ingenii, I［以下 Regulae と略す］
，AT, X, p．
３
５
９
３
４）Discours, AT, VI, pp．
１
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５）Regulae., I, AT, X, p．
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６
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生に役だつどんなことことがらにかんしても、明

おいてみとめられるようなうえの二つの文章にか

晰で確かな知識がえられる、と説き聞かされてい

ぎっては、この解釈にあてはまらないきわめて例

たので、そうした書物の勉強をどうしてもしてみ

外的な、数少ない告白的な内容をなしている、と

たかったのである」７）。学校の学問にたいするデ

せざるをえないことになるかもしれない。しかし

カルトのまさにしがみつかんばかりの思いを表す

じつを言えば、このようにどこに出口があるのか

文章というべきではなかろうか。しかしじっさい

もまったくわからない不安にすっぽりとつつみこ

には、周知のとおり、こうしたデカルトの期待も

まれたデカルトの青春を浮き彫りにする文章のな

むなしく、学校での主として書物を介して教えら

かにあっても、そこにはこうした不安からなんと

れる学問、すなわちかれのいわゆる「書物の学

してでも脱却したい、とする強い焦燥感と同時

問」にはすっかり失望することになる。そしてや

に、それをなんらかの人間的な知識によって実現

がて卒業とともに、デカルトはこれらとはきっぱ

していこうとする後のデカルトにもひき継がれて

りと訣別するのである。

いく考え方は、じゅうぶんに読みとることはでき

「書物の学問」をはなれたデカルトがつぎに目

るであろう。つぎにアルキエ氏の師匠格の人とで

を転じた先は「世間という大きな書物」
、具体的

もいうべき、もう一人の著名なデカルト研究者、

には、パリでのさまざまな人びととの交際をはじ

H．グイエ氏は、こうした点をさらに別な角度か

め、ドイツやそしてとくにオランダにおけるある

ら取りあげているのでそれを見ておきたい。

ときは雇われ兵士として、あるときは一私人とし

グイエ氏の『序説』にたいする基本的な見方は

ての旅や長期にわたる滞在などのじっさいの経験

アルキエ氏とほぼ同じであるといえる。あるいは

から直接に学ぶことであった。しかしこの「書物

この点に関するかぎりは、むしろ、アルキエ氏の

の学問」にひきつづくきわめて多彩な体験のなか

ほうがグイエ氏にしたがった、と考えるほうがよ

からも、結果的には、かれの不安を根底から払拭

り自然な読み方なのかもしれないが、グイエ氏は

してくれるようないかなるものとも出会うことが

まず、
『序説』がとりあげる若きデカルトは、哲

できなかったのだった。この当時のみずからの思

学者となったデカルトによって見られ、理解され

いについては、デカルトはつぎのようにつづらざ

たデカルトであることを指摘してつぎのように述

るをえなかったのである。
「行動にさいしてもの

べている。「『序説』の筆者はみずからの生ではな

ごとが明晰に見えるように、この人生を安心して

く、むしろ、みずからの生にひとつの方向性と関

歩んでいくことができるように、正しいことを間

心を付与することになった道筋を描きだそうとし

違ったことから区別する仕方をなんとしても身に

ているのだ。したがって自身の到達点をいっぽう

つけたい、という思いをわたしはあいかわらずい

で見ながら、その出発点を想起することになって

だきつづけていた」８）と。

しまっている結果、かれの証言があまりにも方法

ところで、F．アルキエ氏のような９）、『序説』

的なものになりすぎてしまっていて、純粋な思い

は分別盛りに到達したデカルトが、そこにいたる

出の反映などとはとても言いがたいものとなって

までのみずからのたどった歴史をあくまでも客観

いる」１０）と。しかしそうだとすると、デカルトの

的に、批判と分析の対象としてとらえかえそうと

事実としての過去は、そうした過去についてデカ

したものであって、みずからの青春をそのときど

ルトがのちにもつようになった見解といちおう切

きの心情とともに思いかえしながら、センチメン

り離して考えてもよい、ということになるのであ

タルにふりかえろうとする意図はもとより存在し

ろうか。かならずしもそうとも言い切れない、と

なかった、などとする解釈からすると、第一部に

するのがグイエ氏の立場だ。うえの文章につづい

７）Discours., AT, VI, p．
４
８）Ibid., p．
１
０
６
９）Cf. F. Alquié, Descartes, Hatier, pp．
１
５―１
１
０）H. Gouhier, Essais sur Descartes, J. Vrin, 2e édition,１
９
４
９, pp．
２
０
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て氏はつぎのようにつけくわえる。
「かれの青春

で学んだ数学にふれたものであり、かれがそこで

時代への言及は…たんなる芝居の上演目録にとど

出会ったかずかずの教科のなかにあってその明

まるものではない。現在の心配の種となっている

晰、判明な性格と普遍妥当性とのゆえに唯一気に

ことがらをひとたび払いのけてしまっても、そこ

入ったものであったが、それがもっぱら、実際的

には遠い昔から存在しているように思われるひと

な技術への応用にとどまっていることには不満を

つの自我の一定の意識がいぜんとして残るもので

もったことをのべたものであり、後半は人生にお

ある。ひとりの青年がみずからの勉学を終えるに

ける最高の生き方を示すと称して人びとに多くの

さいしてひとつの対照的な事実に驚嘆させられた

期待をいだかせながら、じっさいには、かれらが

のだった。すなわち数学の明証性は、この学問を

徳目としてかかげているその中身がはなはだ曖昧

ひとりの利口で好奇心にあふれた青年が学校や世

であるし、現実にこれにしたがった人たちが陥っ

間で学んだいっさいのことがらとあい対立させる

た多くの誤りを知って、失望しないわけにはいか

ものであるということ、言いかえれば、真理（la

なかった事情をのべたものである。ところで、グ

vérité）と真実らしさ（la vraisemblance）のあい

イエ氏によれば、この後半部分における道徳科目

だにはいかなる共通の尺度も存在しない、という

の批判は、そもそもデカルトが学校で学んだすべ

ことがそれである」１１）と。また、デカルトが『序

ての人文学全体の批判をも暗黙のうちに含んでい

説』第一部で、かれが思いつくがままの順序で書

ると解すべきものなのである１３）。グイエ氏はこう

き連ねているように見える学問批判のなかでも、

したデカルトの文章を正確に踏まえるかたちで議

グイエ氏はとくにつぎの個所に注目する。
「わた

論をさらにつぎのように展開させている。
「この

しはとりわけ数学を楽しんでいた。その論拠の確

青年は幾何学の諸原理のような確かな原理の光の

かさと明証性とのゆえに。しかしわたしはまだ数

もとでみずからを導くことができないことを残念

学の正しい使い方には気がついていなかったし、

におもうとともに、数多くの哲学が出現してきた

また、数学が機械的な技術にしか役立っていない

にもかかわらず、なお人びとがかれらの人生をさ

点を考えて、その基礎がひじょうにしっかりとし

まざまな意見にもとづいて演じ、そうした重要な

ていて堅固なものであるのに、そのうえにより高

ことがらにおいてもひとりの測量士ほどの要求も

いものがなにひとつ構築されていないことに驚い

もっているようには見えないところを見て驚いて

ていたのである。そしてそれとは反対に、道徳を

いるのである」１４）と。そして氏によればこうした

あつかった古代の異教徒たちの書物をたいへん立

印象と驚きこそ、じつはデカルトがみずからの哲

派で豪華ではあるが、じっさいには砂や泥のうえ

学者としての使命を自覚するに先立ってそれを推

にたてられているにすぎない宮殿と比較するので

進させる原動力となったある初期段階における直

あった。かれらは徳をひじょうに高いところにま

観、すなわちかれが学校の教科のすべてにたいし

でもちあげ、この世に存在しているすべてのもの

ていだくこととなった「漠然とした困惑、すなわ

よりも高く評価しうるもの、として示すのである

ちいくつかの予感、ないしおそらくは皮肉っぽい

が、それがどのようにすれば認識できるかについ

反発の浸透した困惑」１５）が明確な表現をとったも

てはじゅうぶん満足のいくように教えてくれてい

のにほかならないのである。しかし学校の教科に

るわけではないし、かれらがそのような美しいこ

たいしてデカルトがいだいた過大とも思える期待

とばで呼んでいるものがしばしば無感動や傲慢、

といい、グイエ氏の指摘するような教科にたいす

絶望や子殺しでしかなかったりするのであ

るかれのこうした困惑といい、それらの根本的な

る」１２）。このパラグラフの前半はデカルトが学校

動機や原因をなしたと考えられるデカルト青春の

１
１）Ibid., p．
２
０
２
１
２）Discours., AT, VI, pp．
７―８
１
３）Cf. Gouhier, Essais sur Descartes, p．
２
０
１
１
４）Ibid., p．
２
０
２
１
５）Ibid., p．
２
０
２
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不安そのものの分析が不可欠となるが、この論文

事実だとすれば、かれらがそうした真実らしいも

では、さきにも断っておいたように、問題をもっ

のを真理でもって置き換えてくれるようにと願う

ぱらボン・サンスと関連する側面だけに限定し

こともまた当然のことだ、ともする」１７）と。どの

て、デカルトは、そうした不安の解消という実践

ような領域のものであろうと、真実らしい知識で

的な要求にたいして、知識や思考はどのような関

はなく、真理だとはっきりいえるような知識を獲

係に立つものでなければならない、と考えたの

得するためには、数学的認識を成立させているの

か、また、そうしたデカルト青春の課題にたいし

と同じ認識能力をはたらかせるよりほかのやり方

て、なぜ、ボン・サンスのような普遍的な能力が

は考えられない。すなわち、それは言いかえれ

対置されるにいたったのか、グイエ氏にならって

ば、人間に自然に等しくそなわっている真偽を判

言えば「デカルトが個人的にたどった道筋からそ

別する能力としての「ボン・サンスあるいは理

の社会的地位がなんであろうと、すなわち女王あ

性」にたよるほかはないということだ。ところで

るいは召使いであろうと、王女あるいは弁護士で

グイエ氏によれば、デカルトの最初の直観におい

あろうと、知性を持った存在ならだれにでも妥当

てはそうした数学的真理をモデルとするような思

するような匿名の道筋が浮かびあがる」１６）ことと

考こそ、まず、わたしたちの実践を導くべきだ、

なったのはなぜなのか、などといった点について

とする考えがすでに洞見されていた、というので

の考察にとどめたいと思う。

ある。

二、「驚くべき学問の基礎」の発見

なものにとどまらせずに普遍妥当的な知へと媒介

しかしデカルトにおいて、思考をたんに個人的
する役割を担うものが数学であった、とするグイ
グイエ氏はうえのような学校の教科にたいする

エ氏の考え方にはまったく異論がないとしても、

デカルトの困惑を理解するためには、わたしたち

そうした知がデカルトにおいては、ただちにわた

は思考と行動の伝統的な区別をまず忘れる必要が

したちの行動を導く実践的な意味をももつ、とす

ある、としたうえでつぎのようにつけ加えてい

る理解には、一方でひじょうに惹かれる面をもつ

る。「哲学というものすべてに先行するこの直観

と同時に、他方では多少のためらいもまた禁じえ

は、おのずから哲学上の修飾語を、さしあたって

ない、というのが正直なところではなかろうか。

は、「合 理 主 義 的」と か、
「主 知 主 義 的」と か、

なぜなら、たとえば『オリンピカ』とともに、い

「功利主義的」などといった体系を指し示すこと

までは散逸してしまっている若き日のデカルトの

ばを中身とは隔たりのある区別を設けるものだと

著作『ボン・サンスの研究』１８）（なおこの著作の

してしりぞけるものである。また、すべての構成

存在を伝えている A．バイエは同時にその仏訳と

された知に先行するこの直観は、知識と道徳との

して Etude de Bon Sens 1、あるいは Art de bien

あいだにいかなる区別ももちこむことがないし、

comprendre、という呼び方の存在していたこと

したがって、それ自身知的であるとも道徳的であ

をも伝えていることは周知のとおりである１９））の

るともいえないものなのである。こうした直観

中身は、
「わたしたちのものごとを知りたい、と

は、もっぱらひじょうに単純なものの見方をしか

いう欲求について、諸学問について、ものごとを

しないものであって、それによれば、行動という

学んでいくうえでの精神のとるべき手筈につい

ものはすべて、作動中の思考のことであり、行動

て、知恵、すなわち徳にかんする知を意志のはた

の性格は思考の性格と無関係ではありえない、と

らきと悟性のはたらきとを結合することによって

いうことになるし、また、人びとがかれらの生活

獲得するのにわたしたちが守らなければならない

を営むなかで真実らしいもので満足しているのが

順序についての考察である」
、などとされ、思考

１
６）Ibid., p．
２
０
６
１
７）Ibid., p．
２
０
３
０
３
１
８）STUDIUM BONAE MENTIS （１
６
２
３年頃の著作と推定されている）AT, X, pp．
１
９
１―２
１
９）Cf. A. BAILLET, LA VIE DE MONSIEUR DES -CARTES （以下 V.D．と略す）II, p．４
０
６，AT, X, p．
１
９
１

―４
０―
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活動と実践との関係がグイエ氏が指摘しているほ

まるアウソニウスの田園詩などが印象深く現れる

どにはけっして簡単なものでなかったように見え

夢２４）、の三つということになるであろう。

るし、さらに『序説』にもどって、第二部のデカ

ところでバイエはこうした夢にたいしてデカル

ルトの創見になる学問の方法としての四つの規則

トみずからがおこなった解釈を紹介してつぎのよ

と、第三部の実践上の三つもしくは四つとも数え

うにのべている。
「たいへん穏やかで、また、た

られる格率とのあいだにみとめられる乖離の存在

いへん快適なものしか含んでいない最後の夢は、

は、どうしても否定できない事実のように思われ

かれによれば未来を指し示していて、かれの今後

るからである。もっとも、これらとは反対に、グ

の人生に起こるにちがいないものともっぱらかか

イエ氏の解釈にもっともうまく合致するように見

わるものであった。いっぽう、最初の二つの夢

えるのは、デカルトにおけるいわゆる天職の自

は、ひょっとしたら神の前でも、また、人びとの

覚、すなわちバイエがデカルト青春の文章『オリ

前でも罪なき者でなかったかもしれないかれの過

ンピカ』の一部として伝えている１６１９年１１月１０日

去の人生にかかわる気になる警告としてうけとめ

の昼間から続いていたという一種の霊感や、当夜

た。そしてそれがこれら二つの夢にともなってい

に続けて見たとされる三つの夢、およびそれにつ

た恐怖 や 怯 え の 理 由 で あ る、と 考 え た の で あ

いてのデカルトの解釈などを内容として伝えてい

る」２５）と。しかしみずからの過去にかかわるもの

る一連の資料であろう。つぎにこの『オリンピ

としてデカルトが理解した最初の二つはいちおう

カ』についてごく手短に要点だけを見なおしてお

措くとしても、第三のかれの将来を展望するもの

こう。

としてとらえた夢にかんしては、もうすこしその

!

バイエはまず、
「…１６１９年１１月１０日のこと、み

解釈の内容をくわしく見ておく必要があるであろ

ずからの霊感（感激）でまったくこころが一杯に

う。バイエはそれをさらにつぎのように伝えてく

なるとともに、その当日、驚くべき学問の基礎を

れている。すなわちまず、「「辞書」は、あらゆる

見いだした、という思いにすっかり占領されて床

知識の寄せ集め以外のものを意味しないのにたい

についていたかれは、天よりやってきたとしか考

し、「詩人集成」と題された詩集のほうはとく

えることのできない三つの夢を、たった一夜のう

に、そしてよりいっそう明確に、
「哲学」と「知

ちにあいついで見たのである」２０）、とのべたあ

恵」とが結合したものを指し示していた。なぜな

と、その三つの夢について詳細に伝えてくれてい

らデカルトは、詩人という者は、つまらないこと

るのであるが、いまそれを簡単にまとめると、

しか言わない者でさえ、哲学者の書いたものにお

（１）「悪しき霊によって教会のほうに押しやられ

いて見られるものよりもより堂々とした、また、

た」２１）夢２２）。（２）落雷のような大きな音を耳に

より分別のある、そしてより巧みに表現されたこ

するとともにたくさんの火花を部屋のなかに見た

とばにあふれているのを見ても、それほど驚かな

という、夢というよりもむしろ幻影のようなも

ければならないことだ、とは思っていなかったか

の２３）。（３）うえの二つとくらべるとひじょうに

らである。デカルトはこの奇跡を霊感の神聖さと

こ こ ち の よ い も の で 一 冊 の「辞 書」
（Diction-

哲学者における理性がなしうるよりもはるかに容

naire）、「詩人集成」（Corpus

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!
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!

!
!
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!
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Poëtarum）と題さ

易に、また、はるかに華麗に知恵の種子を引きだ

れたさまざまな詩人たちの作品集、なかでも「人

させる想像力の働きに帰するのであった（知恵の

生いかなる道にか従わん」（Quod vitae sectabor

種子というものは火打ち石のなかにある火花のよ

iter? ）が表題の、「然りと否」（Est et Non）で始

うにありとあらゆる人間の精神のなかに存在して

２
０）Ibid., p．
８
１，AT, X, p．
１
８
１
２
１）Ibid., p．
８
５，AT, X, p．
１
８
６
２
２）Cf. ibid., pp．
８
１―８
２，AT, X, pp．
１
８
１―１
８
２
２
３）Ibid., p．
８
２，AT, X, p．
１
８
２
４，AT, X, pp．
１
８
３―１
８
４
２
４）Cf. ibid., pp．
８
２―８
２
５）Ibid., pp．
８
４−８
５，AT, X, p．
１
８
５
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いるのだ）」２６）、と。また、「詩集に集められた詩

る決定的な仕方がついに見つかったというわけで

人たちによってデカルトは自分もそれに恵まれる

もない。まだそこまではいかない。しかしたとえ

ことをあきらめてはいなかった「啓示」ならびに

そこまではいかないにしても、すくなくともそう

「霊 感」と を 理 解 し た」２７）と し て い る。い っ ぽ

した知識の獲得と、その獲得に向けての確実な展

う、「「人生いかなる道にか従わん」にはじまる選

望が開かれた日、
「驚くべき学問の基礎を見いだ

ぶべき生の種類についての不確かさにかかわる詩

した」日となったということだけは確かなのだ。

は、ある賢明な人物のよき助言を、道徳神学をさ

不安が確信にみちた希望へと決定的に転換するこ

え指し示していた」２８）とし、「ピタゴラスの「然

ととなった日こそ１６１９年１１月１０日であった、とわ

り」と「否」である Est et Non の詩によってデカ

たしは考えたいのである。

ルトは人間の知識や世俗の学問における「真」と

ところでこうした１６１９年１１月１０日の霊感と、当

「偽」とを理解した」２９）などとも伝えている。と

夜の夢とをきっかけとしてデカルトがひきつづい

ころで以上のようなデカルトの見た夢の、デカル

て展開していった思索こそ、まさに、
『序説』の

ト自身による解釈を、デカルト研究の同じく第一

第二部と第三部におけるかれのいわゆる炉部屋で

人者の一人である E．ジルソンはさらに簡潔につ

の瞑想とされるものにほかならないのであるが、

ぎのように要約する３０）。すなわち第一は「学問全

しかしじつを言うと、
『オリンピカ』と『序説』

体の統一」の要請である。第二は「哲学と知恵と

のあいだに存在した時間的な間隔は、両者のあい

の和解、および両者の基礎的な統一」の要請であ

だに内容的な齟齬というのはまったくあたらない

る。第三は「デカルトがそうした学問全体を構築

にせよ、すくなくともその間に生じたデカルト自

し、したがってまた、真の知恵を基礎づけるとい

身の思索における相当大きな発展ないし展開のた

う使命を神より授かったというかれ自身の自覚」

めに、
『オリンピカ』がつたえていた感激の日の

である。

解釈にもあらたな光をあてることになったという

デカルトは学校生活のすべてを終えたあと、

ことは否定できないように思われる。その発展な

ヨーロッパの各地をあるときは兵士として、また

いし展開とは具体的にはいかなるものであり、ま

あるときは一私人として旅を続けていたさなか、

た、それらは主としていかなる原因、ないしは理

かれにとって記念すべき日となったこのような一

由にもとづくものと考えられるであろうか。しか

日をドイツはドナウ河畔の町ウルムの近傍の村里

しこの問題に進んでいくまえにここでもう一つの

で迎えることになったのであるが、じつに、この

こと、すなわち、デカルトがうえの決定的な日を

日を境として、冒頭にもふれたように、デカルト

迎えるにあたって、その機縁となった一つの出会

の青春につきまとってはなれることのなかった不

いにどうしてもふれておかなければならない。

安がすっかりとりはらわれ、かれはそれまでとは
まったくちがったあらたな人生を、自信と安心の
人生を歩みはじめることができるようになったの

三、「驚くべき学問の基礎」発見の機縁と
なった一つの出会い

である。むろん、この日をもって「人生に役立つ
ような明晰で確実な知識」が最終的に獲得された

その出会いというのは、デカルトがオランダに

というわけではないし、また、
「行動にさいして

到着してまもない１６１８年１１月頃から、かれよりす

明らかにものごとが見えるように、この人生を安

こし年上の、当時のオランダにおける新進気鋭の

心して歩んでいくことができるように」つね日頃

自然学者であったイサーク・ベークマンとの交際

からかれのつよい願望となっていた真偽を判別す

がはじまったという事実のことにほかならない。

２
６）Ibid., pp．
８
３―８
４，AT, X, p．
１
８
４
２
７）Ibid., p．
８
４，AT, X, p．
１
８
４
２
８）Ibid., p．
８
４，AT, X, p．
１
８
４
２
９）Ibid., p．
８
４，AT, X, pp．
１
８
４−１
８
５
３
０）Cf. E. Gilson, Discours de la Méthode, Commentaire, Vrin, p．
１
５
８
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ベークマンが覚え書きのかたちで当時のデカルト

つぎのようなものである。すなわち、つい先ごろ

について書き残したとされるつぎのような文章が

やってきたばかりのオランダのブレダの街を歩い

伝えられている。
「このポワトゥー人は、つねづ

ていたデカルトが、たまたま一枚の張り紙の前に

ねジェジュイットの人びとや、そのほかの仲間と

人だかりがあるのに気づき、近づいてみるとどう

一緒に精力的かつ学問的に仕事をつづけてきた。

やらある数学上の問題が提示されているようなの

しかしうれしいことに、かれが言うには、わたし

だが、デカルトにはまだあまりなじみのないフラ

以外にこうした自然学を数学と厳密に結合するよ

マン語で記されていたので、たまたまそばにやっ

うな研究方法を採用している人びとと出会ったこ

てきた一人の人物にラテン語かフランス語でその

とはいままでいちどもなかった、とのことであ

内容を説明してくれるように頼むこととなった。

る。しかもかく言うわたしもかれ以外にいまだ誰

その人物は解答ができ次第、それを自宅まで届け

にもこうした研究法について話をしたことはな

るという条件でならということで、その希望を聞

かったのである」３１）。そしてこのことばを裏付け

き入れてくれたのであるが、この人物こそじつは

るかのようにデカルトのベークマンにたいするつ

ベークマンそのひとにほかならなかった、という

ぎのような感謝のことばが残されている。
「本当

ものである。そしてこれにつづく数行はベークマ

にあなただけがわたしを怠惰から救ってくださっ

ンのデカルトの才能にたいする驚嘆を端的に表す

たのです。あなただけがわたしの記憶からすでに

内容となっていることは周知のとおりである。す

ほとんど消え去りかけていた知識を思い出させて

なわち、デカルトは「早速、その翌日に」その問

くださり、まじめな仕事というものから遠ざかっ

題にたいするみずからの解答を持ってベークマン

ていたわたしの精神をよりよい考えへとふたたび

宅を訪れて、ベークマンをすっかり感服させてし

引きもどしてくださったのです。それですから、

まうのだが、
「しかしデカルトの精神や能力を探

たまたま、わたしのなかからなにか無視できない

ろうとして長い時間話しこんだあと、この青年が

ようなものが生まれ出てくるようなことがありま

ベークマンがなん年ものあいだその研究をつづけ

すなら、とうぜん、それはすっかりご自分のもの

てきた諸学問において、自分よりもより有能であ

だ、とおっ し ゃ っ て い た だ い て も 結 構 な の で

ることに気づいたときのかれの驚きの大きさに

す」３２）。そしてじじつ、デカルトはベークマンと

は、また、格別なものがあった」３４）などとされて

はじめて出会った１６１８年の１１月から１
２月にかけ

いるからである。ところでこれはバイエが話を面

て、液体のおよぼす圧力についての論文と、物体

白いものにするためにこしらえあげた一つの挿話

の落下についての論文をベークマンの励ましをう

にすぎないものなのか、それとも両者それぞれ

けて書き残すことになったし、１２月末にいちおう

が、あるいはすくなくとも両者のうちのいづれか

書き終えたかれの有名な『音楽提要』はベークマ

が―たとえば当時、日記を丹念につけていたベー

ンその人に捧げられ、また、翌年の３月から４月

クマンが―その場面のことを書き残しておいたな

にかけてはさらに、角の三分割の問題などをふく

んらかの資料を踏まえる一定の客観性をもった話

む四つの数学上の証明をおこなっているのであ

なのか。しかしじつを言えば、Ch．アダンが示

る３３）。

しているように、真相はそのいずれでもなく、か

しかしそれにしてもバイエがその『デカルトの

れらと同時代のオランダの数学者 D．リップシュ

生涯』のなかで伝えているデカルトとベークマン

トルプという人が、同じくある友人の数学者から

の出会いのいきさつをどのように解釈すればよい

聞いた話として書きとめておいた、今日でもその

のであろうか。周知のように、そのいきさつとは

コピーが現存している資料３５）を、バイエがあとで

３
１）AT, X, p．
５
２
３
２）Ibid., pp．
１
６
２―１
６
３，F. Alquié, Oeuvres philosophiques de Descartes I , Garnier, p．
４
１
３
３）Cf. H. Gouhier, Essais sur Descartes, p．４
８，E. Gilson, Discours de la Méthode, Commentaire, p．
１
５
３
４
３
４）V.D., I. pp．
４
３―４
３
５）AT, X, pp．
４
７―４
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（リップシュトルプの名前が『デカルトの生涯』

混沌のなかで、わたしはなにかしら光のようなも

のこの話を書きとめている個所の欄外に書き込ま

のをみとめておりますし、この光のたすけをかり

れているという事実も指摘しておこう）
、比較的

れば、もっとも深い闇もうちはらうことができる

自由に、すなわち、そのだいたいの大筋はふまえ

だろうと考えております」３８）などとする、数学の

ながら、しかしまた他方、ときとしてバイエ自身

一般的な解法に関するデカルト独自の発見にふれ

の大胆な想像をもまじえた文章なども書き加えな

た文章が見だされ、のちの学問一般の方法論の原

がら（うえに要約的に紹介したバイエが伝える話

型をなすような考え方がはやくも出現しているの

のなかで、「

」内のバイエから直接引用した個

である。いな、それどころか、同じころのもの

所は、アダンも指摘しているように３６）、まさに、

で、『オリンピカ』などとならべてバイエも言及

バイエ自身の想像にもとづく文章である）フラン

し、ライプニッツをはじめとするいく人かの人々

ス語で―というのはもとの資料はラテン語で記さ

の手によって書き写されて、今日にまで伝えつづ

れているから―書き写したものなのである。しか

けられている『まえおき』
（Praeambula,

も、アダンは他方、この話のもとになったリップ

bules）なる見出しのつけられた 文 章 の な か で

シュトルプの文章の内容そのものの信憑性にたい

は、アルキエ氏も指摘しているように、学問の統

しても疑問を呈しているのである。すなわち、こ

一性にはじめて言及したつぎのような注目すべき

の文章のなかには、リップシュトルプという人が

くだりもみとめることができるのである。
「諸々

ほんとうに数学者であるのなら、とうぜん、関心

の学問はいまは仮面をつけている。仮面がとりは

を持って良いはずの張り紙の中身をなす当の数学

らわれたならば、それらはそのまったき美しさの

の問題への言及がまったくない、というのがその

なかに姿を現すことであろう。諸学問の連鎖を完

理由である３７）。しかしじっさいがどうであったか

璧にみとめる人にとっては、数列を憶えるのと同

はともかく、この話そのものは、デカルトのベー

様、精神のなかにそれらをとどめおくことは、そ

クマンをもはるかにしのぐ数学や自然学における

れほど難しいことには思われないであろう」３９）。

才能を強調しようとするものであることは、一読

デカルトがベークマンから自然学を数学的に処理

すればだれの目にも明らかであろう。

するという、あらたなやり方を教えられたことが

Préam-

そしてじじつ、先ほどのデカルトのベークマン

きっかけとなって、しばらくはなれていた学問の

にたいする感謝のことばをふくむ手紙に先だって

世界にふたたび引き戻されたということはたしか

送られているある手紙（１６１９年３月２６日付け）の

であるが、しかし、そこに独創の花を開かせて

なかでは、
「連続非連続をとわず、どんな量にお

いったものはあくまでもデカルト自身の天才で

いても提出されうるありとあらゆる問題を一般的

あった、ということであろう。いずれにせよ、こ

に、しかしそれぞれをその性質にしたがって解け

れらの文章は『オリンピカ』の一日にさきだって

るようにしてくれる、あらたな基礎にもとづいた

学問の統一性についての考えや、まだ数学の領域

学問を公表したいと考えています」とか、
「ほか

に限定はされているものの、問題の一般的な解法

の仕方ではなく、かくかくの仕方でどんな問題が

というかたちで、のちの方法論の芽となるような

解けるかを証明し、その結果、幾何学においても

着想がすでにえられていたことを明らかにするも

うほとんどなにも発見すべきものが残らないよう

のであって、ベークマンより学んだ自然学の数学

にしたいと考えております。これはたしかに無限

的な処理法とあいまって、この三つのものはやが

な仕事であり、たった一人の人間によっては完成

てまもなくデカルトを「驚くべき学問の基礎」の

させることはできません。信じられないほどの野

発見へとみちびいていく重要な動因をなすことに

心的な計画ではあります。しかしこの学問の暗い

なった考えられるのである。もっとも、デカルト

３
６）Ibid., pp．
４
８―４
９
３
７）Ibid., p．
５
０
５
８，Alquié, Oeuvres philosophiques de Descartes I , pp．
３
７―３
９
３
８）Ibid., pp．
１
５
６―１
３
９）AT, X, p．
２
１
５，ibid., p．
４
６

―４
４―
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念願の人生にたいする根深い不安解消のためには

根拠が蓋然的でしかなく、また、なんの証明もな

さらにもう一歩の思索の深まりが必要ではあった

しに、おおぜいのさまざまな人たちの意見ですこ

のだが。

しづつ組み立てられ、大きくなってきたような学

そのもう一歩とは、ジルソンがうえのデカルト

問は、ボン・サンスの人が立ち現れてくることが

の三つの夢のデカルト自身による解釈に即しなが

らについておのずからなすことができる単純な思

ら、きわめて簡潔に要約してみせた三点と対応さ

考ほどには真理に迫るものでない」とするかれの

せて言えば、第一点目の、すでにそれ以前から芽

基本的な確信をもっぱら表現するためのもので

ばえつつあった諸学問の統一性、という考えをひ

あった。『オリンピカ』の夢に話をもどしていう

とまずのぞいた残りの二点、すなわち、これから

なら、「辞書」が象徴したような知識の寄せ集め

デカルトが始めようとしている学問は、かれがこ

と し て の 伝 統 的 な ス コ ラ 学 で は な く、「詩 集」

れまで求めてやまなかった人生に不可欠な知恵と

と、そのなかのことば「然りと否」が暗示したよ

その根底においてあくまでも直結するものでなけ

うに、たった一人の人間が、生まれつきそなわっ

ればならない、ということ、そしてみずからは知

た健全な判断力としてのボン・サンスをもちいて

恵につらなるべきそうした知の探求の、いわばさ

築きあげていく統一性をもった学問のほうがはる

きがけ、ないしパイオニアとしての使命を神より

かに信頼がおける、ということだ。しかしながら

授かっている、ということの自覚にほかならな

『序説』では、バイエが伝えているかぎりでの

い。デカルトの人生にたいするそれまでの不信と

『オリンピカ』ではみとめられない、つぎのよう

不安が自信と安心に転換するのは、すでにみたよ

なことばがつづく。すなわち「そんなわけでわた

うにまさに、かれがみずからのこうした進路に確

しは、また、つぎのように考えた。わたしたちは

信をもちえた瞬間からであったからである。しか

みんな大人になる前は子どもであったし、また、

し問題は、それならばなぜ、この同じデカルト青

ながいあいだわたしたちの欲望と教師たちの支配

春の転機を語っている『序説』の第二部、第三部

下におかれねばならなかったので・・・わたした

において、知と実践とがあらためて切り離される

ちの判断は、生まれてこのかたみずからの理性を

かたちで論じられることとなったのか、というこ

全面的に使用し、もっぱら理性のみによって導か

とである。わたしはその理由としてかれの既得の

れていたとすれば、そうなったであろうほどに

知の総点検と、そうした総点検を超えて発見され

は、純粋で堅固であることはほぼありそうもな

るべきあらたな知の基盤の探求としてのデカルト

い、と」４１）、とか、「わたしがそれまでにわたし

哲学の構築が必要となった事態をあげておかねば

の信念のなかに受けいれていたありとあらゆる考

ならないと思う。

え方に関して、いちどでよいからじっくりとそれ
らをわたしの信念からとりのぞき、そのうえで、

四、『オリンピカ』から『方法序説』へ
―批判的精神の登場と方法の確立―

そこにもっとよい考え方を置きなおすか、それと
も理性とぴったりと釣り合うように調整をし終え
たうえで、同じ考え方を置きもどすか、するより

『序説』がドイツの炉部屋での考察として、ま

もよりよいやり方はない、と確信した。そしてこ

ず、示すのは、周知のように、
「いくつもの部分

うしたやり方によって、わたしは古い基礎のうえ

からなり、さまざまな匠の手によって作られた作

に家を建てるよりも、そしてまた、わたしの若い

品には、たった一人のひとが仕事をした作品にお

ころ、ひとから言われるがままに、また、それら

けるほどの完全性がみとめられないことがしばし

がはたして本当なのかどうかをいちども検討する

ばである」４０）、という比喩によってであるが、こ

ことなく受けいれてきた原理にただ依存している

れはようするに、すでにこの小論のはじめのとこ

だけの場合よりもはるかにうまく、わたしの人生

ろでも引用した「書物の学問、すくなくともその

を導くことに成功するだろうとかたく信じたので

４
０）Discours, AT, VI, p．
１
１
４
１）Ibid., p．
１
３

October ２
０
０
１

―４
５―

あった」４２）などとする文章である。ところでこう

て、こうした学問の全体にわたる総点検の必要を

した点が、バイエの『オリンピカ』の引用にみと

も同時に促していはしなかったか、ということな

められないわけはなんであろうか。じっさいには

のである。そしてもしもこのような解釈が許され

テキストにあったけれども、バイエが『オリンピ

るならば、あとは個別に、それらがもっている問

カ』のたんに部分的な引用にとどめたため、われ

題点を逐一点検しなおすとともに―『序説』第一

われには伝えられなかった、という単純な理由に

部のデカルトの学校で学んだ各教科の批判的検討

ものづくにすぎないのか、あるいはデカルトが、

がまさにそれに相当するであろう、―それらの学

この部分の中身は、うえの「学問全体の統一」の

問がそれぞれ、けっきょくのところ、人間の認識

要請のなかにとうぜん含まれている、と考えてい

諸能力におけるいかなるものに主として依存して

たためにあえてふれはしなかったものの、『序説』

いるのか、感覚なのか、記憶や想像力なのか、あ

では『オリンピカ』のあと９年も経過した１６２８年

るいは知性なのかを明らかにし、それらの信憑性

になってようやく手がけることになったみずから

を哲学的、原理的に確認することが残るだけ、と

の哲学を紹介する必要から、そのまえおきとして

いうことになるであろう。ところで教師云々、に

語らないわけにはいかなくなった、ということな

ついての文言はこれでいちおうよいとしても、つ

のか、あるいはまた、こうした作業の必要性は、

ぎにデカルトが教師たちと同じく、かれの幼少年

ほんとうは哲学的な省察をはじめるようになって

期を支配していたとする感覚的欲望についてはど

しだいに明確になったことではあるが、
「学問全

のように考えればよいであろうか。

体の統一」という要請のとうぜんの帰結ともみな

多少の無理を承知であえていえば、それは子ど

すことができるものなので、逆に、『オリンピカ』

もが、みずからのうちなる自然的な傾向性にした

の思索にまで遡り、そのなかに入れもどすことに

がって、あたえられた環境的世界にたいしておこ

なったということなのか、解釈は分かれるところ

なうすべての試行錯誤と、その結果としてそのつ

であるが、わたしはグイエ、アルキエ両氏の、

ど獲得していく、経験的知識のすべてを表すも

『序説』は執筆時点の１
６３６年をいちおうの到達点

の、としてはいけないであろうか。つまり、デカ

としてこれを目指すかのように捉えかえされたデ

ルトの生い立ちに即して言えば、幼少年期からの

カルト青春の歩みをもっぱら記したもの、とする

家庭や学校での経験はいうまでもなく、デカルト

考えにしたがってあえてこの第三の立場をとりた

が学業をおえたあとドイツの炉部屋にたどりつく

いと思う。それに『オリンピカ』の第三の夢が

までの、かれのいわゆる「世間という大きな書

「詩人集成」によって「学問全体の統一」の理念

物」をも含む経験の全体というように理解できな

をめざすべきことをデカルトに暗示していたとす

いか、ということなのである。しかもこの経験と

れば、それと対照をすものとして同じ夢が示した

いうものがデカルトの学校をはなれたあとのヨー

「辞書」は、それが象徴するさまざまな人たちの

ロッパ各地での体験だけにかぎっても、学校での

考えの寄せ集めとしての伝統の学問にたいして、

学問と同じくかれをけっして満足させるものでな

もはや不信とか失望などというたんに消極的な態

かったことは、それが『オリンピカ』の瞑想に入

度にとどまらず、むしろもっと積極的意志的な批

る大きな条件ともなったことで明らかである。デ

判、ないし否定の態度で臨むべきことを暗示して

カルトは述べている。
「ほかの人々の風習をただ

いた、と読んでもあながち間違いだとは言えない

みていたかぎりでは、そこにわたしを確信させて

のではなかろうか。すなわち、伝統の学問とは、

くれるものはほとんどなにも見いださなかった

デカルトにとってはなによりもまず、教師たちか

し、さきに哲学者らのさまざまな考えのなかにみ

らかれらの権威にもっぱらもとづいて教えられた

とめたのとほぼおなじ程度の多様性を見いだすの

「書物の学問」にほかならず、うえの夢はあらた

だった」４３）、と。したがってこのあとは、じっさ

な「統一のある学問」へと進んでいく前提とし

いの経験をとおしてふれえた世の中の主要な原則

４
２）Ibid., pp．
１
３―１
４
４
３）Ibid., p．
１
０
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（世の中はけっきょくのところ真理によってでは

はなにを指すのか、ということがまず、問題とな

なく、実例と慣習によってもっぱら動いているに

るが、それはのちに『哲学の原理』のラテン語か

すぎない、ということ４４））を明らかにする一方、

ら仏語に翻訳されたもの（１６４７年刊）に序文がわ

そうした世界のなかでかれを主として導いてきた

りに添えられることとなった訳者のピコ師宛の書

能力としての感覚の役割と、それの真理認識にお

簡にでてくる、デカルトのいわゆる「学問の樹」

ける価値を検討する仕事が残されているだけだ、

（周知のように、この樹の根は哲学であり、幹は

ということになる。しかしあえて繰り返しをいと

自然学、枝は医学や機械学、そして最後の一番高

わずにいえば、
『書物の学問』にせよ『世間とい

い梢は道徳であるとされる）４６）のような本格的な

う大きな書物』にせよ、いまやこれまでのように

構想を考えるよりも、むしろ、ジルソンも指摘し

たんにぼんやりとした不信や受動的な懐疑の対象

ているように４７）、また、うえでも一言した、青年

としてではなく、ようやくかれのなかで目覚めは

デカルトの『ボン・サンスの研究』を考えるほう

じめたボン・サンスの、なにごとにかんしてもそ

がより自然な受けとめ方ではないかと思われる。

の真偽を進んで判別せずにはおかない積極的意志

しかしそれではここで言われている真の方法につ

的な判断の対象として、あらたな様相のもとにか

いてどうであろうか。方法についてもたしかに

れの前にその姿を現している、ということはじゅ

『ボン・サンスの研究』のなかでもとりあげられ

うぶん注意深く抑えておかなければならない点で

ていたようではあるが、当時のデカルトの関心の

あろう。これを別の言い方で、ボン・サンスはデ

ありようからいってそれは、なお、もっぱら数学

カルトにおいてはまず、たくましい批判的精神と

や自然学の方法として理解されていたものであっ

して自覚されることになった、と言いなおしても

て、その使用が哲学的な思索にまで適用できると

よい。

の見通しまではたしてもちえていたのかどうか、

ところで『序説』ではこうした知識の総点検の

疑う余地はじゅうぶんにあるであろう。もっと

必要を考えたとする記述にひきつづいて、さらに

も、これも例の『序説』がもっている過去の遡及

哲学を手がけようとするにあたっての、用心をき

的解釈という性格を踏まえるならば事情はだいぶ

わめたデカルトの姿勢を表すつぎの文章がくる。

違って見えてこよう。すなわち対象とされる領域

「だが、たったひとりで闇のなかを歩む人のよう

が数学や自然学にとどまっていたにもせよ、方法

にきわめてゆっくりと進んでいこう、また、なに

の考え方はすでにこのころから着想として明確に

ごとにおいてもじゅうぶんな慎重さをもってのぞ

なりつつあったことはやはり否定できないことで

もう、と心に期していたので、たとえほんのわず

あって、のちにみずからの哲学と取り組むことに

かしか前進しなかったとしても、すくなくとも倒

なったさいに、
『序説』第二部の四つの規則をさ

れることだけはまぬかれたようだ。いな、わたし

らに方法的懐疑としてももちいることとなった時

がまえもって企てつつあった仕事の計画を立て、

点からふりかえって、その芽をあらためて旧著の

ありとあらゆるものごとについて、わたしの精神

『ボン・サンスの研究』なかにみとめることと

にかないそうな認識に到達するための真の方法を

なったと考えても不自然ではないからである。い

探求するのに、じゅうぶんな時間をかけてからで

な、この『序説』の四つの規則さえ、じつはそれ

なければ、理性によって導かれることなく、以

に習熟するためとしてデカルトがその適用をまず

前、わたしの信念のなかに入りこんだかもしれな

こころみているのは数学の領域においてであっ

いいづれの考え方も、すっかり捨て去ることから

て、これらを幾何学と代数学の双方にたいして同

はじめようなどとさえ思わなかったのであ

時にもちいることによって、デカルトの数学史に

る」４５）。ところで、ここで企てつつあった仕事と

おける画期的な功績である、いわゆる解析幾何学

４
４）Cf. ibid., p．
１
０，
p．
１
６
７
４
５）Ibid., pp．
１
６―１
１
４
４
６）Cf. Principes de la Philosophie, AT, IX―２，p．
４
７）Gilson, Discours de la méthode, Commentaire, p．
１
８
０

October ２
０
０
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の手法を確立することとなったことは周知のとお

を終えたあとに取り組むことになるはずの本格的

りなのである。デカルトの方法はこの意味では、

な道徳にさきだって、それまでのあいだ、もっぱ

その出発点となった数学的な性格を終始もちつづ

ら、みずからの当面の生活の必要のためにのみ用

けるものであった、ということができるであろ

意したという実践上の格率である。デカルトはこ

う。念のためにデカルトの四つの規則をつぎにあ

の格率が必要となったいきさつについて、まず、

げておこう。「第一は、わたしが真理であると明

つぎのように述べる。
「わたしたちが住んでいる

証的に認識するまではいかなるものをも真理であ

家を建てかえるに先だって、その家を打ち壊し、

るとしてけっして受け取らないこと、すなわち慎

建材や建築家をそろえたり、あるいは自分で建築

重に早合点と思いこみとを避け、わたしの精神に

術の修練を積んだり、また、さらに慎重に家の設

たいしてひじょうに明晰に、またひじょうに判明

計図を引いたりするだけではじゅうぶんでなく、

に現れてくるので、それをわたしが疑うことにな

わたしたちがそこで仕事をするあいだも、快適に

るようないかなるきっかけもないことがらしか、

過ごせるようなもう一軒の家を用意しておくこと

わたしの判断のなかには、もうなにもとりこまな

もまた必要であるように、理性が判断にあたって

い、ということであった。第二は、わたしが検討

わたしに不決断を余儀なくさせているようなあい

を加えようとする難問の一つひとつをできるだ

だも、行動にさいしては不決断にとどまることが

け、そしてまた、そうした難問をよりただしく解

ないように、また、そのようなときでもいつも可

決するのに必要なだけ、小さな部分に分割するこ

能なかぎり幸福に生きていけるように、ほんの三

とであった。第三は、わたしの思考を順序にした

つないし四つからなるだけの仮の道徳を自分のた

がって導くこと、そしてもっとも単純で、もっと

めに作ったのだった…」４９）と。ところで『序説』

も認識し易いものからはじめてすこしづつあたか

第三部のこの文章に引きつづいて述べられている

も階段をのぼるように、もっとも複雑なものの認

実践上の格率についても、じつはうえの方法論と

識にいたるまで昇りつめてゆくこと、また、自然

同様、最初からはたしてこのように明確な形を

のままでは前後関係がないような対象相互のあい

とったものとしてデカルトに意識されていたのか

だにさえ順序を想定する、ということであった。

どうか、疑いを入れる余地はじゅうぶんにあるで

そして最後は、どこにおいても徹底した枚挙と全

あろう。ただ、ここでもはっきりしていること

体的な見直しをおこない、その結果、なにも見落

は、１６１９年１１月１０日のかれにとって記念すべき日

とさなかったと確信することであった」４８）。一言

となった一日をさかいにして、幼少年期からの懸

でいえば、デカルトの方法とは、うえにもすでに

案であった「人生いかなる道にか従がわん」の問

何回か引用したように、あらゆる問題をボン・サ

い、すなわちみずからの進路についての解答がよ

ンスの人が目の前に立ち現れてくることがらにか

うやくにして明確となり、いまやじっくりと落ち

んしておのずからなしうるような単純な推論にま

着いて以後の生き方を考えることができるような

で還元すること、そしてできることなら、それら

心境になっている、ということである。別な言い

をさらに明晰で判明な単純な判断、すなわち直観

方をすれば、そのようにして明かされた神意に

にまで還元することである、ということになるで

そってみずからが歩みだすためにはどのような生

あろう。

活上の配慮が今後必要となるのか、あらたな学問
の創始者としての使命にたいしてあくまでも忠実

五、「仮の道徳」

に、それをどこまでも生活の中心に据えつつ暮ら
していくには自分の生活をどのように守っていか

さて、『序説』で学問の方法について論じたあ

なければならないのか、これからは自分自身のこ

と、デカルトがつぎにとりあげるのはかれのいわ

とをもっと大切に考えていかなければならないの

ゆる「仮の道徳」、すなわち既得の知識の総点検

ではないか、というそれまではあまり意識された

４
８）Discours., AT, VI, pp．
１
８―１
９
４
９）Ibid., p．
２
２
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ことのないあらたな思いがデカルトのなかににわ

トがこうした格率を考えるようになったとき、か

かに目覚めはじめた、ということだ。ルソーがの

れはすでにフランスを遠く離れてドイツに身をお

ちに『エミール』で自愛の問題をとりあげる文脈

いており、やがてそれ以後は生涯のほとんどをオ

とはおおいに異にしているとはいえ、神より授

ランダ各地で過ごすことになるのであるが、その

かった命を大切にしなければならない、という気

ような人間がなお、祖国の法律や慣習にこだわり

持ちが強く意識されるようになっている点ではま

つづけているように見えるのはどうしてであろう

さに両者に共通のものをここにみとめてもよいの

か。わたしはこれを書くとき、かれは祖国フラン

ではなかろうか。

スのトゥレーヌ州に所有している土地などの資産

さらにここでぜひとも、つけ加えておかなけれ

のことを主として考えていたのではないかと見

ばならないのは、デカルトのいわゆる「仮の道

る。なぜなら、そうしたものがその地にあるかぎ

徳」が、このようにあくまでもかれの当面の生活

り、そこの法律や慣習になによりもまず、したが

に間に合わせるためだけの私的な原則にすぎない

わざるをえないからである。しかしそれでは宗教

ものであるとはいえ、そこにはすでにボン・サン

についてはどうか。これについては、まことに興

スの行動のレヴェルにおけるきわめて本質的な働

味ぶかいエピソードが伝えられている。それによ

きがみとめられる、ということである。結論から

るとオランダで親しく交流するようになった牧師

さきに言えば、それはボン・サンスのきわめて実

のレヴィウスからカトリックからプロテスタント

際的な機能、すなわちボン・サンスのたしかな現

への改宗をつよく勧められたとき、まず、カト

実感覚としての働きである、と言ってよい。生活

リックは自国の国王の宗教だから、として断るの

の場面においては、行動はしばしば遅滞が許され

であるが、それにレヴィウスが納得しそうにない

ず、結果がかならずしも明確に見とおせなくとも

のを見ると今度は、それは自分を育ててくれた乳

決断していかなければならないことが多い。その

母の宗教だから、と言ったというのである５１）。こ

ような場合でもできるだけ悔いのない生き方をし

の乳母というのは、実の母と生後一年で死別して

ようとすれば、それはどのような生き方になるの

いるデカルトにとって、まさに母親同様の存在で

か。こうした問いにこたえてくれるのも、じつ

あったらしいのであるが、ストックホルムでみず

は、デカルトの「仮の道徳」だ、ということであ

からの死を予感したデカルトが、自分の遺産の一

る。話の都合上、デカルトが掲げているそれぞれ

部をその終身年金にあてるようにまわりの者に言

の格率の、とくに重要と思われるところだけを、

い遺していった当の乳母でもあった。もっとも、

まず、順番に見ておこう。

ルソーも『エミール』で言及しているように５２）、

最初の格率であるが、デカルトはそれを「わた

乳母という者はかの女らに育ててもらう子どもた

しの国の法律と慣習とにしたがい、子どものころ

ちにとっていかに大切な存在であろうと、家のな

から神の恵みによってそのなかで教育を受けてき

かではたんなる使用人でしかなく、デカルトも、

た宗教をつねに守り、ほかのすべてのことでは、

ものごころがついたころ、この乳母にたいする愛

わたしが一緒に暮らしていかなければならなくな

情や感謝の気持ちと、身分の違いに根ざす家庭内

るような人びとのなかで、もっとも正しくボン・

の低い評価とのギャップに相当悩んだこともあっ

サンスをもちいている人びとによってじっさいに

たのではなかろうか。しかしデカルトにおけるボ

一致して受けいれられているような、もっとも穏

ン・サンスを等しく与えられた者としての「人

健で、極端からはもっとも遠い意見にしたがって

間」の発見はこのギャップを見事に消し去ったの

みずか ら の 舵 と り を す る、と い う こ と で あ っ

だ。ドイツの炉部屋における経験の後、デカルト

「わたしの国」とは
た」５０）、と言い表している。

はイタリアのロレットのマリア詣でを誓うのであ

いうまでもなくフランスのことであるが、デカル

るが、これはデカルトにおける人生にたいする自

５
０）Ibid., pp．
２
２―２
３
５
１）Cf. Gilson, Discours de la méthode, Commentaire, p．
２
３
６
５
２）Cf. J. ―J. Rousseau, Émile, Pléiade IV, p．
２
５
７
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信と安心の獲得が同時に母性的なるものへの信頼

そも同じ能力の使用とは考えられないほどの極端

感の回復とまさに一体のものであったことを暗示

な隔たりをみとめることはできないであろうか。

しているのではなかろうか。

カントにおけるのとは意味はおおいに違ってはい

ところで以上の法律や慣習、宗教のいずれもが

るものの、ここはたしかにボン・サンスの理論的

デカルトの祖国であるフランスと直結しているの

使用と実践的な使用とを区別したくなるような個

にたいし、これら以外のすべてのことでは反対

所なのである。しかしおそらくデカルトはそのよ

に、かれがじっさいに一緒に暮らしていかねばな

うな疑問にたいしてはつぎのような論法で否定す

らなくなるようなそれぞれの地の人びとのなか

るのではなかろうか。すなわち、理論において

で、もっとも正しくボン・サンスをもちいてい

も、実践においても真偽を判別するという点では

る、とみとめられるひとたちの、穏健で、極端か

ボン・サンスはまったく同じ働きをするが、ただ

らはもっとも遠い意見にしたがうこととした、と

理論では時間の制約がないのにたいして実践では

しているわけであるが、このときデカルトが極端

つねに一定の時間内に結論をださねばならない、

なものの例としてすべての約束ごとをあげている

という違いがあるのだ、と。学問はどこまでも可

ところをわたしとしてはとくに注目しておきたい

能性の世界のことがらに終始するのにたいして、

と思う。ここで約束事とは、なんらかの宗教団

実践はまさに現実の世界においてそのつどせまら

体、ないしは政治団体への参加などにともなう盟

れる行動の選択だからである。デカルトは言う、

約のようなものをどうやら考えているらしいこと

「…もっとも正しい考え方を見分ける力がわたし

が前後の文脈からしだいにわかってくるのである

たちにないときは、わたしたちはもっとも蓋然性

が、政治的、社会的、宗教的な無数の問題が複雑

の高い考え方にしたがわねばならない。また、一

に絡んだヨーロッパの三十年戦争という時代、デ

方の考え方とくらべてもう一方の考え方により多

カルト自身も含めたすべての人びとの価値観がめ

くの蓋然性をみとめるというわけではないような

まぐるしく変化を遂げていく時代に生きていかな

ときでも、それでもわたしたちはどの考え方かに

ければならない者のこころがまえとして、これは

決しなければならず、また、そのあとは、そうし

ひじょうに合点のいく考え方だ、という気がする

た考え方が実践にかかわるかぎりでは、もはや疑

からである。

わしいものとしてではなく、ひじょうに正しく、

さて、つぎにデカルトが立てる第二の格率であ

また、ひじょうに確かなものと考えなければなら

るが、これは森の中で道に迷った旅人を例に説明

ないのである。なぜなら、わたしたちにそうした

がなされているので、別名「森の中のデカルト」

考え方を選びとらせた理由がひじょうに正しくま

として有名なものでる。それによると「わたしの

た、ひじょうに確かなものだからである」５４）と。

行動にさいしてはできるだけ毅然として果断であ

そしてこの格率のおかげでありとあらゆる後悔や

ること、そしてひとたびそれと決めたならば、

呵責からまぬかれることができるようになった、

もっとも疑わしい考え方であっても、あたかもそ

ともつけ加えている。

れがひじょうに確かな場合と同じようにつねにそ

デカルトがわたしたちに紹介してくれている三

れに従いつづけることであった」５３）という。うえ

つ目の格率は、周知のように、かれのストア的な

に見たあらたな学問の構築に向かおうとするさい

考え方を端的に示すものとなっている。
「わたし

のいわゆる「炉部屋のデカルト」
、慎重このうえ

の第三の格率は、つねに運命によりもむしろ自分

ない、ある意味では優柔不断とさえ言えるデカル

みずからにうち克ち、世間の秩序よりもみずから

トとはまさに正反対の態度がここでは表明されて

の欲望を変えようとつとめることであった。ま

いるのである。ところで、学問においても、行動

た、一般的に、わたしたちの力のおよぶ範囲内に

においても間違いのない判断をボン・サンスに求

完全にあると言えるようなものは、わたしたちの

めるデカルトにあって、この場面においてはそも

考えしかなく、したがってわたしたちの外部にあ

５
３）Discours., AT, VI, p．
２
４
５
４）Ibid., p．
２
５
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るものについて、わたしたちが最善をつくしたあ

である」５９）、とデカルトはつづけている。『序説』

と、首尾よい結果をもたらさないようなことはす

ではいったん、理論と実践を分けようとしている

べてわたしたちにとっては、絶対的に不可能なも

ように見えるデカルトではあるが、その展望にお

の で あ る、と 思 う こ と に 慣 れ る こ と で あ っ

いては両者はあくまでも相補い合う不可分なもの

た」５５）。そしてここでとくに二つの点に注目して

として捉えてつづけている、と言えるであろう。

おきたい。すなわちその第一は、デカルトが「す

そしてじじつ、デカルトがみずからの哲学をその

べてのものごとをこうした見地より見ることに慣

完成した姿において展開する『省察』の四におい

れるには、ながいあいだの練習と、しばしばくり

ては、わたしたちの判断における誤りの原因をす

かえされる思索とが必要だ」５６）とのべている点で

べて、神をかたどるものとしてわたしたちに与え

あって、デカルトがうえで理論的な思索にかんし

られている無限な意志が、もう一方の知性がもた

て練習の必要をみとめていたのと同様な考え方を

らす観念が有限であることを踏まえずに、肯定、

ここにもみとめることができるという点である。

ないし否定するところに求め、正しい判断はした

理論と実践とを問わず、デカルトはそれぞれの方

がって、こうした無限な意志を制限して有限な知

法の的確な運用に向けてその能力をみがくことの

性に合わせていくこと（すなわち方法にしたがう

必要性を強く意識していたということだ。第二点

こと）によってのみ可能となる、と主張するよう

目も理論的な思索に深く関連してくることである

になるのであるが、そのさい、かれはこうした判

が、それはこうした格率の当然の根拠として「わ

断にもはや理論的、実践的といった区別をもうけ

たしたちの意志は、わたしたちの知性がこの意志

ることはしないのである６０）。

にたいしてなんらかのやり方で可能であると示す
ものしか、自然的には願おうとはしない」５７）から

六、「決定的道徳」

だ、としている点である。いな、デカルトによれ
ば、かれがそもそもみずからの欲望をそのように

しかし周知のとおり、デカルトはほんとうの道

制限し、ありのままの自分で満足できたのも、自

徳、最終的な道徳についてはまとまったものはな

分にできそうなすべての知識の獲得がそれによっ

にも残すことはなかった。ただ、薄幸のボヘミア

て保証されていると考えたうえの方法によって、

の王女、エリザベットにあてた手紙や、デカルト

かれの力のおよぶかぎりのすべての善の獲得も同

生前最後の出版物となった著作『情念論』におい

時に保証されている、と考えたからにほかならな

てそれに若干言及しているところがあり、わたし

いのである５８）。「わたしたちの意志は、わたした

たちとしてはもっぱら、これらをたよりにするよ

ちの知性がこの意志にたいして良いもの、あるい

りほかはない。まず、うえの「仮の道徳」との違

は、悪いものとして示してくれるにおうじてもっ

いを比べるうえでもっとも分かりやすい材料を提

ぱら、それを追求したり、それから逃れようとす

供してくれるのが、１６４５年８月４日付けの前記王

るのであるから」
、とさきの文章をくりかえすよ

女あての手紙にある「決定的道徳」にふれたつぎ

うにのべたあと、
「正しく行動するためには正し

の部分ではなかろうか。
「第一に守るべきこと

く判断するだけで充分であり、また、みずからの

は、各人は、人生のあらゆる出来事において、み

最善をつくすためには、すなわち、獲得できるす

ずからがしなければならないことと、してはなら

べての徳とすべての善を同時に獲得するために

ないことを知るために、できるだけ正しく、みず

は、できるだけ正しく判断するだけで充分だから

からの精神をもちいるように努 め る こ と で あ

５
５）Ibid., p．
２
５
５
６）Ibid., p．
２
６
６
５
７）Ibid. pp．
２
５―２
５
８）Cf. ibid., p．
２
８
５
９）Ibid., p．
２
８
２，Méditations, Méditation
６
０）Cf. Meditationes de prima philosophia, Meditatio IV. De vero & falso., AT, VII, pp．
５
２―６
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４
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る」。「第二は、理性が各人に忠告することは、す

わないから決めよ、と命じたり、また、第三の格

べて実行するのだ、という断固として変わること

率で、「運命によりも自分みずからにうち克ち、

のない決意をもち、情念や欲望が各人をしてそこ

世間の秩序よりもみずからの欲望を変える」よう

から脇道にそらせることがないようにすることで

デカルトに命じた主体もまた、この同じボン・サ

ある。…」
「第三は、各人がこのようにできるだ

ンスではなかったであろうか。しかしそうすると

け理性にしたがって導かれるいっぽう、みずから

デカルトにおいて「仮の道徳」がそのままで「決

がもたない善は、すべてみずからの力のおよぶ範

定道徳」となった、ということであろうか。そう

囲の外にあると考えること、そしてこの方法でそ

ではないと思う。いったい、
「仮の道徳」とはデ

うした も の を 望 ま ない よ う に 慣れ る こ と で あ

カルトが目指した新しい学問が成立するまでの、

る」６１）。ま ず、「仮 の 道 徳」の 第 一 の 格 率 で は

すくなくとも、そうした学問の基礎としての新し

「もっとも正しくボン・サンスをもちいている人

い哲学が完成するまでの当座の道徳、という意味

びとによって一致して受けいれられているよう

であった。神より授かった使命とも考えたこの仕

な、もっとも穏健で、極端からはもっとも遠い意

事を遂行するにあたって、最低限必要と考えたみ

見」にしたがう、となっていたのがここでは、

ずからの生活上の原則が「仮の道徳」であった、

「できるだけ正しく、みずからの精神をもちいる

ということができる。しかしエリザベットにあて

ように努める」
、という表現と置き換わっている

たうえの手紙をしたためた１６４５年には哲学はもと

のであるが、この場合の精神とは、デカルトのほ

より、その他のデカルトが当初目論んでいたよう

かでの使い方とも考えあわせて、記憶や想像力、

な諸学問は、つぎつぎにその姿を明確に現わすよ

また外部世界の感覚さえも含むけれども、その中

うになっており、道徳もたんに個人的な格率では

核をなすボン・サンスにあくまでも主導された意

なく、ほんらい、人間であればだれしもがしたが

識作用の全体を表すもの、と理解してよいであろ

うべき実践上の原則としてうち立てることができ

うか。しかしそうすると、「仮の道徳」との違い

る条件はすでに整いつつあった、ということがで

は実質上、他人のボン・サンスにしたがうか、自

きるのである。簡単に言えば、ここでボン・サン

分自身のボン・サンスにしたがうか、の違いだと

スは、もはやデカルト個人の生活のためにではな

いうことになるが、しかしここでよく考えてみよ

く、人類全体のために立ち働こうとしている、と

う。そもそも、「もっとも正しくボン・サンスを

いうことだ。

もちいている人びと」をいったい、だれが見つけ

うえと同じ年の１
６４５年９月１５日付けのエ リ ザ

るのか、ということである。いうまでもなくそれ

ベットあての手紙では、王女の、人生のすべての

はデカルト自身のほかにはなく、それは結局のと

行動にさいして最善のものを見分けるには自分の

ころ、デカルトにおけるボン・サンスをおいてほ

知性をどのように強化すればよいのだろうか、と

かにはないのではないか、ということなのであ

いう質問６２）につぎの四点を柱として答えている。

る。また、守るべきことがらの第二、第三のなか

その第一点目は「万物がそれに依存し、その完全

にでてくる理性であるが、これは『序説』冒頭で

性は無限であり、その力ははかりしれず、その意

「ボン・サンスあるいは理性」と言い換えられて

志は過つことのありえない、ひとりの神が存在し

いるように、デカルトにおいてはまったく区別せ

ている」６３）と知ることだ、としたうえ、それはわ

ずに使われている、と考えてよいであろう。とこ

たしたちの身に起こることはすべて、したがって

ろで第二の格率で、森の中で道に迷ったデカルト

苦しみでさえも神から送られたものとして歓びを

にたいしてもっとも蓋然性の高い道を、最悪の場

もって受けとめることを教えるからだ、としてい

合には、守り抜く意志さえあればどの道でもかま

る。第二点目は「身体がなくとも存続する」６４）も
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のとしての魂の本性を知ることである、とし、そ

くもう一つの徳目としてあらたに共生の倫理を説

の理由を、そうした知識はまず、わたしたちに死

いていると言えるのであるが、これらの項目をつ

を怖れないようにさせてくれるし、また、この世

うじてデカルトは文字どおり哲学に基礎をおく本

のものにたいする執着をとりのぞいてもくれるか

来の道徳に到達している、と言うことができるで

らだ、としている。第三点目は、宇宙を神の作品

あろう。あと必要なのは、こうした徳目をあくま

としてそれに相応しい仕方で受けいれること、す

でも実践しようとする意志だけである。そしてそ

なわち無限な広がりを有するものとしてとらえな

れこそデカルト倫理学における人間の最高のあり

おすことである、とする。理由は、これまでの有

方としての高邁を実現することにほかならない。

限な宇宙観ではどうしても地球を宇宙の中心と見

高邁とは具体的にはどういうあり方であったか。

るし、また、この地球はもっぱら人間のためにの

『情念論』のデカルトは言っている。「ひとりの人

み存在している、とすることになり、結局、この

間にたいして正当で、可能なかぎりの高い自己評

地球こそ人間の主要な住処であり、この地球での

価を与えさせることになる真の高邁とは、もっぱ

生がすなわちわたしたちの最高の生だ、とする傲

ら、以下のことにもとづくものであると考える。

慢で誤った見方に導くことになってしまうからで

すなわち、一方で、ほんとうに自分のものと言え

ある、としている６５）。第四点目は「わたしたち一

るのは、こうしたみずからの意志の自由な使用だ

人ひとりはなるほど、ほかの人たちから区別され

けであると知るとともに、自分が称賛を受けた

る人格であり、したがって、その利害は、世間の

り、非難に甘んじなければならないのは、もっぱ

ほかの人たちのそれとはなんらかの点で区別され

ら、自分がみずからの意志を正しく、もしくは

るものではあるが、しかし人はたった一人では生

誤ってもちいている、ということ以外にいかなる

きていくことはできそうにもないし、また、じっ

理由もない、と知ることであり、他方、また、つ

さい、人は宇宙の一員であり、さらにより個別的

ぎのこと、すなわち、みずからのうちに、意志を

に見れば、この地球の一員であり、この国の、こ

正しく用いるのだ、とする断固として変わること

の社会の、この家族の一員だということを考える

がない決意を、言い換えれば、自分が最善と判断

べきだ」６６）ということである、とする。そしてそ

することになるすべてのことを企て、実行するた

のさい、「みずからがその一員である全体の利害

めの意志をけっして欠くまい、とする断固として

をかれの個人的な利害につねに優先させねばなら

変わることのない決意をみずからのうちに自覚し

ない」６７）とも言う。ところでこうした考えは、デ

ていることである。そしてそれこそが徳に全面的

カルトによれば、
「わたしたちがしかるべく神を

にしたがうということにほかな ら な い の で あ

認識し、神を愛するようになれば、おのずと身に

る」６９）と。

つくようになる」ものなのだ。
「なぜなら、その
とき、わたしたちは神の意志にすっかり身をゆだ
ねているので、自分自身の利害は捨て去り、神の
お気に召すと信じることをなそうとするより以外
の情念をもつことがなくなるから」６８）である。
さて、以上、まず、神の善意からはじめて魂の
不滅、宇宙の大の認識に根拠をおく人間としての
基本的な心構えとしての徳目をそれぞれ論じたあ
と、ふたたび神の善意にもどってそれに根拠をお
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Jugement en pensée, jugement dans l’action
Sur la conception cartésienne du bon sens

Résumé
<<Il faut agir en homme de pensée et penser en homme d’action.>> Ce sont les célèbres
mots que Bergson a proposés comme la devise la plus cartésienne dans son message au
Congrès de Descartes de 1937 et qui expriment, en effet, une relation bien équilibrée entre
l’action et la pensée. Mais est-il vraiment si facile en réalité de discuter, dans Descartes, des
rapports entre ces deux domaines?
Dans la définition même du bon sens où il présente celui-ci comme la chose la mieux
partagée du monde, par exemple, Descartes semble attacher plus d’importance à son usage pratique. Ici, le bon sens nous apparaît, avant tout, comme la faculté de bien juger en
vue de bien agir. Et il n’y resterait ainsi, nous semble-t-il, que la question de savoir d’où vient alors la diversité de nos reactions sur un meme problème. Une des réponses de Descartes à cette question est bien connue: il n’est pas suffisant d’avoir la puissance de bien
juger, mais il faut, en outre, être capable de l’appliquer bien. En effet, selon Descartes,
seules les voies diverses par lesquelles nous conduisons le bon sens font naitre nos différences d’opinions.
Cependant, la méthode pour bien diriger le bon sens constitue chez Descartes l’objet par
excellence de la théorie. En d’autres termes, c’est à l’usage proprement théorique du bon
sens que la méthode cartésienne s’adapte le mieux. Dès le premier précepte qui se presente dans la 2e partie du Discours, en effet, Descartes nous fait pressentir combien d’efforts
si prudents et si persévérants de notre intelligence sont nécessaires pour atteindre la conclusion juste de chacun de nos raisonnements. <<Le premier, dit-il, était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle: c’est-à-dire
d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de ne comprendre rien de plus
en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit,
que je n’eusse aucune occasion de le mettre en doute.>> Mais Descartes dit par ailleurs,
comme on le sait bien, que les actions de la vie n’admettent souvent aucun délai.
Comment réconcilier ces deux exigences si radicalement opposées? Répondre à cette
question n’était-il pas, au fond, ce qui mettait véritablement en mouvement la philosophie
de Descartes dans sa profondeur?
Mots-clés: le bon sens, l’action, la pensée

