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ライプニッツにおける形而上学の一定義に寄せて 

林 拓也 

はじめに 

 形而上学の歴史におけるライプニッツの重要性は広く認められるところであろう。18 世紀ドイツにお

ける C.ヴォルフや M. G.ハンシュらによる受容、そしてカントらによる批判はもちろん、現代でも形而

上学者たちによって、また形而上学史研究者たちによって様々な角度から独自の意義が与えられている。

しかし、ライプニッツにとって形而上学という学問はいかなる学問であるか。その個別的諸テーマは盛

んに議論の対象となるにしても、形而上学の本性が本格的に研究されることはほとんどない。これは理

由のないことではない。実際、現在出版済みの著作から知られるかぎりでは、このドイツの哲学者がス

コラ哲学者たちのように形而上学の本性をそれ自体で詳細に論じることはないのである。至る所に見出

される「形而上学」というタームの出現頻度を考慮すれば、このことは、形而上学の本性を巡るスコラ的

な問題設定あるいは議論の枠組みから彼が自覚的に離れているとも受け取ることができよう。 

 このことに加えて、ライプニッツ思想の発展的な性格が問題をいっそう難しくしている。実際、形而

上学というタームを調査するだけでも、その意味には、時期によって、また同時期であっても、大小の相

違が認められるのである。このことは形而上学に限ったことではない。現在のライプニッツ研究はそれ

ゆえ、フランスに限らず、従来の研究が探してきたような「一つの全体的で固定し完成された体系」の存

在を疑い、思想を発展史的に考察する傾向にある。とはいえ、「恒常的な、ある構造ないし理論的な『核』」

の存在を否定し単に思想の直線的な発展を追うことに満足するのではなく、ライプニッツ自身に見出さ

れる体系化への意図を認め、思想展開を方向付けるものを探究することが主要な課題とされている1。こ

の観点から、従来のアプローチによって大いに論じられた問題であっても、別の観点から新しい意義を

与え、場合によっては解釈を訂正することが目指されているのであり、それゆえに現在なお進行中のア

カデミー版の進捗が待望されているのである。この点で、形而上学というタームを幅広く調査した G. M.

ロスの労作2なども、時期の区別やテクスト事情の考慮が不十分であり、発展史的観点に立って活かされ

なければならない。 

 本稿の目的はそれゆえ、ライプニッツの著作全体における形而上学の本性を体系的に論じることには

ない。またここでは、この問いの展開を発展史的に考察することはできない。本稿で筆者が目指すのは、

その足掛かりとして晩年のある形而上学の定義を検討し、そこから晩年の形而上学の重要な諸特徴を引

                                                      
1 Paul Rateau, Leibniz. Dialogues sur la morale et la religion, Vrin, 2017, pp. 23f. なお、原典の引用に際して、（GP 

VII, 36）のように略号を用い、巻数と頁数を表記する。 

A: Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe, Akademie Verlag, Berlin, 1923ff.  

GP: Die philosophischen Schriften von G. W. Leibniz, Gerhardt C. I. (éd.), Berlin : Weidmannsche Buchhandlung, 1875-

1890, 7 vol., rééd. Olms, Hildesheim-Zürich-NY, 2008. 

Grua: G.W. Leibniz. Textes inédits, Grua G. (éd.), Paris, 1998. 
2 George MacDonald Ross, "The Demarcation between Metaphysics and Other Disciplines in the thought of Leibniz," 

in Metaphysics and Philosophy of Science in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, ed. R. S. Woolhouse (Dordrecht: 

Kluwer, 1988), pp. 133-63. 
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き出すことである。問題となる定義はつぎのものであり、諸理由の順序に従う諸学の分類において、純

粋自然学と呼ばれるものについで登場する。 

それゆえ私の考えでは、形而上学は理由なしには何も生じないという原理を用いて諸事物の諸原因

を扱う学であり、そうして実在の理由は諸本質の優越に求められねばならず、諸本質の優越の実在

性はそれ自身で実在するある原始的実体に基づいている3。 

 実はこの定義が初めて知られるようになったのは 20 世紀後半のことである。この定義が見出されるテ

クスト『クリストフ・ステークマンのユニタリアン形而上学への注釈』Ad Christophori Stegamanni Me-

taphysicam Unitariorum は、1975 年にニコラス・ジョリーによって、Studia Leibnitiana において公にさ

れた。ライプニッツ自身が述べているように、このテクストは若年期に、ソシヌス派の哲学者ステーク

マン著『追放された形而上学』Metaphysica repurgata（1635）に対して加えた注釈を後に改訂したもの

である。ジョリーの序文によれば、このテクストは 1708 年半ばから 1710 年の間に執筆されたと推定さ

れる。 

 筆者が知る限り、この形而上学の定義はまれに引用されることはあっても、それ自体は十分に分析さ

れてこなかった。ジョリーもこの中にスピノザ主義的主張を見て取る以上の立ち入った考察は行ってい

ない（N. Jolly, pp. 169f.）。しかし筆者の見るところ、この定義はライプニッツの形而上学の重要な諸特

徴を引き出すことができるような諸要素を含んでおり、より綿密な分析の対象となるに値する。この形

而上学の定義は一定義にすぎないとしても、実際これはライプニッツの著作群に見られる少数の定義の

うちでは、ライプニッツ固有の形而上学を簡潔に最も首尾よく表現するものとみることができるのであ

る。とりわけこの定義において注目すべきは「諸本質の優越 praevalentia essentiarum」という一見不可

解な表現である。 

 本稿では、まず理由律について必要不可欠な解説をしたうえで、「諸本質の優越」の意味を明らかにし、

その諸含意を検討する。ついで「諸本質の優越」の存在論的身分の問いが、形而上学の本性の問い、特に

いわゆるオントロギアと自然神学との関係を巡る歴史的な問いと結びついていることを見、この観点か

らライプニッツの形而上学が、形而上学を自然神学とする伝統に位置づけられることを確認したい。 

  

1. 「諸本質の優越」 

 「諸本質の優越」という連辞および、形而上学と神学の関係を検討するに先立って、理由律についての

いくつかのコメントが必要である。ただし理由律についてはすでに多くの先行研究4があるのでここでは

最低限の説明にとどめる。 

                                                      
3 « Metaphysicam ergo scientiam eam esse putem quae de causis rerum tractat illo usa principio quod nihil fit sine ratione, 

et quod adeo ratio existendi sumenda sit a praevalentia essentiarum, quarum realitas fundata est in aliqua primitiva 

substantia per se existente. » (Nicolas Jolley, “An Unpublished Leibniz MS on Metaphysics”, Studia Leibnitiana, Bd. 7, 

H. 2 (1975), p. 179) 
4 近年のもので特に重要なものとして、Arnaud Lalanne, « Genèse et évolution du principe de raison suffisante dans 

l’œuvre de G. W. Leibniz » Thèse de doctorat soutenue en 2013, Paris-Sorbonne.を参照されたい。 
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 まず、形而上学は「諸事物の諸原因を扱う学」である。しかし形而上学のこの特徴づけは、この学を他

の諸学から区別するのに十分でない。なぜなら、諸原因ないし諸理由を扱うというのは、学 scientia 一般

の特徴であるからである。このことを同テクストにおける「学的方法」の「学的」という形容詞の用法が

示している。学的方法は、ライプニッツによれば諸理由の順序に従うものである。また、ある別の書簡に

よれば、学は諸理由を知ることに存する5。それゆえ、形而上学固有の原因探究は理由のないものは何も

生じないという原理を用いて遂行されるのでなければならない。 

  しかし、ここでつぎの事実に言及しておかなければならない。当テクストで諸学の分類を始めるにあ

たって、ライプニッツは異なる諸原理を異なる諸学の区別の基礎としていた。したがって、理由律が形

而上学を他の諸学から区別しうるには、それは形而上学に固有の原理でなければならない。しかしなが

ら、理由律が形而上学的な使用を持つということは、ライプニッツの論敵の目には自明のことではなか

った。それゆえに 1677 年 12 月 7 日付のニコラ・ステノンとの対話において、単にこの事象系列の理由

が物体的ではないということだけでなく、とりわけ、理由のないものは何もないという原理が、大きさ・

形・運動に基づく機械論 mechanica の外で使用されねばならないということを論証する試みがなされて

いたのであった6。 

 ところでこのテクストにおいては、純粋自然学によって想定される原因と結果の諸規則でさえ、先立

つ時期の諸テクストにおけるような形而上学的原理としての地位をもはや持たないことが看取される。

運動の原因の探究は理由律を用いて、十分な理由まで推し進められねばならない。このことは非物質的

な諸事物についても同様である。すなわち物質的な諸事物の理由だけでなく、同様に非物質的な諸事物

の理由が、十分な理由に至るまで探究されねばならない。 

 では、諸事物の諸原因はどこに見出されるか。ライプニッツは続けて言う。「そうして実在の理由は諸

本質の優越に求められねばならない。」ここにおいて、形而上学における諸事物の諸原因の探究はつまる

ところ実在の理由の探究であることが明らかとなる。というのも、「世界が永遠であると人が想像すると

仮定しても、[…]永遠的な諸事物のうちにはいかなる原因もないとしても、それでも理由が理解されねば

ならない」からである（『事物の根本的起源について』GP VI, 302）。したがって、形而上学はなぜ無でな

く世界が実在しているのか、そして他ではなくこのように実在しているのかを問う。この実在の理由は

世界の継起的諸状態のうちには見いだされない。それは世界を超えた何かの内に求められなければなら

ない。この何かこそ、ライプニッツがここで「諸本質の優越」と呼ぶものである。 

 では「諸本質の優越」とは何であろうか。他の諸テクストがこれを解明するのに役立つ。ライプニッツ

の著作において、「優越」について語るもので、世界の起源の問いと直接に結びついた出現箇所は少なく

とも五つあり、そのうち三つはラテン語、二つはフランス語である7。まず、『事物の根本的起源について』

                                                      
5 « car la science est de sçavoir les raisons, et les raisons de ce qui a esté fait par entendement, sont les causes finales ou 

desseins de celuy qui les a faites, les quelles paroissent par l’usage et la fonction qu’elles font.  » (Leibniz à – (?), 1679, A 

II, 1, 778) 
6 A VI, 4, 1375 : « Ergo ea debet esse extra seriem. Haec ratio non est corporea, alioqui intra corpora ista seu in serie 

fuisset jam comprehensa. Ergo necessarius est usus hujus principii etiam extra mechanica.  » 
7 ラテン語では、« Quae ratio facit ut haec existant potius quam alia, facit etiam ut potius aliquid existat quam nihil: 

Nam si ratio reddatur cur haec existant, reddita etiam erit cur aliqua existant. Haec ratio est in praevalentia rationum ad 
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における「諸傾向の優越」という連辞がわれわれに教えるのは、これが諸本質の諸傾向の優越であると

いうことである。では何への傾向が問題であるか。『なぜ他ではなくこれらが実在しているのかの理由に

ついて』における「実在しないことへの諸理由に対する実在することへの諸理由の優越」という表現に

よって、これが非実在ではなくむしろ実在への諸本質の傾向の優越であることが判明する。最後に、フ

ランス語における二つの出現箇所が比較の観点を導入する。これによって示されるのは、ある諸本質の

別の諸本質―矛盾を含まず可能であるが前者の諸本質とは不共可能な―に対する、完全性・知解可

能性・秩序という点での優越が問題であるというである。これらの事柄を考慮に入れるならば、「諸本質

の優越」という短縮された連辞が言わんとするのは、まず、すべての可能な本質が本性上非実在ではな

く実在への傾向性の優越を有しているということ、そしてそれと同時に、それらの諸本質のうち、完全

性において優越するものが他を凌ぐということである。同様の考えが、異なる表現の下で、1676 年ごろ

の著述にからすでに見いだされることはよく知られている。 

 さて、実在の理由が「諸本質の優越」のうちにあるという主張は、本質と実在の関係に関して少なくと

も以下の四つのテーゼを含んでいる。第一に、本質と実在のリアルな区別および本質の実在に対する優

先の主張である。実際、ステークマンによる本質と実在の混同が特に第一章へのコメントにおいて批判

される。ライプニッツによれば、本質の問いと実在の問いは別のものであり、前者は後者に先行し、適用

される。この点に関して、1698 年のガブリエル・ワーグナーとの議論を参照することが適切であろう。

この議論は諸本質の問いと形而上学のプロジェクトとのつながりを示している点でとりわけ興味深い。

本質が実在の理由となるということは、本質の実在に対する本性上の先行性を含意している。ライプニ

ッツの表現では、「本質は、それによって実在の理由が与えられうるがゆえに、実在に常に本性上先行す

る」 (Grua, 393)。ワーグナーによれば、神は彼が永遠的だと主張する世界と同一視されるのであり、普

遍的で抽象的な諸観念と諸事物は実在する諸個体に由来するのである。それゆえ、彼にとって、普遍的

で抽象的な諸事物を対象とする形而上学は第一哲学としての身分を持たず、むしろ自然学こそが第一哲

学なのであり、形而上学はその後に来るのである。ライプニッツはこの現実主義的立場に対してつぎの

ように反論する。「現実的で完足的な個体的諸事物、すなわちフィジカルな諸事物あるいは可能な諸事物

は、諸可能性の抽象的で一般的な諸法則あるいは形而上学-数学的諸法則すなわち諸永遠真理あるいは諸

                                                      
existendum, prae rationibus ad non existendum… » (De ratione cur haec existant quam alia, mars à août 1689 ?, A VI, 

4, 1634) ; « In aeternis enim, etsi nulla causa esset, tamen ratio intelligi debet, quae in persistentibus est ipsa necessitas 

seu essentia, in serie vero mutabilium, si haec aeterna a priore fingeretur, foret ipsa praevalentia inclinationum ut mox 

intelligetur, ubi rationes scilicet non necessitant (absoluta seu metaphysica necessitate ut contrarium implicet), sed incli-

nant. » (De rerum originatione radicali, 1697, GP VII, 302) ; « Porro quae causa facit, ut aliquid potius sit quam nihil, 

facit etiam ut plus sit potius quam minus, nam ratio est *actus* seu praevalentia existentiandi in causa seu principio 

existentiarum. » (De Realitate ([1700] LH IV, III 5e, Bl. 30r, V. de Risi, “Leibniz around 1700: Three Texts on Meta-

physics”, The Leibniz Review, 16, 2006, p. 58) 

 フランス語では、« Pour etre possibles, il suffit de l’intelligibilité; mais pour l’existence, il faut une prevalence d’intel-

ligibilité ou d’ordre; car il y a ordre à mesure qu’il y a beaucoup à remarquer dans une multitude. » (À Bourguet, 1713, 

GP III, 558) ; « Or il n’est pas possible que l’Univers entier ne soit pas bien reglé, la prevalence en perfections etant la 

raison de l’existence de ce systeme des choses, preferablement à tout autre systeme possible. » (À Remond, 1715, GP III, 

636)  
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観念から派生する8。」今の目的は形而上学が自然学に対して有する関係を詳述することではない。ここで

はただ、実在に対する本質の先行性の主張が、ワーグナーが主張する意味での、「形而上学は自然学の後

に来る metaphysica post physicam」(Grua, 396)というテーゼを退けるために提示されていることを強調

しておきたい。 

 第二に、このように本質が実在から区別され実在に先行し、それゆえ「実在の原理9」であるのみなら

ず、可能な諸本質の領域は現実に実在するものの領域を超えて拡がるのでなければならない。言い換え

ると、一部の諸本質が別の諸本質に対して優越することによって実在するという事態は、この世界にお

いて実現する諸本質の他に、決して実在することはないがそれでもやはり無矛盾で、それ自身では可能

な諸本質がなければならないということを要求する。 

 第三に、先行する二つと結びついているが、「諸本質の優越」は、諸本質が皆、実在への等しい価値あ

るいは完全性を有するということを排除する。こうして、一部の諸本質が完全性、知解可能性、秩序にお

いて他の諸本質を優越する。 

 第四に、世界の実在の理由は他ならぬ「諸本質の優越」に存するがゆえに、互いに両立不可能な諸本質

の中で実在することになるのは、一緒になって可能な最完全な系列あるいは世界を構成するもののみで

ある。もし仮に、完全性において劣る可能世界が実在するとすれば、世界の実在の理由は「諸本質の優

越」とは別のところに求められることになろう。 

 このように、「諸本質の優越」は、ライプニッツ形而上学における本質と実在の関係についての重要な

諸テーゼを含意しているのである。    

    

2. 可能的諸本質の独立あるいは依存と形而上学の本性   

 形而上学の定義に戻ろう。すぐ直後の箇所でライプニッツが続けて言うように、この諸本質の優越の

事象性 realitas は、「それ自身によって実在するある原始的実体すなわち神に基づいている」。実在者の実

在の理由は神から独立に存在する諸本質にではなく、「諸観念あるいは可能な諸本質の領域10」、すなわち

必然的に実在する神の知性の内に実在する諸本質の内に見出されるのでなければならない。『弁神論』184

節で言われるように、「神がなければ、単に実在するものが何もなくなってしまうだけでなく可能なもの

さえ何もなくなってしまうであろう」11。それゆえ神は、『事物の根本的起源について』の表現によれば、

「諸本質及び諸実在の事象性の究極理由12」である。また、『人間知性新論』の説明に従えば、哲学が探

究する諸理由を提供するのは「神の知恵」である。したがって、理由律を用いて諸事物の諸原因を扱う学

                                                      
8 Grua, 396. 
9 Notationes Generales, 1683 年夏から 1685年初頭まで(?), Grua, 324, A, VI, 4, 557. 
10 Ad Ethicam Benedicti de Spinoza, 1678 (?), A VI, 4, 1768. 
11 可能的なものの存在論的身分はどのようなものであるか、形而上学史におけるこの問いを巡る論争の中でライプニ

ッツのテーゼはどのような位置を有するか。この問題の詳細については、筆者は別のところで論じた。Takuya Hayashi 

« Le statut ontologique des possibles chez Leibniz », in „Für unser Glück oder das Glück anderer“. Vortrage des X. 

Internationalen Leibniz-Kongresses (s. Anm. 1), Bd. IV, S. 415-425. 
12 « ultimam rationem realitatis tam essentiarum quam existentiarum »(GP VII, 305). あるいは、V. カローがこだわる

表現では、神は ratio sibi ipsi である(Vincent Carraud, Causa sive ratio : la raison de la cause de Suarez à Leibniz, PUF, 

Paris, 2002, ch. V)。Cf. A VI, 3, 120 : « sibi ipsi ratio ». 
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である形而上学は、ただ非物質的実在者および可能な諸本質のみならず、「諸本質及び諸実在の事象性の

究極理由」としての神をも対象とするがゆえに、同時に自然神学ないし合理神学である13。 

 ところで、形而上学の歴史において、諸本質の神との関係での依存あるいは独立という問いは形而上

学の本性の問いと、必然的な関係にはないにしても無関係ではなかった。ここでは、ライプニッツ形而

上学が同時に自然神学として構想されていることを歴史的な観点から確認したい。知られているように、

神の消去という「ありえない仮定」を立てることによって、ドゥンス・スコトゥスは、可能なものは神の

実在や力能からは独立にそれ自身無矛盾で可能であるとした。「[…]たとえ、ありえないことであるが、

神が実在しないとしても、存在はそれに背馳するであろう14。」「[…]たとえいかなる力能もそこに及ばな

いというありえない仮定の下でさえも、この論理的可能性は自身のラチオによって存立しうる15。」O.ブ

ルノワによれば、これによってスコトゥスは「形而上学の二つの次元を暗黙裡に切り離した16」。スコト

ゥス自身によるこの帰結の明確な否定にもかかわらず、彼の主張は形而上学の二つの別個の学への分岐、

すなわち一方で超越概念を扱う普遍的形而上学たるオントロギアと、他方で個別的な形而上学としての

自然神学への分岐へと途を開いたのである。 

 諸本質とそこから生じる諸永遠真理の事象性を問うとき、ハノーファーの哲学者はこの歴史を意識し

ているように思われる。このことを示すのが、ピエール・ベールの長い引用に続く、つぎの『弁神論』

184 節である。 

ライプツィヒの著名な教授であった故ヤーコプ・トマジウス氏は、イエナ大学のダニエル・シュタ

ール教授の哲学的諸規則の解明において、神を超えてまで進んでいくのは適切でないということを

うまく指摘していた。さらにまた、一部のスコトゥス主義者のように、たとえいかなる知性それも

神の知性までもがなくなったとしても永遠真理は存立するなどというべきではない、とも指摘して

いた。これはなぜかというと、私の考えでは、永遠真理の事象性をなすのは神の知性だからである。

ただし神の意志はそこに関わらないけれども。およそ事象性は何か実在しているものの内に基礎づ

けられているのでなければならない。確かに無神論者でも幾何学者になることはできる。しかしも

し神が実在しないとしたら、幾何学の対象はなくなってしまうだろう。神がいないならば、現に実

在しているもののみならず可能的なものまで一切なくなってしまう。それでもやはり、事物相互の

つながりと事物と神とのつながりがわかっていない人々でも、一部の諸学を、神の内にあるそれら

の第一の源泉を認識することなしに理解することはできる。アリストテレスも、それをほとんど認

識しなかったのだが、個別的な諸学の諸原理が高次の知に依存しそれを根拠にしているということ、

そしてまたこの高次の知は存在を、それゆえ存在の源泉である神を対象として有さねばならないと

                                                      
13 ステークマン形而上学へのノートの実践哲学に関する箇所における、「宇宙の共和国の学説としての実践的自然神

学」という表現に鑑みれば、当の自然神学は、より特殊的には理論的自然神学と呼ぶことができるだろう。この呼称

は実際、『人間知性新論』のある一節において、ライプニッツ自身によって承認されている。「自然神学は理論的と実

践的の二部を含み、一度にリアルな形而上学と最も完全な道徳を含む。」(Nouveaux essais sur l’entendement humain, 

IV, 8, 9, GP V, 413) 
14 Ordinatio I, d.43, § 5 (ed. Vatican, VI, 354) 
15 Ibid., d.36, § 61 (ed. Vatican, VI, 296) 
16 Olivier Boulnois, Métaphysiques rebelles, 2013, PUF, p. 307. 
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いうことを認めていたときには、やはり真実に近くてかなり良いことを言っていたのである。ケー

ニヒスベルクのドライアー氏が正しく指摘したところでは、アリストテレスが求めた真の形而上学

は彼の＜求めている学＞と言われ、つまりは神学だったのである17。 

この一節に関して、議論の順序に従う三つの説明が必要である18。第一に、かつての師ヤーコプ・トマジ

ウスの抜粋を一部翻訳することによって、『弁神論』の著者は、神的知性へのいかなる関連付けさえもな

しに永遠真理の存立を主張する一部の極端なスコティストを非難する。ここでは、ともにスコトゥス主

義者でありながら、スコトゥスにおける永遠真理の存在論的身分を巡って対立した、マストリウス

（Bartholomew Mastrius）とポンキウス（Johannes Poncius）との間の論争が特に念頭に置かれているの

であろう。スコトゥスとともに神の削除の仮定を立てるとするならば、それは反対の事柄を強調するた

めである。ライプニッツによれば、永遠真理はその支えである神の知性なしには存立することができな

い。 

 第二に、ライプニッツはアリストテレスにおける高次の学に言及する。ライプニッツによれば、確か

に、スタゲイラの哲学者は神の知恵が永遠真理を事象化 réaliser すること、すなわち永遠真理、それゆえ

諸学の源泉が神の内に存することをほとんど知らなかった。それでもライプニッツはアリストテレスの

うちに「近くてかなり良いこと」を見出す。ライプニッツに従えば、アリストテレスが述べていたのは、

個別的な諸学の諸原理がそれに依存する高次の学が、存在を、それゆえ存在の源泉である神を対象とす

るということである。 

 第三に、ライプニッツはこうしてアリストテレスにおける高次の学、ここでは第一哲学を神学として

解釈する。アリストテレスの第一哲学は自然神学から切り離された予備的学科ではない。これに関して、

いつものようにクリスチャン・ドレイエが引き合いに出される。スコラによって改変されたアリストテ

レス像にも、近代の哲学にも逆らって、アリストテレス自身に忠実たらんとするこのアリストテレス主

義者にとって、アリストテレスの求めた「真の形而上学」はオントロギアではなく、自然神学であった。 

 このように、ライプニッツは自然神学から分離されたオントロギアとしての形而上学へと導きかねな

い一部のスコティストの強い本質主義を退け、神の知性に基礎を有する諸本質の事象性という思想を採

用するのである。この思想は「真の」アリストテレスと連続的に、形而上学は同時に自然神学でもあると

主張することを可能にするものであった。では、自然神学者ライプニッツの神はいかなる仕方で働く神

であるか。この問いに対しても、「優越」を媒介にして答えることが可能である。実際、「諸本質の優越」

は、神における実在せしめることの優越に対応するのである19。したがって、すでに見た「諸本質の優越」

                                                      
17 GP VI, 226f. 佐々木能章訳、『弁神論』上、工作舎、1990年、294頁以下を参考にしたが、適宜修正を加えさせて

いただいた。 
18 いかなるかぎりで数学的真理と道徳的真理が神に依存するかという問いは、P. ラトーの論文の対象である。Cf. Paul 

Rateau, « Un Athée peut-il être vertueux », in Leibniz et le meilleur des mondes possibles, Paris, 2015.   
19 De Realitate ([1700] LH IV, III 5

e, Bl. 30r, V. de Risi, “Leibniz around 1700: Three Texts on Metaphysics”, The 

Leibniz Review, 16, 2006, p. 58) : « Porro quae causa facit, ut aliquid potius sit quam nihil, facit etiam ut plus sit potius 

quam minus, nam ratio est *actus* seu praevalentia existentiandi in causa seu principio existentiarum.  » 
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の諸含意との対応に限定するならば、ライプニッツの神は、最も知恵ある仕方で働く神、すなわち可能

な諸世界のうち最完全な世界を認識し、選択し、現実化する神である。 

 

おわりに 

 以上見てきたように、本稿で取り上げた形而上学の定義は、理由律による原因探究、実在の理由とし

ての「諸本質の優越」、実在及び本質の事象性の基礎としての必然的存在者たる神といった諸要素を含ん

でいる。これらの要素はライプニッツ形而上学の重要な諸テーゼを含意している点において、当の定義

はライプニッツ固有のものとみることができる。もちろん、これは一定義にすぎず、ライプニッツの形

而上学プロジェクトを十全に再構成しうるものではない。しかしながら、彼の著作における形而上学の

定義の少なさを考えれば、従来見過ごされてきたこの定義は貴重であり、より注目に値するであろう。 

 最後に、本論では扱わなかったが、ライプニッツの形而上学プロジェクトにとって重要ないくつかの

事柄に触れ、問いの形で展望を示しておきたい。 

（１）本論で見た形而上学の定義は、晩年のライプニッツ形而上学を特徴づけるには不十分である。お

そらくまさにそのゆえに、著者は定義に続けて、「諸モナドのあるいは諸単純実体の本性は同時に生じる」

という一文を、一見唐突な仕方で付加したのであろう。ではモナドのへの言及は上で見た形而上学に何

を付け加えるだろうか。 

（２）ライプニッツは、自身の形而上学の定義に、草稿で当初「オントロギア」と記述していた通俗的な

一般形而上学を対置する。これによって、自然神学としての形而上学理解が、オントロギアとしての形

而上学理解に対立するものであることが一層明確となる。しかし、オントロギアのどのような点にライ

プニッツは難点を見出すのであろうか。また、とりわけライプニッツの初期形而上学のうちにオントロ

ギア的な性格が見出されるとすれば、どのような展開を経て、自身の過去の立場をも含む意味での「第

一哲学の改善」はなされたのであろうか。 

（３）これに関連して、自然神学としての形而上学という理解は、先行者たちのものとなんら変わると

ころがないのだろうか。それともライプニッツ独自の捉え直しが認められるのであろうか。 

（４）興味深いことに、当時のオントロギアに共通なラミスト的方法で記述されたステークマンの形而

上学の本性と構成を批判するために、ライプニッツは諸学の分類を自然哲学、さらには実践哲学にいた

るまで提示するのである。なぜわざわざ諸学の分類をこのテクストで披露する必要があったのか。諸学

の分類における形而上学の位置は、彼の形而上学プロジェクトについてわれわれに何を教えるであろう

か。 

（５）形而上学の定義に「諸本質の優越」が含まれていることはすでに見た通りである。この諸本質は可

能的な諸本質である以上、ライプニッツ形而上学にとって可能性概念は核心的な役割を果たしていると

言うことができる。では可能性の概念は、彼の生涯を通じて同一であり続けたか。否。実際にはこの概念

は、様々な哲学的伝統からの影響を受けつつ、またそれらとの対決の中で大小の変化を被ってきた概念

である。それではこれらの変化に応じて、形而上学のプロジェクト自体も変化するのであろうか。そう

であるとすれば、それはどのような展開を見せるであろうか。 
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Remarques sur une définition leibnizienne de la métaphysique 

Takuya Hayashi 

Dans cet article, l’auteur étudie une définition de la métaphysique, formulée dans un texte tardif de Leibniz. 

Il essaie de montrer la fécondité de cette définition, qui implique plusieurs thèses essentielles à la métaphy-

sique leibnizienne.  

  




