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はじめに

バウムガルテンの実体論は、伝統的な形而上学の議論として存在論に位置付けられるものの、
彼の『形而上学』全体を見渡すならば、世界論においては世界における物体相互の関係を説明する
ための、あるいは心理学においては心身問題を解決するための、あるいは自然神学においては神
と世界の関係を説明するための、それぞれの理論の基礎付けを担っている。本稿の検討対象であ
る「実体化された現象」（phaenomenon substantiatum）は、物体の基礎付けを担う重要な概念の
一つである。

バウムガルテン研究の一翼を担ってきたカント哲学の前史という問題関心からも、実体化され
た現象という概念は注目に値する。というのも、カントが『純粋理性批判』で用いる「現象的実体」

（substantia phaenomenon） は、研究史のなかで評価を大きく変えてきたものの一つであり、
その変化の契機の一つにバウムガルテンの実体化された現象との比較を指摘することができるか
らである。例えば N・ケンプ・スミスは実体化された現象を「ライプニッツの言い廻しの採用」
と評価しており、「カントの現象主義的教説における経験的対象と等価ではない」と断じる（Kemp 
Smith［1923］p. 215）。それに対して、R・ラントンや E・ワトキンスのように、現象的実体を
カントの批判哲学のうちに整合的に解釈することを試みる論者もいる。しかしながら、彼らはバ
ウムガルテンの実体化された現象とカントの現象的実体の連続性を、両者の十分な比較なしに主
張する傾向にある（cf. Langton［1998］pp. 53–67, Watkins［2005］ pp. 349–354）。近年は両概念の
比較を通じて、両者の連続性あるいは断絶を主張する研究が散見される。例えば C・ダイクはカ
ントがすべての現象的実体を実体の複合体とは考えていない点で異なると注意を促しつつも、一
つの実体と見做された一連の偶有性にのみ適用される点で（少なくとも前批判期）カントとバウム
ガルテンの連続性を指摘する（cf. Dyck［2014］pp. 94–95）。他方で国内では、嶋崎がカントにお
ける現象的実体への転換に自然科学論の正当化と物質量保存を現象の内で成立させる実体概念の
確立を読み取る立場から、バウムガルテンにおける実体化された現象はあくまでも「見かけ」であ
る一方、カントの現象的実体は実体と見做された現象ではなく、現象と見做された実体であるこ
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実体化された現象(phaenomenon substantiatum)とは何か
―実体的なもの(substantiale)による再構成の試み―
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1 現象的実体とは「事物の恒常不変」であり（A146/B186）、「諸関係の総体」（A265/B321）であり、「物質」であ
り（A277/B333）、それは永続性という視点から特徴付けられる。例えば御子柴は、現象的実体は「他の同
種の実体との（引力と斥力のような）相互関係」にあり、「外的なもの」との関係が「内的なもの」を構成する
思考法であることを確認すると、「複数の実体が同一の空間の中に共存するという、感性を前にした考
え」と説明する（御子柴[2020] pp. 344–345）。
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とを強調する（cf. 嶋崎［2014］pp. 164–165）。また増山はバウムガルテンがライプニッツ的な実
体と現象の二分法を前提するという立場から（cf. 増山［2015］p. 182）、彼の体系において峻別さ
れた「現象＝物体と実体＝モナド」が根拠とその帰結の関係であることを理由に、実体化された現
象と現象的実体の相違を指摘している（cf. 増山［2015］pp. 172–173）。

以上の研究動向を踏まえるならば、バウムガルテンの実体化された現象とカントの現象的実体
における影響関係の見直しが近年進められているものの、前者の概念がライプニッツ哲学の再構
成として理解されるに留まっているという問題を挙げることができる。バウムガルテン研究の立
場から指摘するならば、彼の実体論がもつ二面性、つまり自存性に特徴付けられる伝統的な実体
解釈と偶有性の主語であるという基体性に特徴付けられるもう一つの実体解釈との共存が看過さ
れてきたために、実体化された現象は不当な評価を受けているといえよう。したがって本稿の目
的は、従来の研究によってライプニッツ哲学ないしカント哲学の枠組の下に検討されてきた実体
化された現象を、バウムガルテンの実体論そのものに置き直し、再評価することにある。

本稿の議論は以下の順序で進められる。第 1 節「定義」では、バウムガルテン『形而上学』の存在
論に提示された実体化された現象の定義を検討する（§ 193, 201）。その検討から、実体化された
現象がもつ実体との共通性を、「実体的なもの」（substantiale）によって特徴付けるという議論の
方向性が示される。続く第 2 節「複合実体」（substantia composita）では、モナド論における実体
化された現象の記述を扱う（§ 233）。前節では実体的なものをもつことが実体化された現象の特
徴として指摘されたが、本節においては実体的なものをそれ自体の外にもつこととして、両者の
関係が再提示される。そして第 3 節「質料と物体」では、実体化された現象の一事例である「質料」

（materia）や「物体」（corpus）を取り上げ（§ 295, 296）、作用関係の視点からの考察を加える。そ
れによって私たちは、ライプニッツ的な実体と現象の二分法としてでも、カントの言説からの再
構成でもなく、バウムガルテンの思想枠組のうちに、実体と実体化された現象を実体的なもので
ある実体（つまりそれ自体のうちに実体的なものをもつ実体、あるいは伝統的な自存する存在者
としての実体）と実体的なものをそれ自体の外にもつ実体として区別することが可能となる。

1. 定義

バウムガルテンは、実体化された現象という概念を、実体と偶有性の定義に続けて、次のよう
に定義する。

§ 193
偶有性が自存するものにみえるならば、それらは《実体化された現象》a である。

  a 自存するようにみえること .
Accidentia si videntur per se subsistentia, sunt PHAENOMENA SUBSTANTIATA a.

  a das vor sich zu bestehn scheinende.

実体が伝統的に自存する存在者として理解されてきたことは、ここで改めて確認するまでもない
であろう。その場合、偶有性とは自存しない存在者、つまり他のものに内属する存在者として記
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述される。この前提のもと（cf. § 192）、バウムガルテンは本来であれば自存することのない偶有
性が、あたかも実体のように自存するものにみえる場合を、実体化された現象と名付ける。「みえ
る」（videntur）ことは、「存在する」（esse）ことから区別されており、そこには仮象的なものと真な
るものという対立がある（cf. § 12）。ゆえに実体化された現象という事態は、自存する実体を真
なる実体とするならば、仮象実体と見做すことができるものである 。実体化された現象が実体
と換言される箇所は管見のかぎり確認されないことから、たしかに自存する真の実体と自存する
ようにみえる仮象実体の区別は有効である。以上の解釈は、例えば嶋崎や増山、そして部分的に
はR・ラントンに共通するものである。嶋崎はマイヤーを挙げて実体化された現象が仮象実体で
あると指摘すると、「あらゆる実体はモナドである」というバウムガルテンの記述（§ 234）を論拠と
して、単純実体であるモナドのみが真の実体であるという解釈を提示する（cf. 嶋崎［2014］pp. 
163–164） 。また増山も同箇所を論拠として、複合実体は真の実体（＝単純実体＝モナド）ではな
いと結論付ける（cf. 増山［2015］pp. 37–39） 。あるいはR・ラントンはカントから再構成するか
たちで、究極的な主語であるような純粋な実体と明確に区別された、偶有性が論理的に主語にな
るような相対的な実体として実体化された現象を説明し、それがあくまでも現象の領域にあるこ
とを強調する（cf. Langton［1998］pp. 53–54）。

他方で、実体化された現象と名付けられる以上、そこには実体との何らかの共通性も指摘しう
るのではないだろうか。すなわち、実体化された現象における実体性とは一体何であるのかを問
う必要がある。私たちはその問いに、「偶有性が自存するようにみえる」ことがどのような事態を
示しているのかという視点から迫りたい。

§ 201 
実体化された現象には力が帰され（§ 199, 193）、そして、実体化された現象は広義の力であ
るか、あるいは広義の力を与えられる（§ 197, 23）。もし偶有性に狭義の力が帰されるならば、
たしかに偶有性は実体化された現象である（§ 198, 193）。
Phaenomenis substantiatis vis tribuitur (§ 199, 193) et sunt etiam vires latius dictae, aut 
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2 本稿では扱うことができなかったが、「現象」（phaenomenon）の定義から実体化された現象の検討を行っ
たものとして、津田[2019]を挙げることができる。現象とは「感官を通じて（より渾然と）認識することが
可能であるもの」であり、その点で実体化された現象は存在論のうちで定義されながらも、経験的認識を
モデルとした認識論的視点から構成されていると指摘される（cf. 津田[2019] pp. 33–35 ）。

3 嶋崎は次節で触れる§234を論拠とし、バウムガルテンにおける実体を容易に単純実体としてのモナドと
同定しているが、嶋崎自身が後続箇所で言及するようにそのような解釈はカントの「ムロンゴヴィウス形
而上学講義」から借用したものであろう（cf. 嶋崎[2014]p. 164）。

4 増山は実体と偶有性をそれぞれの現実存在の形式、つまり自存と内属によって特徴付けている。しかしな
がら、バウムガルテンは自存する存在者として実体を定義することを避けており、むしろ実体が他のもの
の規定や述語として現実存在しうることを認めている（cf. MT[1743]S. 14）。ゆえに、実体とモナドが互換
可能な概念である場合には一定の制限があるという解釈の立場を本稿は支持する。

5 二版において、偶有性の内属の充足根拠である狭義の力と、偶有性の内属の根拠である広義の力という区
別が導入される。それゆえ、初版の当該項は次の通りであった。「実体化された現象には力が帰され、力
が帰された偶有性は実体化された現象である」（Phaenomenis substantiatis vis tribuitur accidentia, qui-
bus vis tribuitur sunt phaenomena substantiata）。
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viribus latius dictis praedita (§ 197, 23). Quod si vero strictius dicta vis tribuitur acciden-
tibus, sunt ea phaenomena substantiata (§ 198, 193).

「力」（vis）とは偶有性が実体に内属するという帰結に対する充足的根拠である（cf. § 197）。実体化
された現象は偶有性が自存するものとしてみえていることへの呼称であるから、それはすでにそ
のようなものとして現実存在している、いわば何らかの根拠の帰結である。翻って、実体化され
た現象という帰結からはその根拠へと、さらに充足的根拠へと推論できねばならない（cf. § 29）。
ゆえに上記の引用§ 201では、まさにこの帰結から根拠への推論が用いられ、実体化された現象
から充足的根拠である力が導出されていると説明することができる。このとき私たちが注目すべ
きは、「あらゆる実体は実体的なものをもつのであり、それゆえ力が与えられる」（omnis 
substantia est substantiali hinc vi praedita est substantiale）という§ 199の記述である。実体化
された現象が力をもつことは先述のとおりであるが、ここでは力をもつことが実体の性質の一つ
として捉えられている 。したがって、実体化された現象がもつ実体との共通性とは力をもつ点
にある。

しかしながら、これだけでは「偶有性が自存するようにみえる」という事態の説明としては不十
分である。そこで § 199において実体と力を架橋するように「実体的なもの」という概念が用いら
れる点に着目しよう。実体的なものは自存と内属という伝統的なモデルのうちに実体を位置付け
るだけでなく（cf. § 192）、偶有性が内属するところのもの、つまり偶有性の主語（あるいは基
体） として実体を特徴付けるために導入された概念である（cf. § 196） 。偶有性が実体的なもの
に内属するとき、実体的なものには偶有性の内属根拠である力が帰されねばならない。この点で、
実体的なものと力のあいだにも帰結と根拠の関係があるといえる 。力は偶有性が或るものに内
属することの根拠であるから、それゆえ或るものが偶有性の主語であることを帰結するのであり、
そのとき或るものは力に対する帰結として、同時にそのような或るものに対する根拠として実体
的なものをもつのである。「偶有性が自存するものにみえる」という事態は、偶有性であるにもか
かわらず実体的なものをもつことで、他の偶有性の主語としてみえる状態と換言できよう。した
がって、実体的なものは、力と同様に実体化された現象という帰結に対する根拠である。

実体化された現象は、他の偶有性が内属することで自存するようにみえる偶有性であり、たし
かにそれは実際には自存していないという意味では真の実体ではない。他方で、実体化された現
象は他の偶有性の主語として現象しているという意味で、つまり実体的なものをもつかぎりで実
体の一種である。従来の解釈は自存性に特徴付けられた伝統的概念として、実体の一面ばかりが

6

7 8

9

6 § 201の引用文中で§ 199が参照指示されていることから、§ 199の主語「あらゆる実体」のうちの一種に仮象
実体であるところの実体化された現象が含まれると解釈した。仮に「力が帰される」ことに対する参照指示
であれば、その定義項§ 197がより適切である。

7 バウムガルテン自身が実体そのものの定義に“subiectum”という語の使用を避けていた点に留意して
（MT[1743]S. 16）、主語と訳出した。

8 バウムガルテンの実体論がもつ二面性については、『形而上学』二版の書き換えに着目することで、より輪
郭を明らかにすることができる。この点については別稿に譲る。

9 例えば増山は、「実体の持つ内属性の基体あるいは内属の根拠＝力としての側面」が実体的なものであると
説明している（増山[2015]p. 37）。しかしながら、本稿第3節で示されるように、実体的なものと力の相違
点が重要となる文脈もある。
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注目された結果、実体化された現象の仮象性が強調されてしまった。しかしながら、実体的なも
のに特徴付けられるもう一つの実体の性質に目を向けることで、実体化された現象の実体性を浮
き彫りにすることができる。実体化された現象の実体性に注目する態度は、先で言及した R・ラ
ントンをはじめ、C・ダイク等にも確認できる 。たしかに R・ラントンはバウムガルテンの実
体化された現象が仮象であることを強調するものの、カントの表現を借用するかたちでそれを

「相対的な実体」と換言し、「他の現象のための基体」という実体の役割を担うと説明する（Langton
［1998］pp. 53–54） 。また C・ダイクは本節で引用した § 193と § 201を参照すると、実体化され
た現象を「一つの実体とみなされた一連の偶有性」と説明する（cf. Dyck［2014］p. 94） 。その際に
彼がバウムガルテンに倣って前批判期のカントが定義したところ実体、つまり主語という概念や
実体的なものによって捉えられた実体を議論の前提に据えることは（cf. Dyck［2014］p. 91）、バ
ウムガルテンのテクスト内部で実体化された現象を実体的なものによって再構成する本稿にとっ
て、十分に示唆的な役割を果たしうる点で重要である。以上の先行研究に見て取れるように、実
体あるいは実体的なものをどのように解釈するかが、実体化された現象の解釈の分岐点である。
したがって次節では、実体的なものに注目することでバウムガルテンの実体論のうちに実体化さ
れた現象の実体性を示したい。

2. 複合実体

実体化された現象は、偶有性の主語つまり実体的なものをもつものとして特徴付けられた実体
であるが、そもそも偶有性が実体的なものをもつことはいかにして可能であるのか。以下では、
モナド論において実体化された現象と結論された複合実体という概念に着目し、実体化された現
象と実体的なものの関係を探る。

10

11

12

10 E・ワトキンスにもこの傾向を読み込むことはできるものの、彼は直接的にバウムガルテンの当概念を検
討しておらず、また一部ではカントの現象的実体と混同するような記述がある（cf. Watkins[2005]p. 352）。

11 より精確には、バウムガルテン『形而上学』§ 193、つまり「実体化された現象」の定義項を引用すると、そ
れに「現象的実体一般」という名称を与え（cf. Langton[1998]p. 53）、カントが『純粋理性批判』の「第一類推
論」で扱った「現象的実体」をそのうちの一種と見做すという解釈を提示している。「現象的実体一般」は、
他の現象の基体となる現象である点で相対的な実体でしかなく、主語としてみられる偶有性であるが、主
語としてのみ考えられて他のものの述語としては決して考えられないもの（つまり、究極の主語）ではない

（cf. Langton[1998]p. 56）。R・ラントンの解釈はカントの「現象的実体」に関連するテクストを論拠として
挙げている点に注意する必要があるものの、増山が指摘するようにバウムガルテンの実体化された現象に
対しては一定の妥当性をもつ（cf. 増山[2015]pp. 182–183）。しかしながら、増山は彼女の解釈が批判期カ
ントの現象的実体に符合するのかという点について、そこで用いられるテクストの時期から異論を唱える

（cf. 増山[2015]pp. 182–183）。
12 但しC・ダイクによると、実体化された現象にはカントにおける物自体と現象のような形而上学上の区別

はない。少なくとも前批判期のカントにおいては、実体化された現象あるいは現象的実体によって、実体
の種類の区別ではなく、むしろそれを実体と認識する二つの根拠、換言すれば上位認識能力のはたらきへ
の注意を描くことが意図される（cf. Dyck[2014]pp. 94–95）。
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§ 233
複合実体は、互いの外に定立され、特定の仕方で複合された（§ 226）他の実体の、総体とし
てでなければ現実存在しえない（§ 232, 155）。したがって、他のものの規定としてでなけれ
ば現実存在しえない（§ 36, 38）。したがって、複合実体は偶有性であり（§ 191）、それ自体と
して自存するようにみえるならば、そしてそのものに力が帰されるならば、実体化された現
象である（§ 193, 201）。
Substantia composita non potest exsistere, nisi vt complexus substantiarum aliarum ex-
tra se inuicem positarum (§ 232, 155), certoque modo compositarum (§ 226). Ergo non po-
test exsistere, nisi vt determinatio aliorum (§ 36, 38). Ergo est accidens (§ 191), et, si vi-
detur per se subsistere, ipsique vis tribuitur, est phaenomenon substantiatum (§ 193, 
201).

実体はモナドと呼ばれる単一実体と、それらが複合されたものである複合実体とに区別すること
ができる（cf. § 230）。複合実体の部分は実体的なものであるか偶有性であるかのいずれかである
が、偶有性は実体的なものの外では存在しない以上、複合実体の部分が偶有性であるならば、そ
れ自体の外に実体的なものが措定されなければならない（cf. § 231） 。このような存在者は「狭義
の複合的な存在者」（ens compositum strictius dictum）と言われ（§ 232）、つまりそれは複合体の
部分が単独にあるいは一緒に取り上げられた場合にそのいくつかの部分が実体であるような複合
体である（cf. § 225）。複合体の本質は複合の仕方であるといわれるように（cf. § 226） 、実体的な
ものは複合体の本質ではない。ゆえに、複合実体はそのものの外にある実体的なものと複合され
ることなくして現実存在しえないのである。換言すれば、複合実体は「力をもち、ゆえにそれ自
体の外に部分に先立って定立された実体をもつ」ような、狭義の複合的な存在者である（§ 232）。
上記の引用§ 233は以上の議論を纏めたものとして解釈される。最終文でも確認されるとおり、
複合実体は偶有性である。しかしながら、偶有性が存在するために内属のための基体、つまり実
体的なものが必要であるから、複合実体は「それ自体として自存するようにみえるならば」、互い
の外に定立された実体的なものと一緒に取り上げられた総体として現実存在するのである 。

ここで本節の冒頭で挙げられた問い、つまり偶有性が実体的なものをもつことがいかにして説
明可能であるかについて、上記の複合実体に対する理解から一つの解釈を提供したい。注目すべ
きは「複合実体は偶有性であり、それ自体として自存するようにみえるならば、そしてそのもの
に力が帰されるならば、実体化された現象である」こと、つまり偶有性であるところの複合実体
は特定の条件下で実体化された現象であると記述される点である。前節で触れたように、実体化
された現象は偶有性が自存するものとして現実存在するという現象への呼称である。実際にバウ

13

14

15

13 というのも、複合実体は厳密な意味で「複合的な存在者」であり、ゆえにそれを構成する部分は互いの外に
あるからである（cf. § 224）。

14 つまり、何から構成されているかではなく、いかなる仕方で構成されているかが本質である。「複合の仕
方に本質をもつ」ことについては増山[2015]p. 38も参照のこと。

15 § 232や§ 233における「互いの外に定立された他の実体」は、§ 231における「複合実体の実体的なものはそ
れ自体の外に定立される」（substantiae compositae substantialia sunt extra se posita）の換言であると
解釈し、実体を実体的なものと読み替えた。
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ムガルテンはそのように「みえる」こと、観察された事柄を当概念の起点として、実体化された現
象という帰結から力という根拠へと議論を進めている。この点に鑑みるならば、私たちは複合実
体を実体化された現象に対する可能態と見做すことができる。つまり、前節で扱った実体論（§
201）では実体化された現象という帰結からその根拠が導出され、本節で扱うモナド論（§ 233）で
は根拠によって現実化される前から後へ、可能態としての複合実体から現実態としての実体化さ
れた現象へと議論が展開しているのである。上記引用の表現を用いるならば、「特定の仕方で複
合された」ときに複合実体は実体的なものをもつものとして、実体化された現象として現実存在
するのである。したがって、複合実体が偶有性であることと複合実体が実体的なものをもつこと
は、その存在の様相の違いとして整合的に解釈することが可能である。

ここで以下の記述について付言しておく必要があろう。

§ 234
あらゆる実体はモナドであり（§ 233, 230）、狭義の複合的な存在者はモナドではない（§ 225）。
したがって、狭義の複合的な存在者は実体化された現象である（§ 193, 201）。
Omnis substantia monas est (§ 233, 230), ens compositum strictius dictum non est monas 
(§ 225). Ergo phaenomenon substantiatum (§ 193, 201).

前節で確認したように、実体化された現象の仮象性を強調する論者はその論拠として上記の§
234を挙げる。例えば増山は複合実体という表現の自己矛盾性を挙げると、バウムガルテンがモ
ナド論の議論（§ § 231–233）を経て「あらゆる実体はモナドである」（§ 234）という見解に達したと
いう理解に基づいて（cf. 増山［2015］p. 38）、「現象＝物体と実体＝モナド」という図式を提示する

（cf. 増山［2015］ pp. 172–173）。たしかに、§ 234以降で複合実体という表現を確認することがで
きないことはその解釈の証左となる。しかしながら、先に指摘した複合実体と実体化された現象
における様相の違いに着目するならば、あらゆる実体がモナドとして「存在する」ことと実体化さ
れた現象が一つの実体として「みえる」ことは共に成立しうるのではないだろうか。モナドとして

「存在する」ことの否定は一つの実体として「みえる」ことの否定ではない。増山は実体と偶有性を
それぞれの現実存在の形式、つまり自存と内属によって特徴付けている。しかしながら、「他のも
ののうちになくとも、他のものの規定でなくとも、現実存在しうる」（potest exsistere, licet non 
sit in alio, licet non sit determinatio alterius）存在者という彼の実体定義そのものに立ち返ると
き（§ 191）、彼は実体が他のものの規定や述語として現実存在しうることを認めている（cf. MT

［1743］S. 14） 。ゆえに、実体を無条件に自存する存在者＝単純実体＝モナドであると結論する
ことは困難であろう 。むしろ彼の実体定義に内包された実体の二面性、つまり自存する存在者
としての用例と偶有性の内属の基体である実体的なものをもつものとして用例に鑑みるならば、

16

17

16 バウムガルテンの実体論の肝要は実体概念そのものが神にも被造物にも適切な仕方で構想された点にあり、
その過程で両者の連続性（偶有性がそこに内属しうること）と断絶（被造物における実体的なものは神の創
造・維持によってのみ現実存在しうること）を、ともに実体的なものが引き受けるという枠組が洗練され
た点にある。このことは『形而上学』の初版の異同に鑑みるならば明らかである。

17 この点についてはバウムガルテンにおけるモナドと実体及び実体的なものの関係を検討する必要があるが、
それは別稿に譲る。
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実体化された現象の実体性をこそ強調すべきではないだろうか。したがって、私たちは狭義の複
合的な存在者がモナドとして存在することはないものの、それでも一つの実体として現実存在す
る実体化された現象であると最終文を解釈し、その実体性を肯定的に評価する。

3. 質料と物体

これまでの議論では、実体化された現象の実体性を実体的なものによって示してきたが、第 1
節の冒頭で確認したように真の実体との相違性にも言及する必要がある。先行研究とは異なる仕
方で、つまり実体的なものという視点から実体と実体化された現象の相違はどのように説明でき
るのか。以下では、実体化された現象のより具体的な事物のイメージ、つまり質料や物体を例に、
実体的なものをそれ自体の外にもつことに関する更なる検討へと進みたい。

§ 295 
延長体はそこに慣性力が帰されるならば、《質料》であり（cf. § 344）、実体化された現象であ
る（§ 234, 201）。質料はそこにこの力のみが帰されるならば、《第一質料》（単に受動的な質
料）である（cf. § 423）。
Extensum, cui vis inertiae tribuitur, est MATERIA (cf. § 344) et phaenomenon substan-
tiatum (§ 234, 201). MATERlA, cui haec sola vis tribuitur, est PRIMA, cf. § 423 (mere 
passiua).

§ 296 
質料はそれに運動力が帰されるならば、物理的《物体》であり（cf. § 289, 第二質料 , cf. § 295）、
そして実体化された現象である（§ 295, 201）。
Materia, cui vis motrix tribuitur, est CORPVS physicum (cf. § 289, materia secunda, cf. 
§ 295) et phaenomenon substantiatum (§ 295, 201).

延長体とは空間や場所を満たすものであるが、狭義の複合的な存在者の一切は延長体であり、狭
義の複合的な実体である実体化された現象も延長体である（cf. § 241）。したがって、上記二箇所
の引用の最終文で質料及び物体が実体化された現象と換言される理由は、それらが延長体である
という点にある。つまり、実体化された現象は延長体を内包する概念であり、そこに慣性力のみ
が帰される場合には質料、慣性力と運動力が帰される場合に物体と区別される。前節までの議論
を踏まえるならば、質料も物体もそれ自体の外に実体的なものをもち、その総体として力をもつ
かぎりで、偶有性の基体という意味での実体性を担うといえよう。上記の引用箇所では、質料や
物体が慣性力や運動力をもつこととして説明されており、これまでの議論では力といわれてきた
ものが具体化されている。以下では、これらの概念に注目して実体的なものと力の関係から、実

18

19

18 § 344の参照指示、及び最終文は二版以降の挿入である。
19 文中の丸括弧（cf. § 289, 第二質料, cf. § 295）は二版以降の挿入である。
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体的なものをそれ自体の外にもつことの検討を試みたい。
運動力と慣性力は、運動と休止（運動の妨げ）の根拠であり（cf. § 294）、運動や休止は実体にお

ける状態の変化、つまり実体において偶有性が現実化することである（cf. § 210）。偶有性の基体
である実体的なものと質料や物体が慣性力や運動力をもつことの関係を問う際に留意すべきは、
運動や休止を含む状態の変化には、二つの種類がある点である。実体の状態が変化する場合に、
その変化の力が当の実体の実体的なものであれば、その実体は能動するといわれ、他方で実体的
なものから区別された力である場合、その実体は受動するといわれる（cf. § 210）。実体において
偶有性がそれ自体の力によって現実化することが能動作用であり、実体において偶有性が外部の
力によって現実化することが受動作用である。つまり、変化の力が実体的なものであるか否かに
応じて、能動作用と受動作用は区別される。翻ってこの記述は、実体的なものと力がともに偶有
性の内属根拠である一方で、前者にはそれが基体であるという存在性格が色濃く反映されること
を示す 。

議論を物体と質料に戻そう。上記の実体的なものと力の区分を支持するならば、実体化された
現象、及び質料や物体には受動作用しか認められないという結論が導かれる。前節で引用した
§ 233に確認されるように、複合実体に帰されたのは実体的なものではなく、力である。偶有性
が内属することで自存するようにみえるという実体化された現象そのものには、実体的なものか
ら区別された力が帰されるのであって、実体化された現象の実体的なものはそれ自体の外に定立
されなければならない（cf. § 231）。したがって、実体化された現象がそれ自体の外に実体的なも
のをもつ以上、それは偶有性の主語であることはできるが、変化の基体にはなりえず、受動作用
しか認められないのである 。この点で、実体化された現象は変化の基体ではない以上、自存す
る存在者ではないといわねばならない。

以上から、真の実体と実体化された現象の相違性は、実体的なものをそれ自体のうちにもつ、
つまり実体的なものであるか、あるいはそれ自体の外にもつかであるといえよう。換言すれば、
偶有性の内属の基体であるか、あるいは偶有性の主語であるかの違いである。基体である実体は
自存し、他方で基体ではない実体化された現象は自存するように「みえる」にすぎない。しかしな
がら、両者はともに実体的なものをもつことで偶有性の主語であり、「他のものの規定としてで
なくとも現実存在しうる存在者」である点ではともに実体である。

おわりに

実体化された現象は従来、「自存するようにみえる」という定義文ばかりが注目され、その仮象
性ばかりが強調されてきた。ゆえに、カントの現象的実体と比較して、バウムガルテンの当該概

20

21

20 § 210で実体的なものが「内属する偶有性の充足的根拠」と換言されることは、根拠と充足的根拠、つまり
広義の力と狭義の力の区別（§ 197）が力一般と実体的なものの相違に重ね合わせられる可能性を示唆する。

21 但し、実体化された現象を一つの実体として捉えることはここから棄却されることはなく、実体化された
現象そのものが変化の主語であること、そして能動作用するようにみえることは認められる。紙幅の都合
上、本稿では扱うことができないが、この議論は実在的影響と観念的影響の区別へと展開する（cf. § 212）。
この点については津田[2020]p. 42を参照のこと。
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念は実体と現象という対立図式のうちに、換言すればライプニッツ哲学の枠組で解釈可能なもの
として特徴付けられてきたのである。それに対して本稿は、実体化された現象を、バウムガルテ
ンの実体論のうちに整合的に位置付けることに成功した 。具体的には、定義の検討（第 1 節）を
通じて立てられた仮説、つまり実体化された現象がもつ実体との共通性は実体的なものという概
念によって特徴付けられるのではないかという仮説に基づいて、複合実体（第 2 節）や質料・物体

（第 3 節）といった実体化された現象の事例を実体的なものとの関係のうちで考察した。それによ
って、私たちは実体化された現象を実体的なものをそれ自体の外にもち、力をそのもののうちに
もつものとして特徴付けることに成功した。実体化された現象が実体的なものをそれ自体の外に
もつ点は、それがそれ自体として自存する存在者ではないこと、いわば多くの先行研究が指摘す
る仮象性を捉えている。他方で、実体化された現象がそのもののうちに力をもつ点は、実体的な
ものに特徴付けられるような偶有性の主語であるという性質を実体と共有することを示している。
彼の実体定義に鑑みるならば、実体化された現象がもつ実体性はより積極的に評価されねばなら
ず、それは現象における実体であると結論すべきであろう。

先述のように、実体化された現象における実体性に注目した先行研究によって、その概念と
（時期の区別には注意を払わねばならないものの）カントにおける現象的実体との連続性はこれま
でも一定程度指摘されてきた。本稿はバウムガルテンのテクスト分析から、その立場を支持する
ものである。実体化された現象から現象的実体への転換を指摘する研究は、バウムガルテンの実
体（あるいは実体的なもの）を究極的な主語に限定して理解していたために、それを容易にモナド
と同定し、前者の実体性を過小に評価する傾向にあった。それらに対して、実体的なものが真の
実体と仮象実体を、あるいは存在と現象を架橋する概念として描き出すことで異論を提示した。
しかしながら、バウムガルテンとカントの連続性の評価、及びカントにおける現象的実体の解釈
のためには、実体あるいは実体的なものをどのように定義するか、つまり物自体の領域と現象の
領域に共通する仕方で実体あるいは実体的なものを定義することが可能か否かの検討が今後の課
題として残される。カントによる実体的なものへの言及を軸とすることで、実体化された現象と
実体的なものの距離をより精確に測ることができるであろう。

22

22 実体的なものであることと実体的なものをもつことの分類は、先に指摘したように彼の実体論の二面性に
も関連しており、さらには形而上学全体に通底する問題である点で、本稿はバウムガルテン研究として一
定の意義をもつと考える。バウムガルテンが実体の定義について問題意識をもっていたことは『形而上
学』第二版序文から明らかであり、さらに、初版と二版の異同に注目した場合にはそこに看過することの
できない彼の思想的先鋭化を見て取ることができるであろう。二版において精緻化されたバウムガルテン
の実体論は、それを扱う存在論のみならず、世界論においては世界解釈の問題として、心理学においては
心身問題として、自然神学においては神と世界の関係の問題として、同著作全体にその影響を与えている。
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凡例

バウムガルテン『形而上学』に関しては四版を底本とし、各版で異同が確認される場合には、内容に応じてそれ
を註に記載した。原語の表記は引用元のテクストに準じ、ラテン語のuとv、iとj、あるいはドイツ語のtとth
などの使用も原典に従って、現代的表記に修正することはしなかった。また本文中での原文及び翻訳の表記に
ついて、原文中の参照指示は原文にない丸括弧に入れて記し、原文中にスモール・キャピタルで綴られた強調
部分は《 》で括ることによって表示した。
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