
アンセルムス「ブロスロギオンJJ 2-4章

における神の存在証明に関する若干の考察
))

泉 治 典

1. F .  S. Schmi tt は Proslog ion La teinisch.d eutsch Ausga be (19 6 2) 

の解説の中で次のようにいっている。 「伝統的解釈によれば聖アンセルム

スの思惟行程は手短かにいってこうである。 人は“神 "ということばにお

いて， “それよりも大きいものを考えることのできない或るもの"を理解

する(アンセルムスの表現では， “ 我々は信ずる"となっている)。 とこ

ろで， 万有の中に実在するかかる存在者は， たんに考えられたものよりも

大きいものである。 それゆえ“神"は現 実に存在するのでなければならな

い。 もしそうでなければ， それは“それよりも大きいものを考えることの

できないもの"ではないことになる。 なぜなら人はその場合， 現 実に存在

しかつより大きくあるような存在者を考えうることになるから。 一一この

証明にたいして従来なされてきた反論は， アンセルムスが論理的秩序から

存在論的秩序への許しがたい移行をおこなった， というものであった。 す

なわち， 概念のたんなる分析によって精神の外にある( a uβe rm ental) 存

在へたつすることは許されない。 もしそれが必然的に存在しなければなら

ないとすれば， それはかかる存在者が現 実に存在するとし寸前提のもとで

しかありえない， という反論であるJ (S 1 3)。 このような伝統的解釈は，

いうまでもなくカントの批判をとり入れた哲学史の叙述に一般にみられる

ものであるが， それは ー口にいって「純粋に哲学的な解釈」であり， こん

にちにおいても決して止んでいない。 そこで シュミットは続けていう。

「こんにちこの証明をめぐるぷ論はきわめて活溌になってきた。 しかし人
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々は， 有力になりつつある弁，i並告の側に\'1..ちつつも， ，ilE IljJの析学的妥当性

を論ずるよりはむ しろ， 論証形式 ・般の科学的n白にたい して反111命を行な

っている。 すなわち， 証明をその中に含む学問のカテコリ ー をめぐって"命

議がなされているのであるJ (S 1 4)。 最近のI治争は結局のところ アンセノL

ムスの証明が「析学的であるかttjl学的であるかの:者択 づをめくってい

るが (S 35)っそれにたい してシュミットは， この証明のもつ アポロゲティ

ソンュな性格を強調する(た だ しそれは本来の apologia よりも the ol ogia

fun damen tal is に近いものである)0 1 アホロゲティークにおいては， 思 弁

の対象は信仰の教理であるが， 証明の方法は純粋に科学的である。 信仰者

は神を再認する者にたい してた だキリスト教のttjl概念を提示することによ

って反駁するが， それは信仰を前提することなく行なわれる。 なぜなら，

神概念それ白体はもともと理性的概念 だからであるJ (S 15)， 

カール ・ パ ルト の ア ン セ ル ム ス 研 究(F ide s Q uaeren s In tele ctum， 

An se lms Bewe isde r E xisten z Gotte s， 19 31，2 Aufl. 195H)は， シュミ ットに

よれは「純粋な脅学的解釈」に対!riされる「純粋な神学的解釈lに属 し，

したがってそれは， ttjl学であって同時に析学を含 むアポロゲティークとは

ことなるものである。 この研究はシュミ ヅト以外にも多くの人々によって

さまざまに批判されてきた。 しかし パルトが伝統的な析学的解釈を斥け，

それにかわって神学的解釈をうち だ し， 非常な湖激を与えたことの意義は

決して小さくはない。 パル卜の アンセルムスへの関心が単純に!子一史的なそ

れでないことを批判するのは界易 だと しても， この研究はその批判によっ

て没 し去られるほど貧弱な内容のものでは決 してなL、。 我今の以ドの考察

は主と してこの書をめぐるものであるが， 結論的には パルトの解釈を支持

する者の側に立つことになるかと思われる。

2. まず最初にProsl. cap. 2�4に限っていえば， パノLトは， 従来の

析学的解釈がもっぱら cap . 2 かん だけ紡l治合II\L， cap.:1は cap. 2 
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のくりかえ Lとみていたのにたいして cap. 2�4の必然的連関を明ら

かにl， .;rE明がその全体において “ Deu s ver e est" という信仰命題の意

味と妥当の洞察をめさ していることを示した点で， 画期的な意義をもつの

である。 ハルトにとってアンセルムスの証明は厳慌に神学的性 格のもので

あるが， その証明にさいしてllí命拠とLて用いられた命題 “aliqu id q u o  

maiu s  cogitari nequ i t" も信仰 命題で あ り ， それ は何!の名， 何1の表示

( nom en Dei， SI符 nificdt io Dei )であって， もろもろの砕示されたt'r名を

つくる概念であるとパノLトは併するのであるの 従って， I信ぜ:られたflIlの

存在は， 同じく信ぜ、られた1''1'の名の前提のもとでのみ， 必然、的に思惟され

ることが矢1Iられ1m:I�JされるJ (S 7:，)。

だがそれは u ne d efinit ion pu r em ent conc eptu elle であり ( A. K oy er 

の 表現 S . 71， Anrn. 1).1たして対lの木買をあらわす概念ではないの それは

11"11概念をよー示する厳併にd、識がJ(n o et isc h)内存のものでありんそれに

よって炎示された対象のイバ正 ・ 本質についての言明を含 むものではない。

「この形式がその対象について語るとき， それはた だ全く消極的なものの

みを表示するI (S 7 0t こうLてハルトによれは， アンセノLムスの証明根

拠は客観的実在をぷす慨念ではなく， むしろ認識の主観的形式で、あり， 思

惟の対象にたつするための市Ij約としての意味のみをもつのである。 そこで

証明は aliqu id qu o.... を中概念として用いる推I治ではない， という

ことになる。 �IE lifJは むしろ “ Deu s ver e est " という信仰命題のもつ論理

的必然性を， “日 liqu id qu o maiu s  cogitar i n equ it " という条件のもとで，

その苧盾命極である “ non est Deu s" の論f宅的不可能 件ーを示すという仕方

で成立するのであるυ H. -G. Gey er は Prosl. cap. 2， 3のテキストを次

のよ うに秩Jli!することによって， パル卜の解釈を明確にしている。

L 伊1Iの.f{{tはたんに考えられた存在ではない( cap. 2)。

(a) テ .(

E t  c ert e  id qu o maill s c ogita r i  n equ it， non po test ess e  in solo 



ro
 

ρhu
 

inte lle ctu 

(b) 消極的証明， すなわちこのテ マを存定することの論 理的不可

能の証明:

S i  e nim ve l in solo inte lle ct u e st， pote st cogita ri e sse et in re; 

q uod maius e st 

S i  e rε o  id q uo maius cogita ri  non pote st， e st in solo inte lle ctu: 

id ipsum q uo maius cogita r i  non pote st， e st q uo maius cogita ri  

pote st. 

Se d ce rte hoc e sse non pote st 

か) テーゼ:

E xistit e rgo p rocul d ubio a liq uid q uo maius cogita ri non valet， 

et i n  inte lle ctu et in  re 

E 神の存在はたんに考えられうる存在ではない( cap. 3)。

(a) テーマ:

Q uod utiq ue sic ve re e st， ut ne c cogita ri possit non e sse . 

(b) 消極的証明， すなわちこのテ fを百定することの論理的不可

能の証明

Nam pote st cogita ri  e sse aliq uid， q uod non possit cogita r i  non 

e sse; q uod maius e st q uam non e sse cogita ri pote st. 

Q ua re si id q uo maius neq uit cogita ri， pote st cogitari non e sse: 

id ipsum q uo maius cogita ri  neq uit， non e st id q uo maius 

cogltan neqU lt; 

Q uod con ve ni re non pote st 

(c) テーゼ

Sic e rgo ve re e st aliq uid q uo maius cogita ri non pote st， ut ne c 

cog ltan poss lt non e sse. 

第→の段附における証明と 第二の段階における，ilEIYJとのÆ聞は， パルト
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によればこうである(S. 9fif.)。 じ ap. 3が語るものは神の存在一般につい

てである。 例lはたんに思惟の中にある だけでなく思惟に対向して(de m

Den ken ge genü be r )ある。 神はたんに思惟の内に( d rinnen )ある だけでな

く思惟の外に( dra ußen ) もあることによって真に存在する。 cap. 3は

これにたいして， tll'にのみ岡有な存在をのべたものである。 すなわち， t'l' 

はたんに思惟と実在の中にあるという意味での A般的存在ではなく， む し

ろ -l;JJの起源であり原Iぺであり， かつ思惟されたものの一切の真理の起源

であり!ぶ闘である。 従って cap. 3においては， それの存在が思惟され証

明されると考えられたもののι在を， たんに論理的に前提する だけでなく

実践的にも行'ょするのであり， そのようにして信仰の知解へと， すなわち

「信仰対象からその認識へ」と進みいくのである。 さらに cap. 4は，伊l'

は存在しないという!反対命題が， 事実としてありうるとしても論理的には

不ily能であることを， すでに明らかとなった証明にもとついて示すのであ

る (S. 162)0 ca p. 2 -4はそのようにして， “ Q uod ve re sit De us" ( cap. 2 

の表題 )という信仰命題の必然、性を， “aliqu id q uo ・ー" といういま 一

つの信仰命題を前提として洞察し， その反対命題の不可能を示すものであ

る。 信仰の知解は「信仰から信仰へ」の行程である。 cap. 2 は cap. 1 

にた だちに続いて1-;きれば， 信仰に知性を与え給う主よ ... Jの祈りで初

まり cap. 4は「善なる主よ， 私は汝に感謝す… 」の祈りで終ってい

る。 また cap. 3は証明の終るところで， ['かくてこの存在こそ， われら

の主なる神よ， 汝であり給う」の告白を行なっている。 こうして証明全体

が信仰告白の意義をになうにいたるのであるが， パルトはとりわけこの告

白を全体の連関の中で重要視して いる の 14 3 -149)。 ここでは “Solus

igitu r ve r issime omn ium et ide o maxime omn ium habe s  e sse，" といわれ

ているが， それは被造物にたいする 創造者の無制約的な優越を示すものに

はかならない。 ['t1l'の 存主の真.flr，と固有性は神から来て神のもとにとどま

るけ それはt'l'が段附(I'-.Jにではなく原則的にもつ完全性を， 段階的にではな
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く原理的な不完全性においてのみもつのであるJ 付1のイ子庄は対象的現実存

在であり， 従って “ 汝"であり， その対象より向くのほること(asce nd

e re )  ， 対象について判断すること(iu dica re )は 私には不 可能である。 それ

ゆえ 従順か不 従順かのみが問われるのであるJ (S 1 49)。 ハルトにとって

アンセルムスの 証明の収本概念は， 創造者と被造物との 例l学的差Y付、ら生

ずる論理的帰結である。 神の神たることは創造の行為によるのではない。

神は什己の外にある事物の制約のもとに知られるのではなく， 創造者と被

造物の無限の差異の前提のもとで， “a liquid quo......" の規WJにし たが

っ て 考 え ら れ る の で あ る 。 そ れ ゆ え ， こ の上Q WJ は信仰 の規則

(Glau be ns re ge l) であり， それはんキ示の論珂!にほかJならない， というのが

ハルトの解釈なのである。

3. カ イヤーはここからして Pros logion て'U:宇宙"命的JII明は小川J能

とされ， むしろ存在論的言i明の必然、刊と口J能性が与えられるといっている

が， もとよりそのような解釈にたいしては， た だちに1乙i命が起らざるをえ

ない。 それはいうまでもなく Proslogion における 証明は Monologion

cap. 1-4でなされた宇宙論的証明を前提 Lているのではないか， という

反論である。 その箇所では，I 肉体の感覚によっても経験され， 精神のJ1Il.

性によっても識別されるさまざまの善jから出発して， それらを善たらし

める唯 Aの最高善の存在へいたることがL 、われているの その3い用いられ

た善の段階説はProslogion におし、ても充分前提されているとみなされる

のであり， 従ってRe sponsio cap . 8では，I 我々はより小さい善から出

発してより大きい善へ好りL、くことにより， それよりも大きいものが考え

られないかのものを充分般論しうる」といわれているU そう だとすれば，

神存在の 証明根拠とされる「それよりも大きいもの|という言葉は経験的

実在から推t治される何らかの実在を指示するものであり， その意味でそれ

は新学的命題と考えられなければならないのである〉 もとよりPros logion

の 証 明行程はその命題の分析にとどまるものではl;c \， 、から， ンュミ ットの
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いうようにそれがアポロゲティー クのために用いられたという説明， ある

いはヤスハースのいうように「思惟の有限性が神の非存在の不可能件ーを明

らかにするシンボノLとLて用いられたJとL 寸説明によって了解されるこ

とになるの 私もまたこれまで， アンセルムスに日IJするかぎりそのように解

するしかありえないと与一えていたが， バルトの神学的解釈は彼の神学体系

から離れて断}\的に批判されうるjfj二百のものでは全くないゆえ， いま少し

その中に入りこ むことによって， かのI 1'r学か神学か」の問L、に傑くかか

わる必要がある， と思うのである。

パル卜の An selm -Bu chが彼の神学に決定的な転川をおいたことはよ

く知られているが， その事↑古はたとえば ティートリ ッヒ ・ ボンヘッ ブァー

の Akt und S ein (19:'1， Neudruck 195fi)からも理解することができる 。ボ

ンヘ ッ ブァーによれば ハノL卜の思惟は超越論科学の何向をおび， それによ

って存在概念は活動概念の中に吸収されてしまうことになる。 従ってノ;ル

トにおいてはI f1l1はつねに来たるべき神であって， 決して現存する神では

なLリ (Akt und &旧， S. fi1)。 しかし パル卜が神を活動としたとらえたの

は， もともと仰の1'1山を強調するためで、あり， また初期の作品がそうであ

るように彼は弁説法的にiihることによって， 活動の突如性が奪われたり活

動概念がいつか存在概念にすり代わっていくような体系の硬化をさけるこ

とができた〉 だが彼はやがて， 神をた だ信仰の活動の中にのみとどめるよ

うな考え， 信仰の活動の彼方にある t1tlは語りえないといった考えを排除す

るようになった〉 もちろん神の存在についてlRることは信仰の活動な しに

は不可能であるが， t1tlの存在がその中にのみ限定されることは不可能であ

る。 fiflは信仰において生11られると 同時に信仰の対象(Geg enstand， 私はこ

の請を“対向 "とl沢Lたい )としてとどまり， その限りで信仰もまたあく

まで信仰にとどまるのである。 ハルトは神秘家では決してない。 彼は信仰

と信仰 対象を!><j.l1J L， ，[:";，，11;\と作在を!><J..l1Jする。 これが「転川」の内芥であ

り， 彼はこれを Ans elm -Bu ch の中で確IIZしたのであるの
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Pro sl. cap. 2 では “esse in solo int ellec tu " と “esse e t  in in tell ec tu 

et in r e" とが [)(別されているが， バルトはこの[;{55IJに非常な注目を払っ

た。 その結果はたとえば Monol . cap . 6 の解釈にもあらわれているの そ

こでは本質と 存 在 と 存 在 す る も の (essentia， esse， exi sten s si ve su b 

si st �n s)の関係が， 光と光ることと光るもの(lu x， luc er e， lu c en s)の関係

になぞらえられてい る が ， パル卜によ れ ば essen tw は対象の 存在の

Mäch tig kei t (pot en tia ) であり esse はそのWi r klic hkei t(actus ) であ

り， そして第三の exi st en sは対象がたんに思惟の中にある だけでなく 現

実に存在するかぎりでその対象をい う， と解 される(S il5) すなわち，

esse と essentia は思惟の中にのみある 存在についてもいわれるが ex

lstens はたんに思惟の中にのみでなく同時に思惟の外にある対象(対向

者 ) に つ い て い わ れ る の で あ る 。 tl11 の Exi st enz と は伊11の

Geg enst 品nd lichl 王ei tである(S 1 63) 0 ["思惟の対象はたんに思惟されたもの

の 中 に 解消 す る の で は な く ， 同時に 思惟に た い し て 対 向 す る

(entg eg en s teht ) o ・それは思惟されたものの内的門出に属すると 同時に，

た んに思惟された もので な い も の の 外 的 [IJJ�lの中 へ と白山し (her 

a u st rit t) ， 思惟に対向する独立的な存在者となるJ (S 8 7) 。

それゆえ， 本来の意味でのExi st enzはもっぱら神に川せられるのであ

るが， 神の存在証明とは， [" ?tilは人間の思惟の中にある存在(神の概念)

に対向して什己の独立的な仔在をもつこと」を示すことにほかならない

(S. 98 )。 そして証明の目標は， ["神がたんに思惟の中にのみあることは小 可

能であり， 神は思惟に対向するものと して存在するのは必然であること，

神が真に存在することは必然であること」を明らかにすることにある(S

118)。

さきにしるしたPro sl. cap. 3 0) \，、ちじるしい解釈は eXlst ensにか

んするこの特異な解釈から導かれたものと考えられるが， J、li岐にたL 、する

存在の優位は， もちろん:flllの仔在についてのみて、たく， J)ldだ{rイ正舟生につ
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いてもいわれるのである。 た だしそれは， 何!のExi stenz が a般的なEx ←

i stenz の特殊な場合 だとい うことを意味するのではない。 パル卜は対象の

ex -slster e を説明するにさいして De ver i ta te における真理と真なるも

のとの秩序をとりあげる。 そこでは冒頭に “D eum esse veri ta tem cr e 

d imu s." としるされているが(cap. 1)， 神は真理によって制約された存在

ではなく， Iむしろ他の ー切のものを制約 し基礎つけ 創造する真理そのも

のであり， あらゆる対象作(すなわち実在性) の単的な起源であるJ (S 

9 2) 。 従って， 事物は有11の真理にあづかることによって真なるものと して 実

在し， 思惟に対向するものとなるのであり， ここからして， 神の存在， 事

物の干{.ι， 思惟の中なる存在という存在の秩序， および真理， 真なるも

の， コギタチオの:t\.PJ!という真用の秩序が成立することになるの 「存在の

第三の段階なしには， 思惟されたものは真たりえないJ (S. 8 7)0 この真理

の秩序は De ver. cap. 1 0における summa veri ta s， ver i ta s  qua e es t 

m r erum e Xl s ten t13， ve nta s  qua e cog JtatlODls estというlベ別 にもとつい

て主 張されている (S 8 9， Anrn. 9)。

アンセルムスの判1I存在証明を純粋に神学的なものとみなすバルトの解釈

の主たる関心がどこにあるかは， いまや明らかである。 存在が思惟に先行

し， 前者は知られるに先立って現存し， 知られたのちにも思惟の外にとど

まるという十張において， 思惟の内にあるものと思惟の外にあるものとが

[)(5]IJされ， その|ベ別を前提 したとて、両者の関係と秩序がとらえられるので

ある。 事物は付1の自IJjúによって -[1'1的に与えられたものであり， それにた

いして人聞の1認識はそれの真理にあっかることによって真なる知識となる

のであるから， 信仰の行為はあくまで信仰の対象に したがうものとされ

る。 パルトはこの書においても自然、神学を-l't!汗し， 神の内由と信仰の賜物

と しての性栴を強調 した。 真理は真理と し て 知 ら れ る こと(veri ta s  

cogi ta tio ni s)なしにはなく， 信仰は知解のi課題をともなうことな しにはな

L 、。 しかし信仰は 我々に先行Lて'先制IYJなCr ed o とLてケえられてお
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り ， 従 っ てi知]解は子じめ I:fiられ子じめn定さ れ たCred o の)えれ

(Nachd en ken )をつうじてのみ成立する。 J ( S 26)。

こうして ノえルトのアンセルムス解釈 の日標は， {�-j-仰認識( int e Jl ec tu s  

fid ei )の必然、性と可能性を示すことにあったの だといえる。 判JIのfr=泊五lt明

とは， 脅学的に定義された本質概念から存在を推論することではなく， 信

仰において体験された桝lの名( a liquid quo ma iu 討 cogita ri neq uit )からが

明 L， 客観的事実としてのCredo の内部において!'U'Jl.を只;JIHとしてとら

えることである。 神学の思惟とラチオはつねにその対象に Lたがい， 対象

の必然性を法認すること(Ane rkennung ) において成立する (S 48 f.)c. 学

としての神学の対象および方法の固有性と必然性を， λルトはノ ンセルム

スの芸書の中に読みとったのである。

4. An selm - Buc h を出発点とする後期 パル卜の神学は， もはや仰の

j'権のn 111と人間jの無力を 寸耐的に対置させるPana ktualismu sの神学で

は(}としてない。 彼は アンセルムスから「学問としての tlll学iのrlf能性を学

びとったが， 1932 "r以降の 『教会教義学』では， 信仰の知f鮮は作ノJミの解

釈であり， それは件示そのものによってrlf能にせられることを以て神学の

出発点とした。 十f�の言は， 具体的には教会において聖書が読まれるという

事実にもとづき， 聖書の証言する作示と教会の行会生日の 宇致において成立す

るが， この一致としての神の言を問うことが教義学の1探題であるの 神学的

思惟はt1jlの言にたいしてたんなる|空ìlliJJ であるのではない。 それは照史

的問米事を対象とするゆえに， 合JIJl.的批判的な)ズヂiを排除することはな

L 、。 イエヲ ・キリストにおける神の内jJミを付l学の同有の対象とするとき，

神学は解釈学たることを一I雨的に排除することはありえない。

我々はここで後期パノL卜の神学体系に人る必要はない。 問題は， ハル卜

が暦史的事実的なものを神学の対象としたが， その解釈の方法ーは先天的，，_W

経験的であり， その思考において昨史家より数学{';に近い， という，�に向
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けられる。 アンセルムスにおいても仰の存在(D eum ver e ess e) は信仰の

事実であり， 信仰の匁l解は体験をふくむ実践的行為であることを， だれも

疑うことはできないn さらにノLルトとIli]じように， その知解の行為は決し

て体験と同 AではたEく， また「体験の解釈Jですらない (アンセルムスを

宗教析学， 宗教思想というカテコリ でとらえることに私は多大の疑問を

感ずる)。 “so la ra tione" という方法は， 事d支の論県に向けられて用いら

れるとくべつな方法であって， それは休験とIwj--化されたり体験に依拠し

たりすることを+Iiむのである。 事実の・お実性は， それが体験から分離され

ないが体験を超えることによって初めて論理的なものとして与えられる0

M}越はここでは例1{必的体験的にとらえられるのではなく， かえって事実を

事実たらしめる似拠を明らかにする原JIl!であるの アンセルムスの方法をグ

ノーゾス的と批判することは当らない。 グノ シスにおいてはm men te 

esse とm r e  ess e とは|ベ別きれず， 1ベ日IJされるとすれば mens -r es の三

ヌ亡命になるからであるの

ここで， tqlのイ手伝説 明にかんするカン卜の解釈をかえりみることは極め

て有後であるn それはわれわれがアンセルムスを解釈するばあいに決して

無条件的に/九立されたり， 無条件1'i':Iに抗i汗されたりすべき性質のものでは

ない。 カン卜はイバムi制約五lE 明を初めから再定したのではなく， また批判期

になってそれが不IIf能なことを立言したときも神の存在そのものが不 可能

だと断定したのではないのである。

1763年の表作「抑11の{{{+ '明の唯一 - IIf能な恨拠cl(Der ein zig mä gliche 

β ew eisg rund zu ein er D emonstra tio n  d es Da s eins Go tt es， PhB， 19 6:1) にお

いてカントは， 存Úê (Da sei n) は!.!Xるものの述dたまたは限定ではなく，

むしろ「成るものの絶対的な定立jである， という(S 9)。 この考えは批

判期に入っても 子守される考えであるが， ここではカン卜は， tqlの存在は

経験治的に感覚的'lVkにもとついて証明されず， むしろ純粋用性を用いて

説明されL7.-と考えているのである内 定な(P ositio n) とは有(S ein) ・般の
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概念とひとしいの すなわち， 存在は有と Lて絶対に定立されるものであ

り， それは繋辞あるいは属性としてのI論理的関係の定次ではないのであ

る。 存在は論珂的関係において定丘される述，jたからい:別されるところの絶

対的定立である。 カントはここで可能性の概念の分析を行ないつつ， 絶対

的定止がl論理的関係の定江からい:男Ijされるゆえんを明らかにする。

可能性には論理的形式的側IÌlÎと実質的質料的側I(IÎとが|ベ別される。 とい

うのも， 思惟の成立のためには， それが論坪的に 可能である だけでなく，

さらに 実質的可能性が与えられていなければならないη 実質的可能件が与

えられていることが直ちに思惟 nT能nて、はないが， 思惟 nJ能1''1:の条{守はた

んに形式的に矛盾律にのみ;jとめられるのではない。 1Mらかの可能性が存

在しながら現 実的なものが全然存在しないというのは苧盾である。 なぜ、な

ら， 何も存在しないとしたら， fE、惟されうるM物も存在しないことになる

が， それにもかかわらず何らかのものが可能て、あると主張するのはn己矛

盾 だからであるJ (S 165)。 それゆえ 切の存{-fの廃棄という意味での

存在の絶対的な例外なき否定は ー切のItJ能性の百定にいたるのであり， こ

こからしてカントは「何ものも存在しないことは不可能であるJ (S 17) 

という命題を立てるにいたる。

可能性についてと同じく， 必然性についても論珂占的形式的側1Mと実質的

側由ーとが巨別される。 前者は， Iその反対そのものがイ-; nJ能なものは絶対

に必然、的である」といわれた場合である (S 2 0 )。後者はこのような主

語と述語の問に成立する論理的関係をいうのではなく， むしろ定住を問題

とし， すべての思惟の某礎にある現実的なものを問題とするの それは， そ

れの廃棄(A u fhebung) や否定(N ega ti o n) が思惟を形式的にも素材的に

も小口J能たらしめるような存在であるの「すべての可能的なものは， そこ

において， またそれによってすべての思惟的なものが与えられるような，

或る現実的なものを前提するL I 従ってそれの廃棄がすべての内部的〔諭

Jlj1的J I'J能jfj: -般をも廃棄することになるようなJJfだ刊が{{{f:する 1か
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Lその廃棄または百定がすべての可能111を根絶させるようなものは， 絶対

的に必然的であるけ それゆえ， !-!)Gるものが絶対に必然、的に存在する (S

21 f)_ 

つついて， この必然、的存在者( ens nec essari um)は唯 ー. ìjl_純・ 永遠・

不変なもの， さらに最も実在的なもの( ens r eali ssi mum)であることが論

ぜられ， 従ってそれが干'1'にほかならぬことがL、われる。 カントがこの書で

唯J吋能なぷE明恨拠として考えたものは， 明らかにデカル卜のそれとは異

なる。 デカル 卜 に お い て 神 は 最完全名で あ り ， そ れ は実在 の 総体

( omnit ud o r ealit a tis)であって， その中には必然、的存在告の概念が含まれ

ているというものであったが， それは存在と述語が可能的なものの中に含

まれているという前提のもとでなされる証明であった。 しかしカントで

は， まさにその前提そのものが不nS能で、あるとされた。 存在は内ら述語た

りえないのである。「根拠としてのたんに可能的なものの概念から帰結と

しての存在が推論されるとすれば， 可能的なものの概念を分析することに

より， 可能的なものの中にその存在が見出されるのでなければならない。

なぜならt論照的分析によってのみ， 可能的なものの概念から帰結が導かれ

うるからである。 だがそのぱあい， 存在が一つの述語として可能的なもの

の中に含まれていることになるJ (S 10 8 ) 。 しかしカントにとって存在は

述語ではないから， このことは不可能で、ある。 むしろ逆に必然、的存在者が

実在の総体でなけれはならぬはずであるの

この前批判期の書における存在論的証明の核心は， r絶対に必然的な存

在者が存在するlというものであったが IF純粋理性批判』 の「超越論的

弁証論」において提IIIされた「純粋理性の第4アンチノミー」の項では，

異なる結論が与えられる。 というのは， さきに可能的なものから出発し

て， それの根拠としての絶対に必然、的なものが存在するとし寸宇宙論的遡

j Jの方法は， ここでは大きな困難をもつことが強く意識されたからであ

る ここでは， 絶対に必然I'I'}な作在行は感性界における A切の ものの可能
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的条件として， それn体経験的系列にIrl\さないこと， 従ってそれは"T出的

存在者であり， 概念的には むしろ不l可能であることが論ぜられるほdrV.

B.590 f.)。 なぜなら， 必然、的存在者が a切の可能的述Iifjの総体として規定

されるためには， あらゆる規定の主主体をなすような't在者とLて想定され

るべきであり， 従ってそれは一切のnJ能的実在者の総体であり， そのよう

にして必然的存在者は最もとだ在的な存在者( ens real iss im um)なのである

が， かかる存在者は伺的存在高として[JIIl;11U (Ideal )である。 だが何lの

作在証明を行なうべくかかる主語概念の諭照的実在化をぷみることは， カ

ントによれば本来的n然、的な錯覚( na türl iche Il lus ion， B. 610)にはかな

らない。 我々は必然的存在者についてその作丘IIJ能性をiriらざるをえない

としても， その現実存在を説明しえないのであるの

こうして|純粋理性のfEj!担」の頃において， JEJ!1'j，は経験的な道によろう

と超越論的沿道によろうと， 神の存在日t明の不日J能ががîJi命されてくる。 そ

れは絶対に必然、的なものと絶対に偶然的々ものの質的差民のゆえにである

m. 590 f.)。 しかしいうまでもなくカントは， 存在11Î命的，;J!:明(およびそれを

含 むとされるn然神学的証明と宇宙命的JIE明)のカテコリアノLな小川I能を

治じたのちに， 即[111ーの実践的使用による証明へと赴�， tE!'の't践的't在刊

を証明するにいたるのである。 JlJI論FHVjの限界(Grenz )は， tJとして一切

の認識の制限と百定を意味するものではないρ それゆえ『判断}J批判』で

はこういわれるの l 神の存在の道徳的証明似拠の旨とするところは， n然

的目的論的証明をたんに補足してこれを完全なιIEIりjに仕1:げることではな

い。 この証明は， n然的目的論的品IflVJに欠けているところの係信を補充す

るような特殊な証明なのであるI ( S  47 2 f) 

5. 我々はここで問題の見通しをのベて， -}，[:.のれ111i命をおくことに Lた

L、ハ

(a) Irブロロスロギオン」におけるアンセルムス0)，;11:1リjが ー応形式的にイf今



" / Iルムメ ノμ λい寸jン� 2 ，1中ーにfパ?るtillの111t:，，111リj，こけ，jl-る1'， Iのi\-祭 77 

イE論的説明とよばれるにせよ， それは1'111の観念そのものの内界的分析をつ

うじて行なわれたものではない。 それは諭理学的にみれば， いわば外側か

らの背Jlj1訟を用いるという消極的なものであったが， この点で彼はデカル

トと兵役り， むしろカン卜により近い凶iをもつように思われる。 デカル卜

は， 1F1í察CD Vにみられるように， fltlにおける本質と存在の観念的結合を

設定することのうちに存在論的証明の論理的基礎づけをおき， さらにエリ

ザベットへの 『第 -71:弁』 では， I神の無限の力l ( imm en sa pot entia 

Dei )をもってその結合の存在論的必然性を理解しようとした。 しかしカ

ン卜によればl作在は戎るものの述認ではなし、l。 そこでカントは「純粋

瑚性批判・弁日11:ぷ』で， 必然的存在f号が実在の総体であるという命題を立

てることのnJ能性をえjとめたが， その某礎づけのJ可能性をも獲得したのでは

なL 、。 それは則論W.t'1の内部では与えられず， 従って神が事実存在するか

どうかは1人Liじされなかった。 このようにカントは， 思惟対象の存在を内的

必然、からIlí命日1:しようとする合JlI!的形而1-.学を吟味し批判せざるをえなかっ

たが， アンセルムスの証明はたしかにそのような合理主義のものではな

い。 アンセルムスはt1jlにおける存会在と本質の結合を積極的に論証すること

をどこでも行なっていないい や11の本質についてはProsL cap. 5以ドで論

ぜられるが， それは tlllの存在への参与をつうじての認識であり c r edo

ut int elligam の遂行である。 tlllの存在と本質が信仰の対象であるという

こと (quia es sicut cr edi mus， et hoc es quod c r edimus. cap. 1 ) は，

それが思惟の側から完令ーに基縫っけられることを意味しない。 信仰は必ず

しも道 だとはいえないのであるυ それゆえ次のようにいわれる。 “N on 

t ento， Domin e， p en et ra r e alt itudin em tuam， quia n ul lat en us comp a ro illi 

int el lectum meum: s ed d esid ero aliquat en us int elleg er e  veritat em tuam， 

quam c r edit et amat co r meum. N eque en im qua ero int elleg er e  ut c r  

edam， sed c r edo ut in t el li gam. .." ( cap. 1 )  

(h) 他}j. アン，. !lムス止力ントの差呪をみのがす二2はで&ないf カ
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ントは理論児性の内，'íllに存在証明をおくことに断念L， tlllの存在は口J:匹、存

在とみなされた人間によって要請されると考える。 11J想的人間とは道徳的

存在者としての人間， 創造の究極目的としての人間であって(KdU. S. 398 

f.) ， かかるものは世界の外で夢想にふける人間では決してない。 だがそれ

がはたして本当に何lに対向する現実の人間であるかどうかは， 私には疑わ

しく思われる。 この点について若干しるそう。

カン卜の哲学が超越論科学であることは， 限界の意識についてのベた次

の箇所にもよく表わされている。「限界そのものは或る積極的なものであ

るから， …用性が限界にまで什己を広げることによって関与する認識も

たしかに真実の積極的認識である。 た だし理性はこの限界を超え出ょうと

はしない。 なぜなら限界において空虚な空間を見出すからである。 理性は

この空間において物にたいする形式を考えることができるが， 物のそれ肉

体を考えることはできない。 しかしその他の点では未知なる或るものによ

って経験の領域を限界づけることは， たしかに坪lVI，にこの立場でなお残さ

れている認識であり， これによって瑚性は感性界の内出に閉じこめられ

ず， またその外部で夢惣にふけらず， 限界知にふさわしく， 限界の外にあ

るものと限界の内に含まれているものとの関係にのみi'I己を制限する」

(Prole gome na， ij59)。 限界において聞かれた[空虚な空間」の中で見出され

た形式は理念であり， それは経験を超越することによって経験にたいする

統制原理としての役割をはたすが， この形式としての理念に内科を与えて

実在化し， それをたんに統制原理としてではなく構成!日(JlJl.として用いるの

は， nT想的存在者たる人間の道徳的行為においてである。

しかしアンセルムスにおける限界の意識は， 必ずしもこのような|空虚

な空間」をもつのではない。 我々はPro sl. ca p.lに次のような medita t io

を見出す(Lat. -de utsch Ausg. S. 76)。

Q uid fa ciet ser vu s  tuu s， a nxi u s  a mo r e tui e t  lo ng e proiectus a fiぽle

tua? 
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Anhe lat vi de re te-e t mmis abes t illi facies tu a 

Acc e de re ad te desi de rat-e t  in acc essibilis es t h abi tatio tu a 

ln veni re te cup i t-e t  nes ci t  lo cum tuum. 

Q u ae re re te affec tat-e t igno art vul tum tuum 

Domine， Deus m eus es e t  Dominus m eus es -e t numqu am te vi di 

Tu m e  fecis ti e t  re fecis ti e t  omni a m e a bon a  tu mihi con tu lis ti - e t  

non dum no vi te 

Denique ad te vi den dum fac tus sum -e t  non dum feci ， p rop te r 

quo d factus sum 

これは p roo em l Um で「私が絶望していたものが思惟の抗争(con flic tus

cogi tationum ) そのものの中に現われて来た」といわれるときの「思惟の

抗争」を表わしているといえよう。 それはftjlと人間の対向における抗争で

あって， そこには「空虚な空間」は合まれないの たしかに前半で， 人間の

側から神を求めるとき神は見出されないといわれ， また後半で， 神の;lJ!'jだ

が与えられるとき人聞はそれを知らないといわれる。 そのようにしていず

れの側から進み行くにしても見出されるものは深淵であり闇である。 しか

しよくみれば， 前半の三人称の主請は “s e rvus tuus" である。 それは人

間一般の概念ではなく， 神に表示され神に対向せしめられた人間存在・ 本

性であり， まさにその者が後、j':では創造(tu m e  fecis ti )と同復のわざ(e t

re fecis ti)の対象としておかれた現実の人間である。 このような場合， 人

間の神認識は形式・ 内科の二元性において与えられることはありえない。

神概念は珂念形式として原理化される非経験的なものではなく， 最も具体

的現実的な出来事においてとらえられるのである。

(c) ノミル卜はアンセルムスの中に認識(das No e tis che) にたいする存在

(das On tisc he)の先行と優位を見た。 認識は存在の事実にかかわるかぎり

で内的必然、1"1.をもっ。 存在と認識は医別されるが， “Deum ess e  e t  in in 

te lle ctu e t  in r e" の命題において， 必識は対象 と し て の{{ {I正に刈I('J
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(Ge gen über )せLめられるのである。 t'ilの-w作ィ主�考えることの矛盾は，

それが存在と認識の二元論的分離をもたらす所にあると考えられる。 信仰

認識(i ntel le ctus fid ei)の必然性は， 存在がd、識に先行し11立識を規定する

という対向の事実に求められる。「キリスト教がJ真wの内的必然性の証明

に当っては， いかなる外的必然門ーか らも導出さわしな い立坪.の事実性

(Fakt i zit 品t )が共に熟考され， この世だド十がÙJIj!の内的必然1''1:の契機とし

て共にf里解されなければならなL、I (F. q. 1. S. 27)ο 

パノしトは|アンセルムスの方法」を 「教会教義学」 の中で固執し， 最後

まで変ることヵ、なかった。 そのIV /3， S. 94 f に最後の1)1用がみられるの

そこ(S69. Die Her r lic hkeit d es Mi tt lers )では， Iイエスキリストの生は

我々の宅虚の充実であり， 我々の聞の光である」といわれ， 伝子作11とILt識の

矛盾は復活者の事実におL 、て根源的にのりこえられているという。 c r ed o

ut int el li gam はこの事rどにかんして circulus vi tiosus ではなく circulus

vlrt IOsu Sであるという。 パル卜はこのようなアンセルムス即解に 」貫 L

たが， それゆえかの有名な[レ ッシングの問題」 一一偶然の月間的真即‘は

永遠の用性的真珂の証明たりえないーーは， 信{)Il，j:2"ii�にとって真の問題た

りえないとするほD 1/1， S. 1 07 f. IV /1 ， S. :374 f.)。

アンセルムスの信仰認識が「信仰から見ることへ| の道料であるかどう

かについて， 私はま だ決着をつけていない。 けれどもハル卜のようにこれ

を「信仰から信仰へlと解L， 信仰そのもののラチオーとみなす解釈を， 全

j(rÎ的に斥けることはできない だろう。 神学はそれによって初めてi'l己に固

有な対象と論理を提示し， それが哲学にl"l避されない問いを向けることに

なる。 これは歴史的事実であるが， この事'だに深くn. tiするなら， I神学

か哲学かの二者択一」は， 1920年代以後の鋭い問題ではあるとしても，

未 だ仮象の問L、でしかないといえるかもLれないの ハルトはアンセルムス

への向L 、�N;iJlfiにもかかわらず， nらはtlPの存在i\IE明をねーなっていないコ し

かl学問主Lての神学のn[能VIーを終末"命的に抱えるノ;ノL卜は， かえってき
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まざまの新しい科学的問いをひき起しているといえる。 神の存在証明が今

後どのような形でnf能かについて私はいまた だちに答ええない。 しかしハ

ルトがアンセルムスのえIEI珂の核心をなす問L、 一一一創造者は だれであるかの

問L 、 に最も深く迫っていることを私は疑っていない。
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質活動力、被造物にたいする神の現在であるとされる。 このようなliZI識は神の存

在の事実(das pr ae G ottes)からだけ必然化される。

川 小fTdL、作 「純粋JlIIVI批判の弁礼治のJf祭� (倫FI'.学会制「カン卜』所以， lI{j 



fンl'/lムλ U ノ " 人 "キイ/己 2 4 -4if二 おけるf'i'のイUE..llc'VJに関する1"1干の考察 8:1 

44)， 238-24 1 f{。

同 シュi ソ卜(片山logion;(�訳本の序文， S. 45f， 50.) はアンセノLムスが信仰

から[I'jちに見ることへ移るのではなく， 信仰の洞察(Glaube nsEinsicht) に特別
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て “bloβe r Glaube n" をいっておらず， また “Schau" それn体についても11J;っ

ていない。




