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ニコラウス・クザーヌスにおける知の無知(docta ignorantia) は， ソクラテスの

無知の知とはどういう点で異なっているのであろうか。クザーヌスのドクタ・イグ

ノランティアが無知の知と訳されて， ソクラテスの無知の知との違いが問題にされ

ない場合が多い。 ヨーロッパの近代議への翻訳の場合も同様であるように思われる。

クザーヌスの立場がソクラテスに始まる新しい出発， í第二の航海」の進行の上に

あることは関連いがないにしても， その航海lζ対するクザーヌスの寄与を考えない

とすると， それはクザーヌス理解としては， 充分なものとは思われない。

プラトンの著作ICは無知の知という定式的な言い方は見られないように思われる。

知らないのに，知っていると思っている状態の指摘と，それに伴う衝撃とがソクラテ

スの仕事の一つであった。作為や虚偽の意識なしに， 自然に思いこんでいたζとが

間違いであると指摘され， 既知と思いζんでいた所に未知の領域があり， しかも人

聞にとって根本的な問題において乙のような空白があるととが明らかにされる。 ソ

クラテスの， こういう無知を知らねばならないと指摘されるのと比較して， それで

はクザーヌスの知の無知はど乙にその特性があるのであろうか。

クザーヌスがソクラテスと違う一つの点は， クザーヌスが自分の立場を「無知の

説J (doctrina ignorantiae)とか「聖なる無知J (sacra ignorantia)といってはっきり
(4) 

定式化して用いていることである。ソクラテスの場合は， その無知の知の考えを余

りに整理するζとは， ソクラテス的であるよりもプラトン的になるという恐れがあ

ると思われるが， クザーヌスの場合は初期の主著の標題にも表われているわけであ

って， 自覚的IC自らの哲学の方法の土台として用いているわけである。その考え方

はその主著の第一巻第一章の「知は無知であるJ (Quomodo scire est ignorare)とい
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う標題が， 端的に示しているといえるだろう。 われわれの知識は闇夜のろうそくの

ようなものであって， 光が弱くその局辺しか明るくないのと同じように， われわれ

の知識はその力が弱く， われわれのほんの周辺のものを知りうるにすぎない。 その

光はむしろ廻りの閣の暗さを際立せるだろう。 それと丁度同じように， われわれの

知識は， むしろわれわれが無知であることを， われわれに認識させる。 これが知の

無知， われわれの知が無知にひとしいということである。 ソクラテスは無知の知の

自覚ののち， I魂の探究」から， 倫理的な魂の完成を目指したように恩われる。 プ

ラトンは師の教えをふまえたのち， 第二の航海によって， 魂の形而上学をめざし，

イデア論を展開した。 クザーヌスの場合は， 知が無知であるのを， 人間の知性の構

造的特性として， 無知である乙とに徹する乙とを目的としている。 そしてその目的

を達したとき， もっとも知者になる。 I一一われわれは， われわれが無知であるこ

とを知ることを熱望している。 (desideramU5 scire nos ignorare.)もしそのととに充

分に到達するならば， われわれは自覚ある無知に到達するととになる。 というのは，

もっとも勤勉な人ですら， 人聞に固有なものであるところの無知そのものにおいて，

もっとも意識あるものとなることよりも， 学問で完全になるととはないのだから。

そして， ひとは， 自分が無知であることを知れば知るほど， ますます， 学識あるも
(6) 

のになるだろう。 」

クザーヌスとソクラテスの無知の説IC共通すると恩われるものの一つに， それぞ

れの時代の知者たちに対する反援があげられるだろう。 いずれもその当時の知者た

ちの知識を知識として認めることができなかった。 無学者対話篤の中で， クザーヌ

スを代弁すると恩われる無学者(Idiota)は弁論家に次のようにいう。 I私はあなた

がその誤りを考えるようになり， 古くさい畏からのがれるように， そういう状態か

ら自分をとりもどすととができるならば， それはあなたのよろとびだろうと恩いま

す。 すでに権威的になっている考え方が， あなたを引っ張っていっているo 丁度天

性自由な馬がしかし， 端綱によって飼馬桶につながれて， 自分に与えられているも

のじか食べられない状態にあるのと似ています。 というのはあなたの知性は著作家

の権威につながれていて， 他人の食物によって養われて， 自然の食物によって養わ

れてはいません。 J Iはじめて知恵について本を書乙うとした人たちは， 本はまだ存

在していないのですから， 本から栄養をうけとるととはできなかった。 かれらは自
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然の食物ICよって， 完成した人聞にまで育てられたのです。そしてとれらの人は書

物によって育てられたと考えている人たちを， 知恵の点においてはるかに凌駕して

いるのです。j íわたしがいっているととは， あなたが権威によって導かれ， 欺かれ，

あなたが信ずる言葉は誰かが書いたのだ， というととです。しかしわたしはあなた

に次のように言いたい。知恵はそこの広場で叫び声をあげており， その叫び声は知

恵がもっとも高い所叫んでいることを示してい￡」やや長い引用を試みたが，

当時腐敗した学聞が存在したかも知れないが， また「真の学問I (vera scientMも

息づいているのであり， クザーヌスが考える学問の性格を， との箇所がよく示して

いると考えるからである。以上の言葉の背後にあると恩われるのは， はげしい高度

な論争である。この点に関するクザーヌスの態度を示すものが， クザーヌスの『弁

明」の中にある。それから二， 三の箇所を引用してみたい。ζの『弁明」はクザー

ヌスの一人の弟子が， もう一人の弟子にあてて書いた文章の形式をとっている。

「あなたは， いかなる学者でも， この問題 (ドクタ・ イグノランチア)について， あ

なたと議論するζとなしには， あなたのそばを通る乙とを認めないということだ。

そしてこの問題の研究を軽蔑する多くの人が， アリストテレス的伝統に執着する古

い習慣を， 少しばかり中断させ， との問題には何か大きなものがかくされていると

いう信頼で， との問題IC関心をもたせるようにしたというζとだ。そしてその人た

ちはある内的な要求によってますます深く魅かれて， 見ることが聞くととと違うよ

うに， 乙の道が他の道と違う乙とを経験するようになったという。そしてあなたは

多くの反対者を惹きつけ， あなたとともに， 精神の眼で， 人聞に段階的に許されて

いる仕方で，すべての秘密を考察するようにしたといぬ とこにアリストテレスが

出てくるが， もちろんアリストテレスそのままではなく， さまざまに変化してその

時代に存在したアリストテレスと考えるべきであろう。それにしてもアリストテレ

ス的伝統というだけでは， 何を意味するのか， はっきり分らないが， 次の箇所など

をよむと， 少し明らかになってくるだろう。 í現在はアリストテレス学派が盛んで

あるので， 反対の一致(oppositorum coincidentia)は異端と考えられている。それを

認めることが神秘神学への上昇の始まり(initium ascensus in mysticam theologiam) 

をなすのだが， その学派で育てられた人々にとっては， との方法は全く愚かなもの

に思われるのだ。 乙の方法は彼らの意図l乙対立するものとして完全に否定される。
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それ故， 学派の変化が起って， 彼らがアリストテレスをしりぞけて， より高みへ登
(10) 

る乙とになるならば， それは奇蹟lζ近いだろう。」乙れによって考えられるのも，

烈しい論争であり， 何が何と対立しているのか， 次第に明らかになってきていると

思われるが， 乙乙でもやはりアリストテレスそのものを考える必要はないだろう。

「というのは， 論理学と すべての哲学的探究は， まだ 直観lとは達して いない。
〉

(Logica enim atque omnis philosophica inquisitio nondum ad visionem venit.) rし

かし理性はー性の中に数が， 点の中!C線が， 中心の中IC円周が包含されているのを

観るのだが， その理性の領域ではー性と多性の， 点と線の， 中心と円周の一致が，

悟性的推論なしに， 精神の直観によってふれられる。 r臆測論』でみられるように，

ディオニシウスによれば， 神は対立の対立(oppositorum oppositio)であるので， 私

は神は矛盾の一致の上にある(super coincidentiam contradictoriorum Deum esse) 
(12) 

と明言した。」

11 

クザーヌスの『弁明』は， ヨハネス・グエンクの五基lζ対するものであるから，

特定の目的のものであって， 一般的なものではないという条件は考慮に入れなけれ

ばならないが， それにしてもその当時存在していたと思われる偏狭な考え方に対す

るクザーヌスの苛立ちは， 理解されるだろう。 はじめに引用した対話篇でいわれて

いた[古い権威」が何を意味していたか， ということがより明らかにされた。 その

古い権威によって攻撃されるクザーヌスの考え方が. r知の無知」であり. r対立の

一致」であった。 恐らく当時の多くの人々は， クザーヌスの新奇な言葉使い， 考え

方IC戸惑ったに違いない。 とれらのものが意味するものを， 少し考えてみよう。

さきの対話篤からの引用には， たんに古い権威の批判だけではなく. r自然の食

物 」にかえれということがいわれ. r知恵はそ乙の広場で叫び声をあげており， そ

の叫び声は知恵がもっとも高い所に住んでいることを示して 」いるというζとがい

われていた。 これは具体的にどういうことであろうか。市場では人がお金を数えた

り， 油や他のものが計られている。 これは， 動物iとはできない人聞の理性の仕事で

ある。 とのような計量・計算はどうしてできるのだろうか。それは区別(discretio)に
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よってである。 区別によって数える乙とがはじまる。 そしてすべて数えることはー

によって起る。 だからーが数の原理であるように， 最小の重さの単位は， 重さを量

ることの原理であり， 最小の長さの単位は長さを計ることの原理である。 しかしー

性 (unitas)は何によってふれられるのだろうか。 一性は数によってはふれられない。
(4) 

というのは， 数はーの後にあるものだからである。 rすべて数えられ得るものが，

それによって， それから， それにおいて数えられるものは， 数によってふれられな
(5) 

い。 (illud per quod， ex quo， et in quo omne numerabiJe numeratur: non est numero 

attingibile.)乙乙でクザーヌスは「乙んな大きな秘密をあばき， こんな底なしのよ

うな深淵をかんたんに教えていいものかどうか， 分らない」といいながら， 次のよ

うにいう。 最高の知恵とは， rあなたがどのようにして， すでにいわれた類似のも

のにおいて， ふれるととができないものを， ふれられない仕方でふれるか， を知る

乙とです。 J (ut scias quomodo in simiJitudine iam dicta attingitur inattingibiJe inat-
(6) 

tingibiliter.) 対話者は驚くべきこと， 理屈に合わないζとをいう， とあきれるが，

クザーヌスは「それが， 何故かくされたものがすべての人に伝えられないか， とい

う理由なのです。 それが明らかにされると， 人々に不合理に見えるのです。 あなた

は私が互いに矛盾することをいったと驚いているが， 真理を聞いて， 味わって下さ

い。 」という。 さらに「すべてのものの原理とは， それによって， それにおいて，

それから， すべての原理づけられるものが， 導き出されてくると乙ろのものである。

すべて原理から導き出されたものによって， 原理はふれられない。 」という。 そし

て知恵はもっとも高い所IC住んでおり， その高さは無限である。 rそれ故知恵は，

それをすべての人聞が本性的に知るととを求めており， 精神の熱情をもって探究し

ているのだが， すべての知識を越えており， 不可知のものなのである。 」すると対

話者は次のようにいう。 rそこで私はあなたと共に非常な喜びを以て， そのような

最高の観怒のいくらかを味わうのです。 というのはこのような知恵をいつも語って，

あなたは飽きるようには見えませんし， 乙れはもっとも甘美なものであり， それを

あなたは内的な経験で味わっているのでなければ， それはあなたをとんなにも惹き

つけないでしょう。 」
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次に対話者が， 理屈に合わないことと驚いた[ふれることができないものを， ふ

れない仕方でふれる」ことについて， もう少し考えてみたい。 たしかにこの表現は

読者を当惑させるものがある。 しかしクザーヌスはこの言い方を好んで用いる。 す

でに『ドクタ・イグノランチア」のはじめの方1(. I理解されない仕方で理解す泊)

(incomprehensibiliter intelligitur)と言い方が出ており， 類似の表現はしばしば用い

られている。 クザーヌスが自分の立場を無知の説， 聖なる無知などとよんでいるこ

とは， 上に述べたが， この無知を人聞に気づかせ， 目覚めさせる象徴的な考え方と

して用いられているのが. I反対の一致J(coincidentia oppositorum)である。 この

言葉は『ドクタ・イグノランチア』にはまだ見られないが， それに続く著作『臆測

論J (De Con;ecturめからは用いられている。 この考え方は， ふつうの論理的な思

考には逆らうものであり， 従ってさきにも異端として排斥された。 しかしクザーヌ

スはこの考えを， 彼の考えを端的に表わすものとして， 極めて重要なものとして考

えている。『無学者対話篇』に続く著作である『神の直観.1 IDe Vz'st"one Dú)の一

節を少し長くなるが引用したい。 I従って私はどうして次のことが必然であるかを

経験する。 すなわち， 私が閣に入り， 悟性のすべての能力を超えて反対の一致を認

め， 不可能が起る所lζ真理を求めることを。 そしてそのすべての知的な最高の上昇

を越えて， あらゆる知性に認識されないもの， あらゆる知性が， 真理からもっとも

離れていると判断するもの， に到達するだろう時， そこに絶対の必然存在である汝

が存在する。 そしてその閣の不可能性が， ますます暗く不可能と認識されればされ

るほど， 必然存在がより真実に輝き， よりあらわになり， 近づいてくる。 それ故私

の神よ， 汝l乙感謝する。 というのは， 汝はあらゆる人に， そしてもっとも博学な哲

学者にさえも， 全く近づけない不可能なその道以外l乙汝に近づく他の道はないこ

とを， 私に明らかにしたのであるから。 というのは， 汝は， 不可能性が起り， 現わ

れる所以外の他の場所では， 見られえないことを， 汝は私に示したのであるから。

そして， 強さの食物である汝は， 主よ， 私が私自身iこ無理を犯させるように， 霊感

を与える。 というのは不可能性が必然性と一致するのであるから。 そして私は汝が

あらわに見出される場所が， 矛盾の一致によって守られているのを見出す。 矛盾の
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一致は， そ乙IC汝が住む天国の城壁 (murus paradisi)であって， その門を悟性の最

高の精神 (spiritus altissimus rationis) が護っている。 その番人が打ち破られなけれ

ば， 中へ入ることは許きれない。それ故矛盾の一致の向う側!(， 汝は見られること

ができ， こちら側では決して見られない。それ故もし汝の直観において， 主よ， 不

可能性が必然性であるならば， 汝の直観が見ないと乙ろのものは何もない。」

以上でクザーヌスがいかに反対の一致の考え方を重要なものと考え， それをクザ

ーヌス的世界へ入るための試金石と考えていたか， が分るであろう。反対の一致と

いう城壁のとちら側を支配しているものは， 悟性であり， 論理である。 しかしわれ

われの世界が， これだけに終らないことを， われわれは知っている。さきに引用し

た例でいえば， われわれはさまざまな原理・公理・公準を使用している。それらの

ものの上に， われわれはさまざまな学問世界を建設している。しかしわれわれの，

それら原理そのものに対する知識は， 極めて限られている。原理の上の世界には厳

密な証明がありえても， 原理そのものについては， われわれは証明できない。幾何

学の公理， 論理学の原理などを考えてみれば， すぐに分るであろう。とれらの原理

的なものは， われわれの生活にとって， 欠くべからざる重要なものであり， 身近か

なものでありながら， われわれにとってほとんど知られていないものであり， 知る

ととができないものである。 われわれの認識にとっての盲点とか， 死角といってよ

いものではあるまいか。われわれの知識は時間的空間的には無限に広がりうる。 し

かしこのような本質的遡行に関しては， ほとんどわれわれはなすところがないよう

に恩われる。 しかしとういう問題は， 何もはじめてクザーヌスが気づいたわけでは

なく， プラトンがすでに「国家論」の線分の比喰といわれているもので指摘してい
(20) 

る。もちろん， ニュアンスは違うが， そ 乙で直観知 (νd甲山宮) !ζ苦手jりあてられている

ものは， 今われわれが問題にしているところであり， プラトンはそれを哲学のもっ

とも根本的な部分をなすもの， と考えているようである。

以上「ふれるととができないものを， ふれえない仕方でふれるJ， あるいは「把

握されえない仕方で理解する」ということについて少し考えてきた。しかしふつう

の原理的なものと， r反対の一致 」というような逆説的なものとは， 性質が異なる

と考えられるかも知れない。例えばーなどは， 本来ふれられないものなのであるが，

日常的なのでふれられるように恩われる。しかし最大なものとか， 最小のものとか
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は， いかにもふれられないということが分る。 しかも一方で最大なもの， 最小なも

のというと， 分らないままに分った気になってしまう。 乙のIふれえないもの」と

か. r分らないままに」というζとを， われわれはややもすると忘れてしまう。原

理的なものの， 乙の性格をたえず明瞭に 意識させるために， 逆説的な「反対の一

致」を， クザーヌス的世界の防壁としておいたというようにも考えられるのではあ

るまいか。 そして同時に， その世界がζの現実の世界とたんに連続的ではなく， わ

れわれに転換を強いる世界である乙とを示したのではあるまいか。

「知恵を知性によってとらえられるもの以外のものではないと考え， 至福を知性

によってふれられるもの以外のものではないと考える人は， 永遠の無限の真の知恵

からは遠く離れていお f愛の対象の把握できない， 愛に値いする価値を 把握する

時， 乙れが愛する側の最大の喜びにみちた把握であぬ
イーピンガーは， その論文[ドクタ・ イグノランチアの概念とその歴史的発展」

の中で， 乙の言葉ドクタ・ イグノランチアがすでにアウグスティヌスによって使わ

れており， ボナヴェントゥラの時代にはある程度知られた言葉であるζとを指摘し

ている。 この矛盾する言葉使いには， 恐らく使徒パウロの[弱さを誇る」という聖
(24) 

句にまでかえってゆくものが， あるのではなかろうか。 との聞の事情を調べること

を今後の一つの課題としたい。
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