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ニコラウス ・ クザーヌスにおける
人間の主体性について
一一一Idiota篇を中心にして一一

八

巻

和

彦

序
ニコラウス・クザーヌスの思想の中に主体性 S u bjek tivi t ät の思考を見
てとり， その哲学を主体性の哲学 di eP hi loso phi e derS u bjekt ivi tät とし
てとらえる解釈の仕方は， 既に一定数の研究があり， 市民権を得ていると
言えるだろう。 たとえば， J.S ta llmach はAnsät ze neu zei t li chenP hi lo 
so phi er ens bei Cusanus なる論文において， クザーヌスのDeconiecturis
およびIdiotadementeの一節を解釈して次のように言う。 rr 現 実の世界
が神の無限な理性 ratioから進み出るように， われわれの推測 coni e ctur a
はわれわれの精神から進み出る。J世界は精神から進み出るのである。 世
)) si ch <<は神の無限なる精神からであり， またわれわれ
界自体 di e We lt an
)) u ns <<即ちその
が思惟するような， われわれにとっての世界 di e We lt für
下でわれわれが現 実的関係をもとうと試みる近似モデルは， われわれの有
限な精神からであ

2。

(このことは，あらゆる主体性の哲学に共通な根本的

モチーフである。 存在者の純然たる事 実 性は， それが創造的精神から到来
J と。
し たということの洞察によって洞察される。)
，
. Gandi llac，K.H.Vo lkmann
彼l乙 先立つては， E. Cassi r er ，J. Ri t ter M
S chlu ck， WS
. chu lzらが乙の問題を考察しているが， S ta llmach 論文の後
に乙のテーマは一つの重要なテーマとして大方に 認 識さ れ た ように見え
る。1970年代に入って， rクザーヌスにおける主体性」をタイトJレとする研究
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書が複数公刊された。 その一つが E. FräntzkiのλTz'kolaus von K ues und
das Problem der absoluten Su再jektz'vz'tät， 1972， Meise出ei m-am Glan.
であり， もう一冊が N.H erold ， Menschliche Persþektt've und Wahrhei・t，
Zur .Deutung der Su�jektz'vz'tä・t z'n den þht'losoþht'schen Schriften des
A悦olaus von Kues， 1975，Münst er West falen.である。 (また， とのく主
体性の哲学〉 の問題意識に立ってクザーヌスの認識論を扱ったものに， T.
Velt hoven， Gottesschau und menschlt'che Kreati・vz冶:t， 1977， Leiden.があ
る。)
F r ä nt zki は，クザーヌスの哲学を古代・中世哲学の伝 統と十分に対照し
て考察しながら，人聞の主体性をカント的意味で扱うのではなく，むしろへ
ーゲJレ的意味で神なる絶対的主体の下に位置づけてとらえようとする。 そ
の際に主体性とは， 一種の 自己運動性とみなされており， 自己 実現S e lbst 
vo llzug， 自己 実現によって限定される識別 das durc h diesen bedingt e
U nt erscheiden， および識別されるものの根源への回帰 der

Rückbezug

des Unt erschiedenen au f den U rspr ung の三つの Moment からなって

;

いる

さらに絶対的主体性については， 上の三つのMoment が， 自己関

係Se b
l st ve r hä lt nis， 識別 Unterschiedungおよび統一Einu ngとされてい
る。 人聞の主体性では， 上記の三つの Moment がいずれも完全な形で成
立しているわけではなく，欠如的にのみ成立しているゆえに，人聞の主体性
は欠如的主体性 die defìzient eS ubjek t i vi t ä t ととらえられるととになる。
他方 Herold の研究は， 彼に先立つ諸研究の批判的総括を企図しつつ，
新しい方法論を提示している。 それは， クザーヌスが駆使している点， 球，
鏡および Figu raP などの 形 象 に着目 してそれに考察の焦点、をあてなが
ら， 彼における主体性の思考を解明しようというものである。 H e r o ld は，
F r ä nt zki のように絶対的主体性の下で人間の主体牲を考察するととは， ク
ザーヌスにおける， 神から与えられたものとしての人聞の自律Au t onomie
という理念の成長を見失う乙とになるのではないか， と批 判 し つ つ， 自
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身はカン卜的な有限的主体性に 定位する。 その主体性概念の特徴は， 基
礎として存在し空間へ広がりつつある精神の 統一性， 精神の限界設定と限
界超越運動， 人 閣 の 思 考 の 自発性と国有の被制約性への反省， 有限な視
と無限な真理との 結合におけるPerspektivi tä t の思想の四点があげられて
いる。 そして， とりわけDementeにおける精神 mens に着目しつつその
Perspektivi tä t を解明しようと努めて， そのPerspektivi tä t が人間の主体
性の証左であると 結論している。
しかし， 乙のような Herold の把握に対しては， 逆に主体性からPer
spektivitä t が証明されるのだ， という F r ä ntzki の批判がある。
さて私は以下の小論において， これら二つの主体性を扱った論文の聞に
定位しつつ私なりの 考察 を試みたい。 即ち， 主体性については F r ä ntzki
の把握に依拠しつつ，

(従ってHer old の mens の把握を批判しつつ)
， 同

時に絶対的主体性の下の欠如的主体性なる関係には， 看過しではならない
事態として く信仰〉 がその根底に存在している ( subiec tum) 乙とを明らか
にすることを目指すものである。
その際に， Idi・áta三部作を同ーの場で，

とりわけ Id.z otadesapientia

(以下Desap. と略す)とIdiotademente (同じくDemente)とを相互
に関係づけて考察を進める乙とにする。く信仰〉を見失わないためである。

1

De

saþ.におけるsapientiaとscientia

私は 先ずとの章において， クザーヌスによる sapi entia
(知恵) と scientia
(知識)の区分と規定およびそれらの関係づけが， 根本的にく信仰〉的立
場からなされている乙とを明らかにしたいと思う。
周知のように， 対話篇である Idz.ota 三部作には， 異例なととに対話者
のホスト役として idiota (素人， 無学者。

ドイツ語では一致して‘L aie
'と

訳されている。)が一貫して登場している。 質問者の方は，Desψ . におい
ては or ator(雄弁家)であり， Dementeにおいては主として p hilosophus
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であり， 時に orator であるが， De staticis eXþerimentis では or ator

一人

である。
きて， De saþ. の 冒頭は， 大いに博学をもって 自認している or ator とみ
すぼらしく無学な idiota とが， ローマの市場で出会うととから始まってい
る。 話は， 彼らの風体とは逆!c:: idiota の次のような断固たる or ator 批判
から始まる。 or ator が 自負している sci ent i a hui us mundi (乙の世界の〔に
ついての ， または， Iと由来する〕知識)は， 神の下では愚昧にすぎず， 人
を高慢にさせるものであるが， 真の知識は逆に人を謙遜にさせるのである。
そのことに or ator が気づ、かないのは ， 本来は 自由 IL生まれついているの
にハヅナによって飼い葉桶に固くつながれている馬が， 与えられるものだ
けを食べているのと同様に， 彼の知性 i nt e lle ct us が著作家たちの権威に縛
りつけられて， 本来的でない食べ物によって生きているからである。 そも
そも著作家たちの中で最初に知恵について書き記した知者は， 書物から知
恵を受取ったのではなく， 人間の本性にかなった食べ物によって知者とな
ったのである。
このような事態を認識している idiota は，

idiota (無学者)であるにも

かかわらず 自己が無知であるととの知識 sci ent ia i gnor ant i ae (t uae)を所
有しており， 従って一層謙遜である。 またその知識は， or ator のように 自
分の書物から ex t uis libr is ではなく， 神が 自分の指で書いた神の書物から
(
はD ei libr is得たのであ 。 人を謙遜にさせる真の知識 (知恵)(としての

Z

「無知の知J)は， 権威の中にも書物の中にも存在するわけではなく， r知
恵はちまたに叫び， 市場にその声をあげるのであり， またその叫びがそ乙
に存在するのは， 知恵が至高なるところに住んでいるからである。」そこで
idiota は， 眼前の雑踏の中にもそれが現われている乙とを or ato rに示すべ
く話し始め， それに orator も耳を傾けていくのである。
乙れらの叙述から明らかになる乙とは ，

知識とりわけ sci enti a h uius

mundi と知恵 sapient ia とが 区分された 上で， 知識にのみかかずらわって
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騎りたかぶっている or ator と，知識はないが信仰に篤い idiotaとの立場が
逆転させられている乙とである。 idiota の or ator への批判は，単iζ知識の
上でのことにとどまらず， or ator のく知への態度〉にも及んでいる。「あな
たが 単なる好奇的な探求心を棄てている乙とが私に見てとれなければ， 私
はあなたに偉大なことを知らせることはできない。」従って， 乙乙で設定さ
れている知識と知恵の 区分および or ator批判は， 単l乙〈知〉に関してどち
らの方が量が多いか少ないか， 方法が正しいか誤っているか， だけを問題
にしているのではなく， より根源的な批判を合意しているのである。
乙のクザーヌスの意図を適切に示すものとして， 私は次のようなアウグ
ス ティ ヌスのDe tt
r "ndateの文章を掲げたい。

I乙の知恵についての定義

は， 神的事物の知は固有の意味で知恵 sapient iaといわれ， 人間的事物の
知は固有の意味で知識 s cient ia とよばれ得るように 区別されなければなら
ない。 ……しかし私は無益な虚栄や危険な好奇心に満ちている人間的事物
において人間が知り得るものではなく， 真の浄福l乙導く極めて有効な信仰
を生み， 養い， 擁護し， 強めるもののみをこの知識に帰
するのである。 多
くの信実な者負 deles は信仰そのものにおいては非常に優れているが， こ
の知識については貧しい。」 従ってクザーヌスにおいて， 最高の知恵とは
「いかにして到達不可能なもの〔神・真理〉が， 既に説明された類似にお
いて到達不可能な仕方で到達されるか， をあなたが知ることである。」 と
される。
しかし実は， クザーヌスのこのような知恵のとらえ方は， 上掲のアウグス
ティ ヌスの文章の直前にある「知恵について論考することが私たちの今の
課題である。 しかし， 確かに神にいます神の知恵について論考するのでは
ない。 神の知恵とは神の独り子なる御子である，と言われるから。」という
区別する態度とは， 微妙な点、で異なっている。 勿論クザーヌスも神なる知
(20)

恵と人聞のもつ知恵とを 区別しているが， 論考を進める過程でアウグス テ
ィ ヌスのように 区別して扱っているわけではない。 むしろ， 人閣のもつ神
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的事物の知としての知恵と神なる知恵とを密接に関係づけて論じている。
「われわれの精神に本性的に内在し，それによってのみわれわれの精神が知
恵そのものの中に安らうことになるものとしての知恵の類似は， 言わば知
恵の生きた似像 imago である。」 との「知恵そのもの」は本文の直ぐ後で
「 永遠な知恵としての無限な生命」と換言 さ れ て おり， また似像の原像
exe mplar ともされている。従ってとこに，神なる知恵を原像とし，人聞のも
つ知恵を似像とするく原像一一似像〉関係が設定されていることがわかる。
さらに乙の関係は単なる静的なものではない。 各関係項において原像は
勿論のとと， 似像そのものも vi va imago として動的なものであり， また
関係総体も動的なものと考えられている。 例えば， 人間の精神の働きとし
ての intellectus(知解)にとって最も美味なものは，味わう働きをする知恵
(22)

sapientia quae sapitであるとされている。
また， 少々長くなるが次の文章も引用しておきたい。 “Qu i enim quaer it
motu intellectuali sapientiam， hic inter ne tactus ad pr aegustatam du lce
d inem su i oblitus r ap itur in cor por e quasi extr a cor pus; omniu m sensi 
hilium pondus eum tener e nequit， quousquese u niat attr ahenti sapientiae ;
ex stup ida admir atione sensu m r elinquens insanir e facit animam， u t
cuncta praeter eam penitus nihili faciat. Et illis dulce est hunc mundum
et hanc vitam posse linquer e， u t expeditius fer r i possint in immor talitatis
・

・

・

・

・

・

・

・

.

.

sapientiam . " ["知性的運動によって知恵を探求する人は，内的に感動させら
れ自己を忘れて， あたかも 肉体を超えているかのように， 肉体において美
味なる〔知恵の〉試食に引き寄せられる。 するとあらゆる感覚的なものの
重さをもってしでも，探求者が自己を，引き寄せている知恵に一致させよう
と努めるのをとどめることは不可能である。 そこで彼はろうばいし驚いて
感覚を棄て去り， 魂を狂わせる。 その結果 彼は， 知恵を除いていかなるも
のも全く何物でもないとみなすようになる。 かくしてとれら知恵の探求者
にとっては， との世界ととの生を棄てるのが可能であることは美味なるこ
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ととなり， 従って 彼らは， 不死な知恵へとすばやく運ばれることが可能と
(23)

なるのである。」
以 上のいささか長すぎる引用によって， クザーヌスが神なる知恵と人閣
のもつ知恵との関係を， 動詞の能動形と受動形を微妙に混合した表現を以
って， 密接なものとして説明しようとしていることをみてとれるだろう。
(乙の点についての立入った考察は後に行なわれるであろう。)乙れと同様
な事態は， sc ient ia と sapi ent ia との関係について，ハヅナでつながれた馬
としての orator の scient ia と . sape r e するものとしての idiotaの sap ientia
との対照にもとらえることができる。
かくして idiota においては， 知識および知恵が 単なる量の多寡あるいは
方法の正誤において間われているだけではなく， 生きること vit aと密接に
関係づけられているのである。 それゆえに， i diot a は orator に対して断固
(24)

たる批判的態度をもって臨んでいるのである。 知恵は従来の or ator のよ
うな態度では探求すべきものでもなく， また見出すこともできない。 知恵
は， r精神の内奥 (のあり方)によってJ 'ment is aff ectu' 探求するもので
(26)

ある。
即ち， idiotaの o r ator 批判およびく知〉の 区分と規定は， 他ならぬく信
仰〉に根ざしているものとして成立しているのである。 確かに，先にあげた
orator 的な知識の “受動性"の指摘， つまり世俗的外見では能動的なものと
みえる知識が， 神の前では愚昧で世俗的強制による受動的なものにすぎな
い， というとらえ方， および知恵以外はあらゆるものが全く何物でもない
と見なす態度は， キリスト教信仰にもとづく世俗世界への批判の現われで
あると言えるだろう。 同様な事態は知恵について次のような記述にも見て
とれるだろう。「知恵は感覚的なものから切り離されるとと separ at io の内
に， 最も 単純で無限な形相へと向き変わること conve r slOの内に存在する
ものである。 ……知恵とは， 燃える愛をもって無限な形相に固着すること
(27)

inhae r e r e である。」
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mensの ‘能動性' とくシーソー構造〉
さて， クザーヌスが人聞の精神的働きを積極的， 能動的なものとして把

握することは， Idz'・ota篇lとかぎらず既lと Deconi. においても見られる。
“Coniectura igi t u r est posi t iva assert io i n al t eritat e veri t at em， u t i est ，
participans . " r推測とは， 真理を他性において， 現に存在しているように
(28)

分有する積極的な陳述である。」
De mente においては， De conz'. におけるー性形而 上学 Einheitsmeta
p hysik 的認識論の枠組みを踏襲しつつ， とくに人聞の精神 mens K焦点、が
あてられている。「精神とは， 万物の限界(目 標) t erminus と測定 mensura
がそこから生じてくるものである。 ……精神が mens と称されるのは， そ
(29)

れの測る働きによって mensurando だろう， と私は 推測する。」この文か
らもわかるように， クザーヌスは精神の働きを主として測定および類似化
assimilat io において説明している。 測定は， De coni・でも明らかにされた
ように主として認識作用を説明するものであるが， 類似化とはむしろ， 精
神の倉1造作用も含んだ 総体的事態を説明するものである。「われわれの精
神の把握 concipere は現存在者の類似化である。」
では乙の場合， 精神の assimi lat io とは， 何が何l乙類似するのだろうか。
もとより， 精神が外なるものに， ロウが押しつけられた範形に類似するよ
うに類似する， つまり 外なるものによって類似させられるのではない。 そ
うであるならば， 精神が万物について判断するという乙とはありえないで
あろう。 また， 精神が自己に類似したものを 外なるものとして創り出す ，
という乙とでもない。「神の精神の把握はものの産出 product io であるが，
われわれの精神の把握はものの認知 not io である」のだから。 さらには，
精神が 外なるものを， 自分に合うように自分のカ テゴリーで整理し， 対象
として構成することでもない。
クザーヌスは， 現 実のわれわれの世界および人間の精神の「それなりの
豊かさ」を十分に認めた上で， 思考を出発させている。 現に， r知恵はちま
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たに叫び， 市場にその声をあげる」 と idiota I乙， また「哲学者たちが理
性によって到達するのよりも一層明僚に， i diota たちが信仰によって到達
(34)

する」と orator に言わせている。 そしてこのような， 世界と精神の「豊か
さJ を説明する枠組みとして， 神を包含 com pli catio とし世界をそれから
の展開 expli catio とする関係を， また精神については， 神を原像 exemplar
とし精神をそれの第一で唯一の似像 imago とする関係を設定している。
従ってとれらの関係を自明のものとするかぎりは， (現にクザーヌスはそう
しており， その根拠をわれわれは後に問うであろうが)問題となるのは，
似像としての精神と， 展開としての世界との関係であることになる。
これに対してクザーヌスが提出する解答の 基本的構造は次のようなもの
である。「精神は，無限な精神としての絶対的包含の似像である乙とによっ
て， 自己をあらゆる展開〔世界〉に類似させる乙とを可能とする力を所有
(36)

している。」乙乙でいう「似像」については， 上でも言及したように当面わ
れわれは敢えて関わらないで考察したいのであるが， では， “se assi mi lar e
omni expli cationi " 1"自己をあらゆる展開に類似させる」 とはいかなると
とであろうか。 この能動的表現に注目するならば， 精神が外に自発的に出
て行って認識を成立させるかのような印象を与える。しかし“si mili tudi ne
日fit cogni tio " 1"認識は……類似によって成立するJ とも言われており，
'a ssimilatione' 1"類似化によって」とは言われていない乙とに注意したい。
この si mili tudo とは精神の assi mi lare の働きによって成立するものであ
るから ， (se assimi lare)とく cogni tio の成立〉 の間には， 類似が介在して
いるととになる。 つまり， 精神と外的なものとの直接的接触が想定されて
いるわけではない。
では， 類似と外的なものとの関係はどうなっているのだろうか。 精神が
外界と直接に接しないのであれば， そもそも類似はどのようにして形成さ
れるのだろうか。「われわれの精神はとれら全ての場所〔感覚器官〕 に動
脈の気息 spi ri tus ar teriaru m の中を運ばれる。 するとわれわれの精神は，
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対象物から気息lと向けて多重化された諸々の形態という障害物によって刺
激されて exci tata p er o bstacu lum ‘諸々のものにその形態に関して自己を
(38)

類似させるのである。」乙こには， 精神と外界とを媒介する気息の働きと，
それを通しての外界から精神への 刺激が想定されている。 従って精神は，
能動性のみではなく受動 性をも帯びているととになる。 しかし注意すべき
ことに， 精神が自己をものに類似させるのは， r障害物によって 刺激され
て」であって， 直接的に「障害物によって」ではないことである。
つまり精神は外界に対して完全に受動的になっているわけではなく， む
しろ精神は「自己によって」類似を形成するのである。 次の文章を考察し
てみよう。「精神という力にはいかなる観念的形相も存在していないにもか
かわらず， 刺激を受ければ自己をいかなる形相にも類似させることが可能
であり， またいかなるものの観念をも形成するζとが可能である。」先ず乙
の文の後半に目を向けたい。 乙こでは認識の成立について，

<形相への類

似化〉とくものの観念の形成〉 の二つに分けて述べられている。 これまで
単に「ものに自己を類似させる」 と述べられていた事態が，

r感覚的事物

によって刺激されるJ乙との成立と同時に二分化し， 実は精神の外なるも
のへの類似ではなく， 外なるものの形相への類似が成立するのであり， そ
の類似の成立によってものの観念 notio が形成されて，認識 cognitio が成
立することになる。
しかし， 外なるものの形相は神のもとに存在するはずであるから， 精神
とそれとの関係がいかなるものであるかと間われねばならない。 実は既に
みたように， 精神は神の似像であり， 神は万物の包含であるから， 精神は
万物の包含の似像として， その内に万物の包含を言わば可能態 potentiaと
して所有しているのである。 この点に関して， 今度は 先の引用文の前半が
注目されるべきである。 ここにいう「観念的形相J notionalis forma とは，
ものの観念の形相のことに他ならないが， テキス卜本文の少し前で‘ notio
concr eata' r共に創造された観念(即ち本有観念、)Jと言われているものの
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ことであるから， 従って乙れの存在が否定されていることは， 上の「万物
の包含を可能態として所有している」ことの説明になるであろう。 つまり，
精神の行う assim ilati o としての認識は， 決して 単に神の似像としての自
己の内に本有観念としての被造物の類似を見出す， という静的なトートロ
ジーであるわけではない。 「それ〔精神〕は， 自己の知性的生命の運動に
よって， 自己が探求しているものが自己の中に記述されているのを発見す
るのである。」
このことはさらに次のように説明されている. 外的刺激をきっかけとし
てわれわれの精神が形成する類似化によっては， ただ感覚的なものの観念
に到達するだけであり， そこではものの形相は真なるものとして存在して
いない。 しかし精神は自己の不変性に気付く respi cit ad su am immutab i
litatem時に， 諸形相の類似を質料と関わりのない形で形成するのである。
従って精神はその認識において， 自己の活動によって可能態としての万物
の包含を現実態にもたらす， 即ち神にならって精神なりにそれらを展開す
るのである。
では， 乙の活動の原動力は何だろうか。 先にクザーヌスは本有観念の存
在を否定したが， 本有的判断力の存在は肯定している。 「われわれの精神
は， 前進する p rofìcere ために不可欠な con creatu m iudi ciu m 共に創造さ
れた判断力を所有している。 乙の判断力 vis iudi ci ari a は， 本 性的に精神
と共に創造されたのであり，精神はこの力を用いてみずから perse 諸々の
推論について判断する。」 従ってわれわれはVelthoven と共に， [""精 神とは，
みずから現実化する能動的能力である。 乙の能力は 自己から諸観念を産出
すると同時に， 乙れらの概念の価値を判定する乙とができるのである。」と
言えるだろう。
しかし，乙のような精神の能動的働きは， さらに微妙な構造を有している。
先に， 認識としての類似化が く形相への類似〉とくものの観念への類似〉
との二つに分けられていた乙とをみたが， とれは精神の運動の方向として
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は同一ではなく， むしろ逆方向である。 即ち， 前者は言わばく神へ向かう〉
のであり， 後者は 〈ものへ向かう〉 のである。 さらにこの運動は， 時を異
にしているのではなく同時的に成立している。 つまり， 精神は くものへ向
かう〉言わば下降運動 descensu sと，<神へ向かう〉言わば 上昇運動 ascensu s
とを同時に行なっているのである。 同ーのものが同時に反対方向へ運動す
るというととから， 私は精神のこのあり方を ， 遊具のシーソーそのものに
なぞらえて くシーソー構造〉 と名付けておく。
また， 同ーのものが同時に反対方向に運動するという乙とは， それが何
らかの存在者であるかぎり不可能である。 それゆえに私はクザーヌスにお
けるく精神〉は， Fr äntzki の把握に従って， rく精神〉とは何らかの存在者を
意味するのではなく， 人間という存在者の存在の状態 S e i n s verfassu ng
の名称である。 く精神〉 とは存在的事態ではなく， 存在論的事態である。」
と考える。
と乙ろでくシーソー構造〉は， 単にくassimilat io)においてだけみられる
ものではなく，クザーヌスの，精神という人聞のく存在の状態〉に関する説明
の随所にみるととができる。 例えば既に言及した測定 mensu ra において
である。 精神men s が測定に由来してそのように名付けられているのであ
れば，なぜそれがかくも熱心にものの測定に夢中になるのか，という orator
の間いに対して idiota は 次のように答えている。「精神がそれ自身の測定
に到達するためである。 なぜなら精神は， 他のものを測るととによって自
己の理解力に到達する生きた測定であるのだから。 それは万物を運動させ
て自己を認識する。それは万物の中に自己の測定を探求するが，万物がーな
るもの u num である場所にのみそれを見出すのである。 そ乙には精神の
十分な原像が存在しているから， それの厳密性の真理が存在しているので
ある。jつまり， 精神は万物を測る

(測ろうとする) という下へ向かう運

動をする時に， 上に向かい ， 神における真の自己に到達するのである。
さらに， 数 nu meru sお よび数えること nu merare においても乙の構造
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がみられる。 周知のようにクザーヌスの精神の働きにおいては数が重要な
役割を担っている。 原像としての無限なー性は適切な比の中にのみ輝き出
ることができるのだが，この比は数なしには存在しえない。 つまり数は「比
の subiect um(根底に存在するもの) と
J され，従って pri mu m pr incipiat u m
根源に由来する第ーのものと象徴的に称される。 乙のようなものとしての
数について， 次のような考察がされている。 ある人が数えた場合に， その
数が10であるならば，それはー性の力を10として展開するととであり，同時
に， 10という数としてとらえる乙とはそのものを10としてー性に包含する
p
li cat " í数える人は展開し
ことでもある。 “qui nu mer at expli cat ut com
かっ包含する。」 従って， 精神が数えるととにおいては展開と包含が一致
していることになる。 ものを数えるという展開的 ・下降運動をする時に，
ものを数なるまとまりとしてとらえるという包含的・上昇運動が成立して
いるのである。
さらに注意すべきことは， 展開する乙とによって包含する能力はより小
さくなる乙とはありえないから， 精神が尽き果てることはありえない， と
(日〉

も付言されている乙とである。 即ちこの くシーソー構造〉 は， 精神のそれ
なりの無尽 性， 能動 性を説明する根拠ともされているわけである。 また，
乙れらの くシーソー構造〉が決して 単に偶然的なものとされているのでは
ないことは，下降運動に対する次のような評価からもわかる。「われわれの
精神は， 肉体をもたなければ知解するべく前進するように刺激されること
(54)

は不可能である……。」 乙とでの「刺激されること」 は文字通りには受動
的であって， 精神の下降運動とは関係ないように見えるが， 実は刺激され
る乙とは諸気息を通して成立するのであり， 乙れらの気息には精神が生命
(56)
〉
を与えており ， また精神が浸透しているのであるから， 結局， それは精神
の下降運動によっても成立しているのである。
以 上のように くシーソー構造〉 の有する意味を積極的なものと解すれば，
クザーヌスが精神に対する外界からの刺激にかくも入念に意識的であった
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理由がわかるであろう。 一方において精神の外界に対する能動性を強調し
つつも， 他方において刺激をも無視していない。 乙れは単に， 彼の認識論
の超越論的性格を薄めるという消極的な意図の結果であるにとどまらず，
精神というS ei nsverffassu ng のくシーソー構造〉を 十分に説明するための
ものでもあるのだろう。従って，このような意味連関の中で次のDe mente
末尾に近い記述を味わうべきであろう。

“S i c sum us i n hoc m u ndo do

cibiles， i n alio magistr i ." Iかくしてわれわれは，

この世界においては初

学者であるが， かの世界においては大学者である。」

111

人間の主体性と根源的受動性

さて前章で考察した能動的な精神とそとに摘出されたくシーソー構造〉
を改めて考察してみる時， 私はそこに人間の主体性を見出すことができる。
ここで主体性とは， 先に紹介した Fr än tzki のあげる三つのMom ent を有
するものである。

"S elbstvollzu g ， rlas dur ch di esen bedi ngte Unter 

scheiden， d er Rückbezug d es Untersc hi edenen auf den U rspr ung-di ese
(58)

d r eiMom ente machen das Wesen d erSu吋 ektivi tät aus."
この点について立入って考察する前に， 次のような テキストを再び引用
しておきたい。 「精神は， 永遠で無限な知恵の生命ある記述である。 はじ
めは， その生命は眠っているような状態にある。 それは， 感覚可能な事物
によって生じさせられる驚き admi r atio によって， はじめて刺激されて動
き始める。 すると精神は 自己の知性的生命の運動によって， 自己が探求し
ているものが自己の内に記述されているのを発見するのである。」
さてくS elbstvollzug 自己 実現〉とは， 生命としての， 従って運動として
のくシーソー構造〉総体と言えるだろう。「精神は自己自身を動かす知性的
(60)

生命である�Jしかしその自己 実現は， 神の S elbstve r hältnis 自己関係の
ようにく nunc et iam)に成立しているわけではなく， はじめの眠っている
ような状態からく運動〉によって， またく 刺激〉 という他者をきっかけと
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して成立するものであることにおいて欠如的である。
また く自己 実現により限定される識別〉とは次のことの内に摘出されよ
う。 〈シーソー構造〉運動において， 生命としての精神は自己観察， 自己
反省を行いうるようになり， その結果， 自己の内に万物の形相の類似を形
成するととになるのであるが， 乙の時に自己と本来的自己とを識別するの
であり， それゆえに万物をも識別するのである。 しかし， 乙の識別も く 運
動〉とそれに基づく く自己 実現〉によって成立するものであるから， 欠如
的である。
さらに， <識別されたものの根源への回帰〉は，くシーソー構造〉のまさ
しく “シーソー性" においてとらえることができる。 下降運動とともにあ
る 上昇運動とは， 精神の本来的自己への回帰， 統ーを目指すものである。
しかし， との回帰， 統ーへの志向は， 下降運動とともに成立するのであり，
また乙の上昇運動は止むことがないゆえに， やはり欠如的である。
かくして， <シーソー構造〉を有する精神という人聞のく 存在の状態〉に
見出すことのできる主体性は， はじめの眠っているような状態から (驚き
によって刺激されれば)自力で自己を実現し， 同時に自己を識別し， また
万物を識別する， さらにそのような営みの中で自己の根源に回帰すべく 上
昇するものである。 この点においてそれは確かに主体性を有するが， 神の
絶対的な主体性との関係でとらえれば欠如的主体 性
(62)

d ie defi zi ente S u b-

j ektivi t ätであろう。
否， むしろこの主体性は神の絶対的主体性によって成立しているのでは
なかろうか。 乙のととについて考察するために，少々長くなるがDemente
冒頭の記述に注目したい。
「記念祭のために驚くべき敬慶さをもって多くの
人々がローマへと急いでやって来ていた時に， 同時代人の中で最も優れた，
あるp hilosophus が， 橋を渡っていくその人々に驚いている admi rari姿
p hus に対しである orator が， ……何
が見出されたそうだ。 その p hiloso
が philosop hus をそ乙に立ち止まらせているのか， と尋ねた。 p hilosop hus
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は『驚き admiratio である』と答えた。

oratorは， rそれがいかなる乙と

であれ何かを知ろうと欲する人の全てにとって， 驚きは刺激 stimulus と
なるように思える。 またあなたは学者たちの中でもとりわけ優れているの
で， かくも強くあなたを動かし続けるほどに驚きがあるのでしょう

京。JJ

とこで述べられている哲学者の admi ratio， admi rari が， 動詞としては
deponentia であるが受動性を帯びていること，および哲学者の驚きとして，
有名なアリスト テレスの記述「けだし， 驚異するととによって人聞は， 今
日でもそうであるがあの最初の場合にもあのように， 知恵を愛求し〔哲学
(64)

し〕始めたのである。」を踏まえていることは明らかである。 従って， と
の驚きを哲学者としての街いとして解釈することも， 1diota de met
n eの
冒頭の文章としては大いに興味深いが， 私はここでは 彼の真の驚き， 驚か
されであると理解する。 またia dmi ratio が sti mulus になるように思え
る」なる行文にも注意したい。 つまり， われわれの探求は く驚かされ〉に
よってく 刺激される〉 ことから始まるのである。 このく受動〉がそのまま
の形で精神の内部にまで入り込んでいるわけではないことは， 既に前章で
みたとおりである。 精神は主体性として能動的に認識を行なうのである。
それにもかかわらず， <シーソー構造〉を有する精神の働きの叙述におい
て拭いがたく受動的表現が存続していることも事 実である。 その典型 例は，
I章の註(23)
として引用したDesap.， 1， h. 16 の文章である。 ここには傍
点で示したように， 能動的表現に混じって受動的表現がなされているので
あるが， ここで説明されている事態はくシーソー構造〉に他ならない。 くシ
ーソー構造〉に限って叙述する場合には， 確かに受動的表現は巧妙に回避
されていたが， それが神との関係の中でとらえられる場合には受動的表現
が現われてくるのだろう。 私は乙乙に， 人間という欠如的主体性が負って
いる (負わされている)<根源的受動性〉とも 言うべきものを見出すのであ
る。 先にふれ た， 哲 学 者 の 〈驚き〉とは， クザーヌスにとって， それが
単にアリスト テレスの説であるからという理由からではなく， その説がク
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ザーヌスの考える事態に則している故にこそ， あるいは， 自己の思想に合
致すべく改釈した上で， Demente 冒頭に記すに値するのであろう。
乙の く 根源的受動 性〉に関わる思考は他にもいくつか指摘できる。 例え
ば，第I章註(26)で言及した， r知恵は‘ men t is a
ffe c t u '(精神の内奥によっ
ffe c t us' なる語は
て) 探求するものである」 という箇所である。 この ‘ a
‘a
r
伍 ec e'
rある物にある事をする， 働きかける」なる語から派生したもの
で， 受動的意味を有することは明らかである。 従って 上の箇所1(， 私は根
源的受動性の意識を見てとる乙とができると思う。 idiotaが or ator をその
探求の態度においてこのように批判したのは， 実 は 乙 の 根 源的受動性を
sa
pe er

(味わう) せよ， という意味であったのだろう。

さらには，

<精神〉に関して‘ men s' と ‘ spi r i t us 'の二種の語が用いられ

ていることである。 勿論Dementeにおいては， その表題のとおりに殆ん
どの場合に' men s'が使用されている。 しかし13章においてプラトンの世
界霊魂 a
n ima m u
n di を議論する中では‘ spi r i t us'が使用され，それについ
て説明されている。 「プラトンが世界霊魂と称しているものを，

アリスト

テレスは本性n at ur a と称していると思う。 そこで私としては， その演も
本性も， 万物の中で万物を働かせている神に他ならないと思う。 だからわ
(66)

n iv
e rsor um spirti usと称する。」 また本文の少し後の
れわれは， それを u
箇所では， ガラス職人が spir i t us (息) を吹き込んでコ ップを作る 例があ
げられており， ガラス職人の放つ息の中に 彼の作り出すものの可能態およ
び概念が存在しており ， それ故にコップが生じるのだ， とされている。「か
くして完全な意志には知恵と万能が内在するのであり， 従ってそれは次の
ような類似点によって spi r i t us と称されるのである。 即ち， われわれは風
の中で， また他のあらゆるものの中で運動させるものを spir i t us と称する
のであり， その限り spi r i t us なしには運動は存在しないことになるからで
(67)

ある。」 つまり神が spi r i t us と称される場合は，
すという点、が注目されているのである。

それが万物を形成し動か

従ってわれわれの精神が spi r i t us
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と称される場合には， とのような神との連関が重視されているのであろう。
「永遠で無限な知恵が万物の内に輝いているので， その諸々の作用のある
種の試食 pr aegu stat io によってわれわれを 引き寄せる 。 その 結果われわ
れは驚くべき願望によってその知恵へと運ばれるのである。 この知恵は，
spiri t u alis int elle
ct u s の生命である……。 たとえ接近不可能なものである
としても， 生命の根源lζ向かつて絶えず上昇 するととは全ての spiri t u s �ζ
(68)

とって喜びである。」とこでの‘ spir i t u s'が人聞の精神を指すととは明白で
あるが， 乙の精神は， 万物を形成し動かす神なる spirit u s �ζ運ばれ向かつ
て行くという構造の中で考えられていると言えよう。
さて spir i t u s は， その語形が動詞 spir ar e から派生し， 受動的意味を有
しており， 言わばく吹き込まれ〉とでも言うべきものであるから，

ζの乙

とを上の く spiri t u s としての人聞の精神〉 に関連づけて考察してみたい。
すると， クザーヌスにおいて精神が‘ spiri t u s'とされる場合には，く神からの
吹き込まれ〉 という神との親近性および神からの受動性が強く意識されて
いると解釈できるのではなかろうか。 これに対して ‘mens ' は， その言語
学的な当否は別として， クザーヌスでは既にみたように‘mensu ro 測る に
'
関係づけて考えられており， その語形も， ‘ spir i t u s 'が“受動的" であるのに
比して， “能動的"であるように見える。 従って私は， クザーヌスがわれわ
れの精神を mens として扱いながらも， 時lと spiri t u s と言表する乙との中
に，

先のく根源的受動性〉への思慮が働いているのだろう， と考える。

さらに， 以 前には 単なるく刺激〉とみなしていた st imulu s も， 乙のコン
テクストにおいて改めて注目されてよいだろう。 そもそも乙の st imul u sは
どのようにして成立しているのだろうか。 いかにその役割が小さかろうと，
それは人間の精神の働きにとって， その働き総体の始源、にただ一度だけ必
要であって以後は無用になるようなものではない。 たとえ不分明で混乱し
たかたまりとしてであっても， 精神の働きのその都度， 精神を刺激するも
のであろう。 また st im u l u s は既にみたように，

肉体的気息とものとの接
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触において生じるのであるが， 肉体的気息の中には精神が浸透している。
また， 1意志とか願望というものは不可能なものおよび全く知らないものに
(69)

ついては存在しない」とも言われている。 それ故l乙， st imulus が成立する
場合には， それのMom ent としての外なるものと精神との聞に何らかの
く見知り合い〉が前提されているのであろう。 Velt hoven も， í認識過程に
先立って根底に存在する， 精神と存在者総体との近親性Verwandtsc haftJ
を指摘している。
実はこの “近親性" は， 外なるものと精神の両者がともにパ前者は展開
として， 後者は似像としてという相異はあるにせよ)神によって創造され
たものであるととに根拠づけられているのであろう。 このように把握する
ならば， s ti mulus をもはや 単なるく刺激〉とのみ解してすますことはでき
ない。 確かに反映論的意味での精神の受動性を成立させるものではないが，
語の本来的意味でのく根源的受動性〉の現われと解釈できるのではなかろ
うか。 こ乙で言う「根源的Jとは， われわれの精神の場， 即ちくシーソー
構造〉を根底において支えている， という意味である。
かくして， われわれの精神が根源的受動性によって支えられていること，
あるいはその主体性が根源的受動性を負っている乙と (負わされているこ
と)が明らかになったであろう。 また， 精神のくシーソー構造〉も根源的
受動性によって， その止むことのないく運動 )C即ち， 静止qu i es と一致す
る乙とのなし、， その意味で欠如的な運動)を許されているのである。 しか
し， 乙の根源的受動性とは， われわれの主体性がその場にとどまっている
限りは， それに気付くことはできても， それが何であるのか， 何に由来す
るのかをくさとる sap erのことはできないものである。 それが不可能であ
るゆえに， 即ち完全な自己関係を所有していないが故にわれわれの主体性
は欠如的主体性である。 また， 根源的受動性を負っている (負わされてい
る)という理由でも欠如的主体性である， と言えよう。
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欠如的主体性と信仰

前章までで， 人聞が主体性を有するとともに， その主体性が根源的受動
性を負っているととを考察した。 人聞に関するとの二つの事態 ( 決して同
じ水準での二つの側面ではない)は， クザーヌスによってはく e xemplar 
i mago )相関の場において説明されている， と言えることは明らかである。
しかしながら， それは「似像の二義 性」と称されている点においてではな
い。 即ち， 人閣の主体性そのものについては く e xemplar - imago)内部に
おいて説明されているが， それが根源的受動 性を負っているととについて
は，(e xemplar - imago )が成立している場において説明されているのであ
る。 乙の点をさらに考察してみよう。
人間の mens が能動的である乙とに関しての説明が， く e xemplar -i ma
go)によってなされている 例は， .Dementeの既にみた箇所以外にもしば
しばみるととができる。「無限な精神は絶対的形成力であり，同様にSlC有
限な精神は模倣力， 模造力である。」 さらにこの似像論を前提lとすれば，
精神のものへの関わりは， 似像としての精神が， 言わば 〈似像の似像〉と
しての (自分より下位なるものとしての) <類似〉に関わるととであるから，
確かにそれは精神にとっては能動的なことになるわけであり， 結果として
それなりの主体性が成立するととにもなる。
ととろでさらに， クザーヌスの似像論の立っている根拠を問うべきであ
ろう。 .Demente， 11章において， 彼は精神の中lζ 三 一 性を見出そうと努め
ているJわれわれの精神は三一性におけるーなるものである限りにおいて
何ものかを知解するのである， 神の精神がそうであるように。 そこで， 精
神が知解す.Qべく運動する場合lとは， 先ず被成可能 posse fier i の，即ち質
料の類似におけるあるものを前提する。 そして， それに作成可能

posse

facer e の， 即ち形相の類似の中での他のものを付加する。 すると， 両者か
らの構成の類似の中で知解するととに

説 。」ζのように伝統的〈質料一形

相〉論を三一的に改釈することには， クザーヌスの極めて強いく信仰〉が
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精神に三一性を見出す

ことが， 信仰と密接に関わって成立するものである乙とは， アウグスティ
ヌスの「似像論」とも理解できるであろうDe trini ta teにおいてもみられ
ることである。
さらに， 乙の乙とが『創世記j 1章27節に支えられていることは言うま
でもない。 そとでは， i mago であることは cr eat io の 結果である。 かくし
て， クザーヌスの似像論もく創造 > f乙不可避的に結びついているであろう。
と乙ろが彼にとっては，く創造〉はく信仰〉によって明らかになることであ
る。 「神が……創造者として自己を現わすのは， 極めて大きく形成された
信仰をもって神を探求する人々に対してで

成 。」とされている。

従って，

クザーヌスが似像論l乙立つ根拠は， 何よりもく信仰〉 にある乙とが明らか
であろう。
実は，人間的主体性の負っている根源的受動 性は，乙のようなく原像ーー
似像〉 論が成立している根拠としてのく信仰〉 に関わっている， と私は考
える。 即ち， 先には乙の主体性がその場にとどまっている限り， 根源的受
動 性の存在に気付くことは できても さとることはでき なかったので ある
が， 今やく信仰〉 によってそれの意味をさとることができるのである。 推
論的精神lとは根源的受動 性としてしか気付かれなかったものが， 実はく根
源的能動性〉とでも言うべきものの自己に対する働きかけであった乙とが，
人聞にはわかるのである。 勿論， 乙のく根源的能動 性〉 とは人閣の欠如的
主体性に比しては〈絶対的主体性〉と言うべきものであり，く信仰〉の場で
は神である。 乙のようにく信仰〉の場を 前提にする時にのみ， 欠如的主体
性は絶対的主体性に向かう乙とが可能となるのであり， また精神の認識は
より一層真理に近づく乙とが可能となるのである。「神の照明によって注ぎ
込まれるもう一つの光〔認識を成立させる内なる光と外なる光以外の光と
しての〕が存在する。 それは知性的可能態を完全へと導くものであり， 言
わば信仰の光 lu men fidei である。 ……それによって知性は理性を超えて
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上昇する。 また知性は， 乙の光lζ導かれることによって，

自身が真理に到

達できると信じるのである。JDe dato þatris !uminum r光の父の贈り物
について』におけるこのく信仰の光〉のく注ぎ込まれ〉が， われわれには
根源的受動性として気付かれるのであろう。
以上のようにクザーヌスの哲学におけるく信仰〉 に注目した上で， 改め
て人聞の主体性について考察してみよう。

F r äntzki は，

ける絶対的主体性と欠如的主体性との関係は超範鴎的

クザーヌスにお

überkategoral な

存在規定であるとしつつ， そのく主体性〉の典型的な表現としてD e visione
d ei， 5章の次の文章をあげている。 “Nec est aliud te vi d ere quam quod
tu vid eas v identem te." rあなた〔神〉を観ることは， あなたがあなたを
見ている者を見るととに他ならないJ乙の文章の解釈から 彼は次のように
説明する。

「観られるものと観る行為のいずれも，

観つつある者に相対し

て現われるが， 異なったものとして現われるわけではない。 ζの観る者，
観られるものおよび観る行為の三性は， 区別なしのーなる 同一に解消され
るととはないが， 各々の他性はそれらによって否定される。 ……観S chau
(80)

の三 つのMome n t は他性なしにー性に共属している。」
私はこの F r änt zki の主体性の理解に従うのであるが， さらに， それが 十
全な意味を有するのはく信仰〉の場においてに他ならないことを指摘したい。
即ち， <信じる “主体"> は， <信じられる “客体"・信じる目的〉を一方的に
く信じる〉 のではなく， “客体"からのく呼びかけ・応答> (つまり “主体" fと
とってはく呼びかけられ>)と同時的に信じているのであろう。 また， く信
じる行為〉は一回限りのものではなく， むしろ “主体"と “客体"との同時
的で相互的なく呼びかけ・応答〉において成立しているであろう。 また，
乙のようなく信仰〉 の場でこそ， 絶対的主体性と欠如的主体性が趨範鴎 的
存在規定であるとされることも 十分に理解できるであろう。
さらに， 欠如的主体性のくシーソー構造〉もく信仰〉 の場においてより
深く解釈できるであろう。 既にみた，

<シーソー構造〉の原動力としての
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concr e atu m iud icium (本有的判断力) のいささか 唐突な導入についても，
その根拠をく信仰〉の場でこそ納得できるであろう。 また， idiota は信仰
をもって神に向いつつも， idiotaであるゆえにサ ジ作り職人として「乙の
世に巡礼しているのであり， その聞に， 信仰はわれわれのうちにおいて連
(83)

続的に増大しうるし， 愛もまた同じように増大しうる。J つまり， 欠如的
主体性のくシーソー構造〉も， 実はこのようなく信仰〉における くシーソ
ー構造〉の言わばく似像〉としての意味をもっているのではなかろうか，
と考えるのである。
またI章で見た， id iotaの or ator 批判および s ap ientiaと s cientia との
区分と規定が，極めてく信仰〉的であった乙とも想起したい。つまりId"t ota
篤においてクザーヌスは， 生きたく信仰〉に立って哲学しているのであり，
先ず De saþ.において s ap ientia を信仰的に理解した 上で， De mente に
おいて， その s ap ientia をとらえる主体としての精神を扱っているのであ
る。
以上のように，く信仰〉 を su bie ctu m(根底)とする構造の中で， それに
密接に関係づけて，人間の精神とその主体性を理解するととが，クザーヌス
の思想に即していることだ， と私は考える。私の解釈に対比して Fr ä ntzki
のそれをとらえるならば， 彼自身がへーゲル的なく理性への信仰〉に無 前
提的に立っているために， く理性〉と 区別されたく信仰〉をクザーヌスの
思想の中で見失っているようにみえる。 また He r old の 解釈は， 言わば
(84)

く信仰〉とく理性〉の切り離しに意を注ぎすぎて， 切り離したまま放置し
ており， 構造的に再 結合 (再一致ではない)することを怠っているように
みえる。 彼が主体性をP ersp ektive か ら導出するのは Fr ä ntzki の指摘の
通りに誤りと 言えるが， その原因はH erold がく信仰〉を忘却して Per
sp ektive を 水平的にのみ理解している乙とにあるだろう。 クザーヌスに
Perspektive を見出す場合には， 何よりもそれが (神と人との聞の) 垂直
的なものである乙とを見落してはなるまい。
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言わば，この二人はクザーヌスのIdiota篇 において，He r oldがく i diota>
を見失っているのに対して， F räntzki はく i diota>を " 'der L ai e ' als Ti tel

吃

ci ger曲� hen Selbstseins desM白吋len" とし

性急に→般化しすぎて

いるのであお。
乙のような理解に立って，Demente冒頭の次の文を味わいたい。「哲学
者:世界の殆んどあらゆるところから無数の人々が 大きな苦悩を携えてや
って来るのを見ていると， 私はとりわけ， これほどに多様な 肉体の中に一
つの信仰が 存在していることに驚くのである。」
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