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悪は 実際に悪いのであるが， 思弁的な理論に よって普く見えるだけ なのだろうか。」

(p.3 62 )  Hは両者の関係の問題を残して， その懸け橘は 神の国への希望 であると 言

う。 そしてこの paradoxは. 5C.のはじめないし7C. 以来 ( p.244 ). 教会 で歌

われつづけてきた聖歌に 表現 されていると 言って， それを引用することによって本

書の論述を終える。

o felix culpa quae talem ac tantum meruit habere redemptorem. 
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著者Beierwaltesは. Platonismus und Idealismus (1972 ) なる大著の著者とし

て 既に熊田陽 一郎氏に よって本誌XVII号 (1975 ) で紹介 されたことがある。 この

著作は， 前者に比すれば 言 わば小冊子の如きものであるが， その Problematikに

おいては それと密接に 関わっている。 即ち NicolausCusanus (以下C . と略す )

の思想、を， 形而上学の， とり わけ新プラトン主義の歴史に立って 考察すると共に，

さらに彼 より後のHegel との関係を考察し， また (とり わけ興味深いことには )

Heideggerをも 検討の対象にしているのである。 この事に よ り， 前著 では 考察が

Meister - Eckhartから 一足飛びに近代の Novalis. Goethe. SchellingおよびHegel

ま で移動していたという欠落を補い， その論旨を さらに充 実 させていると 考えられ

る わけ である。 この点においてこの小冊子は， 単にC. 研究書にとどまら ない大 き

な 意味をもっている であろう。

先ず く1)において著者は， 形而上学の思惟がその始まり 以来. 本質的にIden

titätとDifferenzの関係への問に よって規定 されており， またこの聞は終始 Ein-
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heitと V ielheitへの 問， お よび Gegensätze の意味と機能への問と分かち難く結

合している， と 言う。また Plotinosのように Prinzipの differenzlose Einheitを

sich reflektierende Differenzから区別することは，哲 学 的に刻印 されたキリスト教

神学〈例えば MariusV ictorinus)を. ein sich trinitarisch reflektierender Gott 

という 概念に到達 させた。 しかしこの神 概念においてDifferenzは， それと同じく

本質的契機としての Einheitに対して その カを失なってしまっている， と される。

次に<n -1)において著者は. C . が infinitumと finitumとを原初的 でかつ

貫通的 な 根本的区別 で分かち， 同時に結合していることに着目する。finitumとは，

自己自身には identisch であるが， 他の identischなものに対しては そのDi任erenz

が成立するものであるから . Endlichkeitなる 概念は くIdentitätとDifferenz)なる

原理から 生じている。またfinitumは Seiendesを 意味しており， 従ってあらゆる

'Seiendesが 縮限というあり 方で(verschränkt. contracte) IdentitätとDifferenz

に規定 されている。

ところでくIdentitätとDifferenz)は既にふれた ようにく Einheitと Andersheit)

の関係においても把握 されうるので.C.においては上述の 内容が unitas in alteri

tateという 形 でも 表現 されている。ここ で 考えられている 存在者の領域は. Einheit 

が Andersheitの 中に自己展開すること なしには， また Andersheitが自己に 内在

する Einheitに よって万物の根源としての die gründende Einheit に還帰するこ

と(付crrcpoゅのなしには 存在不可能 である。 しかし Andersheitとは， 全ての存

在者が 各々の EinheitとIdentität に基づいて Anderes(他者〕ではない， とL、

う事態， お よびそれ故にそれ 自身も 他者として思惟 されうるという事態の表現にす

ぎないのであり， 従って Andersheitは principium essendi ではないのである。

またfinitumと 根本的に区別 されている真の infinitum. negative infinitumは，

測定可能. 比較可能なもののDimension(即ちIdentitätとDifferenzの 介入して

いるDimension)を超えて. あるいは それらの外に， 自己の 内に 存在しているので

あるから . Zusammenfall oder Aufgehobensein der Gegensätzeとして理解 され

るべき であり， さらに. そこにはGegensatzあるいは V erschiedenheitは 存在し

なL、から. infinitumは何物にも対立すること なく， また 何物も それに対立するこ

とはなL、。 従って infinitumとしての神は die absolute Differenz selbst ohne Dif・
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ferenz である。

次に(Jl-2 )において著者は， C . の思惟に特徴的な (C. の著 作の表題とも

されている )三種の神の “名称ヘもしく は 神的 根源の aenigma的表示 である non

aliud， idemおよび possestを 検討する。

これにこめられている思想が<IdentitätとDi妊erenz)の関係に 関わることは，

< complicatioと巴xplicatio)とい う， 同時に C. に特徴的な思想が明らかにする。

即ち， あらゆる対立性に 先立つて 存在している coincidentale Fülle des Seinsお

よび absolutes Sein und Denkenの自己自身とのIdentitätを complicatio が意

味するのであり， 他 方， 相異なる Intensität で das， universum‘des Seins を 構

成するものとしてのIdentitätと Differenzの関係におい て， absolute Identität 

が差異化すること (Differenzierung)を explicatioが 説明するのである。

従って non- aliud， idemおよび possest は， いずれも同様に絶対的超越的存在

のための， またDifferenzあるいは Andersheitの領域に 内在する 神的原理 ( Prin

zip)の Wirkenのための aenigma的名称 であることが わかる。

さらに0-3 ) では， この原理の三 一性が考察 される。 つまり， これのおlbst

identität は， 動機づけは 神学的 であるが 構造的には 哲学的に思 考 されているので

あって， それは 三 一的 でかつ in sich relational である。 この Selbstidentitätは，

そこ での Einheitお よびIdentitätとい う概念へのReflexionから Differenz な

る概念を明らかにする。 この自己内 でのDifferenzierungが 神学的な父， 子， l'!fl.霊

に対応する。

以上のよ うにC. の思惟におけるIdentitätとDi妊erenzをとらえてくれば， こ

れと本来的新プラトン主義との関係も明らかに な る。 先ず Koinzidenz-Gedanke 

であるが， 純粋 な新プラトン主義的思惟にとっては専ら絶対的 なl.ioD�の領域 での

み思惟 されるものであって， 一者そのものは， 関係、をもつことなしにそれ 自身にお

いて da$ absolute Nicht-V iele である。 しかしキリスト教の思惟において， また

C .においても， l.ioÛ�と三 一的存在が 神的原理のIdentität として 考えられる よ う

になっており， それに よってKoinzidenz- Gedankeが 神的原理にとって 決定的に重

要 なものとなっているのである。

次にC .が世界を infinitas finita， deus creatus等々と規定することがあげられ
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ゐ。彼は 神 学用語としての Schöpfung と Inkarnation への哲 学的思惟に導かれ

て， Prinzipに よって措定される 存在者の 内に Prinzipが 内在することを， 存在者

を高く 評価するために考慮に入れている。これは新プラトン主義とは本質的に呉 な

ってし、る。

また 神の aenigmaの ーっとしての possestは， Plotinosの ー者の思 想に， 則ち

それ 自体は 形なき ( 従って規定されてい ない )，あらゆる Etwas に 先立つものとし

ての ー者が， 同 時に万物に対する原理として働く能力 であり， あらゆる規定性の根

拠 であるという思 想に由来している。

さらにじにおいては， die trinitarische Einheitが， 多様 な名称に よる Prinzip

の自己 表現の全てのAspektの der Eine Bezugspunkt であるから， 彼の 忠、惟を，

Seinsmetaphysik ( 下 か ら の形而上学〉と区別し た上 で の Einheitsmetaphysik

( 上からの形而上学 )として Plotinos と並べて規定することには殆んど 意味がな

い， として 従 来の説が批判されている。

次のくEー4)においては， 従 来も断片的に言われてきた Hegel (以 下H.と略

す )の DialektikとC.との 親近性が問われる。 それは 単に 外面的， 偶然的 な視 点

から ではなく. die geschichtliche Gestalt absoluter ReflexionとL、う観 点から な

されるのである。 従って， 両者の 間に文献的に証明されうる 影響 関係があるか， と

いうとかく問題にされる事柄を. 著者は 意に介してい ない。

先ず両者に見られるく対立の一致〉 の概念について著者は， C. ではそれが 神的

Einheitにおいて常に 既に成立しているが.H.ではResultatとしてとらえられて

も、る， とする。

Negativitätに 関しても.C. では それが， 有限者の Dimension での abgrenzende

und bestimmende Andersheit であるか. あるL、はく対立の一致〉としての abso・

lute Negativität oder Differenz であるが， 他 方H.では. das Werden zum Idee 

における das bewegende Elementとして， 言わばぜんまいの よう なものである。

またTrinität ( Triplizität)における両者の相異も指摘される。C.のそれは die

trinitarisch - reflexive Selbstidentitätとして， 人間にとっては常に negative Theo

logieの der conjecturalen Vorbehaltの 下にある。 しかしH.のそれは， 自己 内

に Moment der Andersheitを必然、的にもっており. das Sich・selbst-anders-Wer-
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denを 根拠として 成立しているのであるから， H.の意味での absoluteReflexion 

は das endliche Denken als ein Moment an ihr ( der absoluten Reflexion) に

も貨かれている。

以上のように綿密に両者の 相異を指摘した上 で著者は， 両者が新プラトン主義的

形而上学に基礎を置いて その思弁的 伝統に立ちつつも. 同時に 各 自が異 なった変 形

を行なっているという 形 での 親交関係を結ん でいる， とする。c.とH.との関係を

次のように 要約的にとらえている。 前者 では， 絶対的 ー者 ( non- aliud etc.) が被

造的な 多 に対して ein inkommensurablen Bezugをもヮていると 考えられたのを，

H.が， eine sich田lbst in ihrem Anderen reflektierende， absolute Einheitの 中

に 多 および対立を揚棄する， とし、う 構造に変 形したのである。

最後のく10において， 著者は 以上のようにc. および彼の新プラトン主義的思

惟への関係を考察したことをふまえて，Heidegger (以下Hei. と略す )の思想、の

検討に入る。 著者は Hei. の . Seinsvergessenhei t“als ein Grundzug der abend

ländischen Metaphysikとし、うテーゼ も，IdentitätとDi妊erenzへの聞の 地平でと

らえられているものである，とする。 しかし，Hei. のこの geschichtsphilosophisch

なテーゼ お よびその説明としての，<r 形而上学」の存在は常に 存在者の存在にすぎ

ず， この関係によって それ 自身も 存在者 である〉という主張， お よび<r 形而上学」

はDifferenzを思惟し て い な L、〉ま た く「 形而 上学」は そ の onto-theologische

Verfassungに基づいて， Prinzipの意味 での存在を常に 存在者として， Etwasと

して 表象している〉としづ主張が， はたして die tatsäch!iche Geschichteに適合

しているか否か， とし、う問題を提起する。

そして， Hei. の既公刊の著作の 中には新プラトン主義的思惟との 討論の 跡が見

出 され ないこと， お よびそれにもかかわらず Hei. の哲学 形成期に 既に 多 くの 研究

者に よって新プラトン主義的思想が紹介 されていたことを指摘す る。 さ ら に著者

は， Plotinosの 7rálJ1:ωEτEpOlJ oder oùðÈ:lJ古仰τωuとしての ー者は，c.におけ

る， Seinと Seiendes ( esse et id quod est)， Seinと Nicht- Seinの 全てのDif・

ferenzに 先立つ esse absolutum の根本特徴としての non-aliud etc. に 他 なら

ないことを 前提的に再確認する。

これに基づいて著者は 次のように結論づける。 第一に， ー者は確かにIHei. の言
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うような存在者を根 拠づける Grund であるが. 同時に それ 自 身 に 関 わ っ て は

GrundおよびUrsache ではないこと. 第二に， 新プラトγ主義における Prinzip

は das Sein ではなく das" über- seiende"‘.Eine であること， 第 三に. Prinzip は

ab- solute Di任:erenzとして存在者 でも Etwas でもないことから.Hei. のテーゼは

新プラトン主義的思惟 には 決して妥当しないとする。

むしろHei. が"…daß Sein nie west ohne das Seiende" (Was ist Metaphysik 

第5阪の結語〕と 言う時 に ，彼こ そ das Sein " Es Sel bsげ を取り上げていないと指

摘する。 さらに彼のPlatons Lehre von der Wahrheitの中での. í真理がイデア

の艇の下につながれてRichtigkeit になって い る」と い う主張は. Platonから

(Aristotelesを除外して ) Plotinosに受けつがれ集約 されている く絶対的 存在の根

本特徴としての真理〉という思想を隠蔽している。 む し ろこ の思想は.Hei. の

く Seinと Wahrheit)の歴史の構 成を刺激してきているはず であるし， それを是正

するに違いない， と さえ 言う。

以上のHei. に対する批判は， 著者 自身によって限定 されて， 専ら Hei. の die

geschichtsphilosophische Grundbehauptung に対する批判の端緒が意図され てL、

るだけ であると 言われている。 しかしながらま さ にこの点がHei. 哲 学の根幹の一

つ でもある故に， この批判は容易ならざるものであるだろう。 だが残念ながら， 評

者は目下のところこれ 以上立入った 評価をする用意がない。

さて， 本書を通読して気づか されることは， 著者の広くかっ深い思索によって行

論 全体が極めて緊密に 構 成 されており， 従って そこに出 されている判断は大 い に説

得力をもっていること である。これと 比べれば， 者学史家J.Hirschbergerによっ

てほぼ同時期に書かれたDie Stellung des Nikolaus von Kues in deγEntwick

lung der deutschen Philosophie (1978) はL、 さ さか 内容の薄いものに見える。 し

かしながら 評者が不満を感じる 点もない ではなL、。 確かにC.の思惟の Prinzipは

く Identität und Di妊erenz>と 関わっている。し か し その関 わり 方は， 単に 言わば

く思惟のための思惟〉として ではなく， キリスト教的 に変容 されているのであるが，

この側面が. (著者のテーマ設定 にも由 来するのであろうが〉十分に顧慮 されては

いないように思われる。 著者はくり返し「 神 学的に動機づけられながら哲学 的 に思

惟する C.Jと述べているが， この事態が問ーの人格において 成立している 点が考慮
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されるべきだろう。

またこの点と密接に 関わる事 であるが， 神の aenigmaとしての possestに 関し

て， 著者は その三一性に言及しつつも十分に考え抜いてはし、ないように思 われる。

評者はここに くexemplar-imago>の関係が設定されており， そこから人間も 関わ

るものとしての 「擬三一的 垂直構造Jが摘出 できると 考えている(拙論�Omni

potens Deusの 復権.JJ) が， その方 向への考察は ない。 この著者に よる一層包括的

なCusanus論に 期待したいと思う。
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(Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der 
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K. リーゼンフーパー

へーゲノレから 根本的 影響を受け た 19世紀 中葉の チューピンゲン 学派が消滅した

後， カトリック科 学の 潮流は 中世の伝統， とり わけ ボナグェントゥラとトマス・ア

クイナスへの実り豊かな 研究に 向かった。この 傾向は続く一世紀聞の神学に 決定的

な刻印を残したものである。ところで， 中世 哲学・神学史の 先駆的 研究者のなか で，

エールレ及び ポィムカーと並んで， 神学史家としての マノレティン・グラープマンの

業績は傑出している。 ミュンヘン大学グラープマン 研究所は彼の生誕(1875年)100

年を記念して， 中世思 想史に 関するグラーフ・マンの 研究を大部な二巻本として刊行

Lた。 これは1921年から1944年ま でにバイエルンとプロイセンの 「学術アカデミー」

(Akademie der Wissenschaften) の 会議報告書及び 研究論文集に 発表さ れた論文

の集大 成 である。 ここに 収められた23の広領域に わたる論文はグラープマンの作品


