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八 巻 和 彦

以下の小論において私 は， Nicola us Cus an us のくpa x fidei) (信 仰 の平
(1 ) 

和) という思想について， 1453年に著作されたDepace fideiを中心的対

象として考察したし、。

ところで， De paCe)ら目deiな る書物は， 従来そ のテーマのゆえに， イス

ラム ・ トルコによるコンスタンチノープル征服に出会ったクザーヌスが，

キリスト教中心主義に基づいて著わした殆んど牽強付会に近いものと見な
(2) 

されるか， あるいはConcordantiaCatholica (1433 年著) からDe cribra-

tione Alchorani (1461年著) へ至る過程での， 単なる中間的書物と見なさ
(3)  

れることが多く， それ自体として， 近接した諸状況の中で入念に取扱われ

ることが甚だ少なかった。 そこで私はそれらに配慮しつつ， とりわけ直前

の著作Idi・ota篇 (1450年) とLeg ationsr e is e の経験に注視しつつ， この著

作にもられたく pa x fid ei)の哲学的内容を明らかにしたい。

I. 神の見え方の多様性

De pace fideiの冒頭近くで大天使は次 の よ う に言う。 I主よ， あなた

も御存 知のように， この極めて多数の人聞は大きな差異なしには存在する

ことができず， さらには殆んど全ての者が辛苦と悲惨に満ちた困難な生活

をおくることを余儀なくされており， また自分たちを支配する王たちに奴
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隷として従属することを強いられているのです。その結果として， あらゆ

る人聞の中で自分の意志を用いて自己の 認識に到達できるだけの閑暇oti

um を持つものは殆んどおり ませ ん。多くの者が， 諸々の肉体的配慮と奴

隷なる状態によってかき乱されており ま す。 それゆえに彼らは， 隠れたる
(4) 

神であるあなたを探求することができないのです」。 また， この少し後 で

同じく大天使は言う。「従って生命の授与者であり存在 ess e であられるあ

なたこそ， 多様な儀礼において別々に探求されているように見える当のお

方であり， また多様な名称で称ばれているお方であられ ま す。なぜならあ

なたは， 現にそうであられるとおり， 万人に対して 認識されず言表もされ

えないものとしてとど まっておられるからです。 あなたは無限な力 vir tus

であられるので， あなたが創造したものの中のいかなるものでも あり ませ

ず， また被造物はあなたの無限なる思惟concep tus を把握す ることもでき

ません。なぜなら有限なものは無限なものに対して， いかなる比ともなり

えないからです。 しかし全能なる神よ， あなたはし、かなる精神にも不可視

であられ ま すが， 御自身を現わしてもよいとお考えになる者に対しては，

その者に把握されうる仕方で現わすことがおできになり ま す。 従 っ て主

よ， 私はあなたがあく までも隠れた まうことは望み ません。どうか慈悲深

くありた まえ，そしてお顔を現わした まえ。 また万人を救われ ま すように。

…誰も， あなたを 知らない場合以外には， あなたから遠ざかる者はおり
(5 ) 

ま せん」。

以上のいささか長すぎる引用の中では，く人聞は神を存在するとおりには

把握できず， 神が人間には多様に見えること〉が言われている。このこと

は， De pace fideiと同年の他の二つの著作 De visione Dei および Com

plementum theologicum でも述べられており， とりわけ前者ではそれが

テーマ的に扱われている。その定式的文章として De vis. ， 5， 108 b では，

「 あなたが見られることは， あなたを見ている者をあなたが見ることに他

ならなL、」‘Ne c es t al i ud te videri quam quod tu videas vide ntem te 'と言わ
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(7 ) 

れている。 この思想はDevis. の中でさらに深められて行き， 1コリント，

13， 12に基づくく顔と顔の 認識 > vis io fa cia lis が次 のように展開される。

神の視V1SUSは神の顔 fa cies であり， 神をながめる者がどのようにながめ

るかに応じて， 自分のながめ方に応じた神の顔を見出す。 喜びつつながめ

る者は喜んでいる神の顔を， 怒りつつながめる者は怒っている神の顔を，
(8 ) 

若い人は若人の顔を持つ神を， 老人は老人の顔を持つ神を。 また， 人が神

をより多く愛するほど， 神はその者によく似たものとして現われるとも言
(9 ) 

われる。

さらに人は， 神の視の完全性のゆえに， 神の視が排他的に自分にのみそ

そがれていると錯覚しやすL、。 そしてこの錯覚は， 人間にとってはある意

味で当然のことでも ある。 なぜなら， 神の視のみが人を決して見捨てるこ

とがなく， それゆえに， 神が自分よりも他の者を一層愛するというような

想像は， 神が人に許さないのであるから。

この思想は， 一方において神の無限であることを強調すると共に， 他方

において， ある宗教 (De vis. では勿論 キリスト教) 内の信者相互におけ

る独善性， 排他性およびそれに由来する争いを相対的にとらえようとして

いるクザーヌスの態度をも 明らかにしている。 そしてこのことは， ある宗

教内の信者相互間に限らず， De paceで扱っているような複数の宗教相互

の聞にも妥当すると彼は考えているだろう。

また彼の理解では， 神が最高の単純性でも あるゆえに， 神について言わ
(12) 

れるあらゆることが現実には互いに相違しえないものである。 さらに， 諸

々の宗教が崇拝している神(々)も， 実は全てに共通してーなる単純で永遠
(13) 

なる神 ・ 万物の始源であるか， またはそれを前提にしているのである。

以上見て来たことから， クザーヌスが， ーなる神の人間へ の見え方が多

様であることはそれなりの合理的根拠をもっ， ということを容 認し て お

り， また (これを逆にとらえ直せば)，現にある多様性が究極的にはくー〉

へと還元される根拠と方法をも同時に提示していることがわかる。
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11. くpopulus • idiota) 

Iで見たような， それなりに合理的な神の見え方の多様性を 超えて，

なる神の 認識 (究極的には vi siofa cia li s)に到達することは， 誰でもいつで
(14) 

も可能であるわけではなし、。 神のgratia なしにはそれは不可能であり，

またこのgratia を 認識し ている者のみが， く自己の無知〉を 知ってこれ

が可能となるのである。

実はこの者こそ， 1450年著作のIdiota篇 で主役を 演じていたくidiota)

であるはずだ。 1453年の三著作には‘idiota 'なる語 は用いられていないが，

De vis. にはくidiota)の思想が明確に述べられている。 Iこの世界のあ

らゆる 知者たち sapiente s が， 自身を sapiente s と見なしているので， 永遠

に愚かで無知で盲目なままにとどまっている。 ……小っぽけな信仰厚き者

(信仰厚き小さき者)たち parvuli cre duliの みが， この極めて恵、み深く生
(15) 

気にあふれた啓示に 達するのである」。

ところでこのくidiota) は， gratia と の関わ り からもわかるように キリ

スト教内の存在である。 では， 諸宗教の一致， 信仰の統ーを 論 じるべ き

De paceにおいて， くidiota)はどのように存在しているだろうか。 そこで

注目したいのが， De ρ'ace冒頭にしばしば用いられ， その後 もDepace 全

篇 にわたってくり返し使用される ‘populus' C民衆) という語 である。 意味

的に近い語 としては‘n atio 'および‘gen s'が あるが， この著作の中では‘po

pulus'はこれらと明確に区別されている。 即ち natio は〈民族， 言 語 ， 宗

教〉の三者が重なる枠 組みの中で把握されていてく民族〉という意味とみ
(18) 

なされ， gen sはく人種〉とみなすことができるのに 対 し て， くpopulus)

は， 冒頭近くの文章「ーなる人から多数の populusが複製された。」を典型

として nat io およびgen sの枠 を 超えたものとしてのく populust uus CDe i ， 
(20) 

domin i)) (神の民) として処々で使われているのである。

もう一つ注目したいことは， <pa x  fidei)を 論 じる人々が ， 世界中の re -



ニコラウス ・ クザーヌスの(pax fidei)について 73 

1 ig io の c leru s (聖職者 )ではなく， く現世 の重だった人々 Vl rl gr avio r es 
(21) (22) 

hu iu s  mu nd i)で あり， また s ap i ens あるし、はphi1o sophu s である点である。

そしてこれらの s ap: ens たる代表者 たちが， V erbu mC御言)またはP etru s，

P au1u s と共に討 論 をして行くのであるが， その過程で s apl ens たちはしば

しばpopu1u s を欠如的， 否定的なものとして扱う。 例えば インド人 s ap iens

は， iC唯一神 の 崇拝が正しいとしても )popu1u s が持ち続け て きた偶像崇
(23) 

拝から彼ら を離れさせることは， ……困難である」 と言う。

ここには明らかにくc l eru s --1 aicu s (俗人))と い う対照 で はなく，

くsapi ens 一-popu1u s)と い う対照が設定され て い る。 こ の対照的関係

は， Idiota 篇 における くo r ato r ( または ph i1o sophu s)一一 idio ta)とい う

対照に類似している。 とは言え， ここでの s ap iens たちは， o r ato r やph ilo

sophu s の よ うに直接 popu lu s と対話することもなく， また (天使によっ

て選び出された者 であるゆえか)それほど明らかに戯画化され て も い な

い。 しかしながら子細に検討すると次 のようなことがわかる。 s ap i ens たち

は， popu lu sへ の不信或いは侮りから popu1u s を vu1 gu s (俗衆)または ru・
(25) 

d es (野卑な者 たち)とさえ称ぶことも ある。 しかし後 の例において P au-

1u s は， それに対して‘popu lu s'なる語を使って返答している。 また， 一般

に s api ensたちの提出する異議は，V erbu m， P etru s およびP au1u s によって

反 論 されて， 結局 sap i巴ns が納得す る に至る。 また， 多数の学派 の哲学者

(愛 知者 )たる s ap iens たちが， 実は 「ーなる神の宗教において調和する

こと」 をV erbu m によって教えられる。 こ の よ う な s apl ens の振舞い方

は， Idiota篇 の o r ato r とph ilo sophu s のそれとよく似ていると言えよう。

以土 のように， popu lu s を s ap i ens との関係において く s ap iens一一popu-

1u s)としてとらえることができるならば， それは く id io ta)の一般化 ( キリ

ス ト教の枠 を 超えたもの〉としてみなすことができる。 それをここでくpo 

pu1u s・ idio ta) と称ぶことにしたL、。 ではこの くpopu1u s・idio ta)とはど の

ようなものと考えられるだろうか。 勿 論 “ s ap i ens" が常識的に考えるよう
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に， ただ素朴な愚か者ではない。 神の命令を伝える予言を明らかにする光
(27) 

を， 理性的魂と共に所有している者である。

しかしく populus ・ idi ota)は， Idiota篇 におけるくidiota)の ように積極

的，肯定的な面のみをもつものとはされてL、ない
)
。むしろ否定的側面も， De 

paceの冒頭と末尾の近くで指摘さ れ て いる。 例えば第 I章冒頭で引用し

た文章の中で， 現世での生活苦のゆえにそれにひきずられて神を探求でき

ないでいる， と言われ， また， 迫害をなした者も受けた者も， 各々それが

救いに役立ち， 創造主の気に入ることだと信じたがゆえの行動である， と
(29) 

も言われている。 また， í単純な民衆が聞の支配者の敵対的権力によって

しばしば(神から〉 離 反させられて， 何をなすべきかに気付かないことも
(30) 

ある」 とも言われる。 このようなくpopul us ・i diota) 像には， クザーヌス

の眼前で起きていたトルコの侵入のみならず， Idiota篇 執筆直後(1451，.._，

1452年)の教皇特派 大 使としての旅行(Legation s r eise) で の彼自身の体験

も 反響しているのではなかろうか。 この旅行中， 彼は教会改革， 修道院改

革および政治的対立の調停のために努力するが， その先々でしばしば 反対
(31) 

運動に遭遇している。

とも あれ， く populus . idiota) にこのような否定的側面があるとしても，

それは究極的には積極的， 肯定的意、味の中にクザーヌスによって立たされ

ているのである。 例えば， 上で掲げ、た第ーの否定的側面に関しては， 第I

章冒頭の引用文の末尾にあるように， く populus が神を 知れば， 知っていな

がら神から遠ざかるものは誰もいなL、〉とされているのである。 さらに，

上述のような弱さを持つく populus ・idiota) であっても， むしろそうである

ゆえにこそ， 神は彼らに憐みをかけるのである。 íそれゆえ主は， 民衆を

憐んでおられる。 そして諸宗教の全ての差異が， 万人の共通の同意によっ

て， 唯一の全く犯しがたいそれへと調和的に帰せられていることに満足し
(32) 

ておられる」。 以上のようなく populus ・i di ota) 像を以前のく凶ota) 像と比

較してみる時に， クザーヌスの <idiota)思想の深 ま りを見ることが で き
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るだろう。

ところで， これ までに考察して来た意味においてとらえ返す な ら ば，

く populus・idiota)はその見かけとは異なり， も はやs apiens と対立する別

の存在ではなくなっているだろう。 むしろくpopul us De i ・ idiota)として ，

sapiens をも包含する存在であろう。 その 典型的一例がタタール人 s a p:ens
(33) 

の言論である。 このタタール人は臼分たちのことを先ず， Iタタール人は

人口の多い単純な者たちであるが， その大部分がーなる神を崇拝している

ので， 自分たちと共に同じ神を崇拝している他の人々の儀礼の多様性に驚

くJと言う。 この部分のクザーヌスの叙述は， テ キス トへの a dnotationes

34によれば， 彼に先行する何人かの著作に従っているとのことである。 と

ころがそれらの文章を検討してみると， いずれにも'Tar tar i mult i  et s im

pl ices 'における‘s implices 'という修飾語はない。 従って明らかにクザーヌス

が意図的に付加したものであり， それゆえにタタール人 s apie ns は く popu

lus ・idiota)であることを自覚している存在として描かれていると み なせ

るだろう。 確かに， このタタール人の r it umの多様性に対する批判は鋭

い。 彼に対するPa ul us の答の中に， 先に言及したく予言を明らかにする

光をもっている populus)と い う表現も入っているのであり， また， I魂

の救済が明らかにされるのは， わざ oper a によってでは な く信仰 fides に
(35) 

よってである」という polemis ch な答も入っているのである。 もう一つ 典

型例として掲げたいのは， De pace 末尾近くでの， r it umに関する イギリ

ス人 s apiens の聞いに対するPa ulus の応答である。 I永遠の救いに反しな

いかぎりは， 大多数の人間の弱さ infir mitas hominum plerumque に配慮し

なければならなL、。 (婚姻， 叙品， 堅振， 終油の〕全ての rit umにおいて
(36) 

厳密な一致を求めることは， かえって平和を妨げることになるから」 と言

われる時に， このく 大多数の人間〉の中には， 問L、かけている当の s a piens

も含 まれているとみなせるだろう。

以上のように， この世界の人聞をくpopul us De i ・ idiota)として， 民族の
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(37) 

区別やs apiens と popul us の区別等を 超えた視点からとらえた時に こ そ，

クザーヌスのく迫害〉に関する把握が， 当時の一般的それに比べてはるか
(38) 

に深いものとなっているのであろう。 先に引用したくpopulus の苦し い生

活と迫害〉の記述にもう一度注目したい。 この叙述の端緒には イスラム ・

トルコの侵入があるはずだが (そのようにクザーヌス自身が冒頭で記して

いる)， ここでの記述は， キリス ト 教とか イスラムとかの区別はなく， ま

たそれゆえに， 既に見た如く諸宗教と同じ枠 内に入れられている民族聞の

区別もなく， あく ま でも一般的にく迫害〉が論じられているのである。 ま

た， 同じく先に言及したく迫害をなした者も受けた者も， 各々良かれと思

つてのことである〉という論も， 個別的迫害の善悪を論じるのではなく，

く迫害〉一般に露呈しているく人聞の弱さ > infirmitas h ominum ple rumqu巴

を指摘しているのである。 そして， このような， くpopulus ・idiota> の視点

に基づくく迫害〉の把握によって初めて， クザーヌスのくpa x fidei> とい

う高い理想が構想、されえたのではないだろうか。

111. religionesからuna fidesへ

第E章で見たように， 多様な natioおよび gens がくpopulus ・idiota> の

地平でとらえられるならば， その人々 によって信仰されている多様な宗教

もーなる宗教へと:帝せられることになるであろう。 そこでDepaceにおい
(39) 

て主題的な句とみなされている ‘ una re lig io i n  rituum va ri etate 'の考察に入

りTこL 、。

言う までもなくこの句は， クザーヌスの眼前のく諸宗教に見られる多様
(40) (41) 

性〉およびく諸宗教の差異ある儀礼〉を前提にしてい る。 そ し て， こ の

dive rs um が unumへと包摂され還元される論理は， divers itas， plural itas が

unitas へ と還元され， 複数の神 々 がーなる神 へ， 複数の s apie nti a がーな

るSapientia へと還元される論理である。 De docta ignorantia (以下De

doct. ign. と略す) およびDe coniecturis以来クザーヌスに特有の (新)プ
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ラトン主義的論理が前提とされてお り， それからの帰結である。

さらに， 上の論理を具体的に補強しているものとして， De pace内に展

開されているく signa -- signatum) 論をあげるべき で あ ろ う。 l signa

(印) は変化を受け容れるが， signa で表わされるもの s lgnat um はそうで
(42) 

はなL、」と言われているが， これはくーなる sig natum が多様な signa に

よって表わされうる〉ことを意味している。 ところでクザーヌスは， 同書

3， 9， 10において， 個々の宗教の広が りの範囲を民族および言語 lingua の

範囲と同一視しているとみなすことができる(つま り religio と li ngua の

analogia を考えているであろう)。 また彼においては， lingua， v er bum こ
(43) 

そ signa( signum) の典型である。 それゆえに， 多様な言語で同ーのことが

表現され伝達されうるのと同様に， 多様な宗教でも同ーのことが表現伝達

されている， とみなしているであろう。 またそれゆえに， 逆にこの道筋を

さかのぼる形でく una rel igio)が主張されうるのであろう。

ところで， una re ligio において， なぜ r itum が多様で あることが容認さ

れるのだろうか。 当時一般に主張されることが多かったのと同様に， una 

reli g io であるかぎ りはくunitas r ituum)し か容認さ れえないのではないだ

ろうか。

ここにもまた， 先に見たく si gna -- signatum)論が働い てい る で あ ろ

う。 先に掲げ

る〉ということは， 実は直接的には r itumに関わって言われていたのであ

る。 そしてこのことは， 第I章で見た， < 神の見え方の多様性〉 および，

それに関わって言われうるく人聞の認識は真理に対しての coniectura (推

測) である〉という思想に 基づいて言われているはずである。 即ち， 人聞

が人間であるかぎ りは決してく顔と顔の認識〉は可能でなく， aenigma C謎〕
(44) 

あるいは signa によっての認識しかできないことを卒直に認めることが，

弱き者としての人間には必要なのである。 なぜなら第I章で見たように，

さもなければ人聞は， 神のvisus(視)が排他的に自分にのみj主がれている
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ような錯覚に陥 りやすく， その結果独善的とな り， 迫害または争 いが生じ

ることになるからである。 逆に， (これも冒頭で引用したことであるが)

神は自分を現わすことを許す人間には， その者に把握されうる仕方で自分

を現わすのであるから， 現にある r i tum の多様性もあながち不当とは言え

ないことになるのである。 かくして， ri tum の多様性の容認は決して単な
(45) 

る 現実妥協的な方便ではなく， むしろ原理的帰結である。

従って言うまでもなく， この容認は無制限な放縦を許容するものではな

く， r各民族 閣の競争心」と いう語からもわかるように， 各民族毎に uni 

tas r i tuum が存在することが前提にされているのであ り， 従って見方を換

えれば， 現行の諸宗教が， 各々ーなる宗教のなかの多様な r i tum 体系のー

っとして容認されることが想定されている， とも言えるだろう。 さらに付

言しておくべきことには， 当然のことながらく signum としての ri tum)は，

signum で あ る ゆえに どうでもよい価値の無いものとされているわけでは
(46) 

ない。 逆に， Iキリストは signum か ら全てを読みとった」の で あ る か

ら， 人間もそのように， く signum • r itumから signa tum を読みとるべきで

ある〉ことも前提にされているはずである。
(47) 

次に注目したいことは， De pace冒頭でく una religio in r i tuum v ar ie ta te ) 

と記されているのに対して， 末尾では< omnium nominibus unam fidem ac

cep ten t )  (万人の名においてーなる信仰を受け入れるべし) と記さ れてお
(48) 
り， 前者では< una rel igio )が， 後者では< una fides)が目的であるように

語られている点である。

この両者のくい違いについて， 従来の研究は顧慮してこなかったように
(49) 

思われる。 むしろ， 上の後者とは別の箇所(3， 8， 10.) の < div ersitas re li -

gionumがuna f ides or th odoxa に〉の句を理由にして， クザーヌ ス の 言 う

< una rel igio )とは結局カトリック教会のことである， とみ な す傾向が強
(51) 

かった。 その典型はBruno Dec ker の研究であろう。 これに関してJ ames

E. Biechler は比較的 最近の研究において， Dec ker とは異な り， こ の両者
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の聞には， くー〉をとるかく多〉をとるか， く教皇〉をとるかく公会議〉

をとるかという， クザーヌスにとって深刻なヂィレンマが存在していると

言う。

しかしながらBie chler の言う “ディレンマ" は， 実は上に掲げ た よ う

に， 官頭のくuna religio )と巻 末のくun a fi des)を対照してとらえた上で，

全体の論述を子細に検討すればディレンマではなくなるのである。 即ち，

くuna rel igio )が述べら れている文章は， 文法的に見ればL、ずれもく直説

法現在〉で書かれている。 これに対してくuna fi des)は， あ る箇所 で は

く‘in unam fide m perduce tur') ( 宗教の全ての相異が una fi des に 導かれるで

あろう) とく直説法未来〉であ り， また他の箇所ではく‘ unam fi de m accep 

ten t') ( 万人の名において一つの信仰を受け入れるべし) とく接続法現在〉

であるから， これも「未来の願望， 命令」の意味で あ る。 従って， <una 

religio ) は現実の多様な宗教の聞に既に存在しているものであ り， これに

対してくuna fi des) は未来に存在するはずのものであるとクザーヌスが考
(56) 

えている， と判断できるであろう。

しかしながら， このくuna fi des) のく未来存在〉は日常性の連続と して

の単純な未来ではないだろう。 なぜなら第一に， De ρace執筆前後の クザ

ーヌスは次のような深い意味でのく歴史〉的把握と考察の中に， トルコ侵入

をとらえていたからである。 コンスタンチノープル陥落以前の1453年に，

彼は， 近い将来キリスト教世界は白からの原因で厳しい精査を受けるだろ
(57) 

うと， ある手紙の中で予言している。 また， De pace 執筆 1年後の1454年

12月2日に書かれて， De paceの内容を説明しているIo annes d巴 S ego bia

あての手紙の中で， 846年のサラセン人によるローマ教会の略奪に言及し

て， それは教会の中に生ぬるさ tep iditasがしのび込んでいたためのむちで

あったととらえた上で， 今回の迫害も同様であ り， く生命〉とく信仰の引

き 上げ〉に向けてなされたのだ， ととらえてL72 。 以 上のようなクザーヌ

スのく歴史〉 的思考に加えて第二の理由は， De pace 末尾そのものの場面
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設定が， く 天上でのキリストらとの会議と， その結果を世界に知らしめ実

現した後に， 再びエルサレムに集合すべし〉という形になっていることで

ある。 以 土の理由から私は， De pace の内容の中に終末論的 escha t ol o

gisch な面を見出すことができる， と考える。

そこでく una f ides orth odox a)を esch at ologisch な ものとしてとらえるな

らば， く una religio)とく u na fi des)の間には， Bie ch ler の言う ようなディ

レンマは存在しないことが明らかになる。 その構造は次のようなものであ

る。 現状においては， く religionesv ar iae in r it uum va r iet ate)が存在してい

ると一般に理解されているが， 実際には既にく una r巴li gi o in r ituum var ie

ta te)が存在しているのであ り， 人々がそれに気付いてい な い だ け で あ

る。 そして， この真の現実を人々がふまえることによ り， 終末の時のく una

fi des orth odox a)の成立を 迎えることになる。

しかしたとえく una reli gio)に到達できるとしても， それが現世の rel igi o

(制度でもある religio) であるかぎ りは， 現世の人聞が真理を com e ctura

によってしか， また 神の顔を ae ni gma でしか認識できないのと同様に，

またそれゆえに， く si gnum としての ri tum)を 必要とするのである。 しか

し fidesが <una fi des orth odoxa)として escha t ologisch に成立するならば，

その際にはく 顔と顔の認識〉が成立するように， またそれゆえに， もはや

r itumは必要なくなるのである。

それでは， このく una fides orth odoxa)と は具体的に は何で あろうか。

く fides)についてクザーヌスは二種に分けて考えているように思われ る。

その一つは一般に reli gionesの中で働いている fi desであ り， も う 一 つ が

く una fides orth odoxa)であろう。 第ーの fi desに ついては， その最高形態

においてI fides は人を 永遠な生の受納に向けて義化する唯一のものであ
(60) 

る」と言われている。 さらにこの種の fides は「愛によって生かされ， わ

ざ opera なしには死んでいるものとしての信仰jとして， 即ち <fi des fo r

mata)として少し後の箇所で説明されている。
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ところがこのく f ide s formata >に関しては De doct. ign. において， rC fi

de s formata を持つ他人の旅人は) で きるかぎりキリストが持っていた現
(62) 

実的に 最大な信仰を望むべきである」と言われている。 実はこのく キリス

トの信仰〉こそが， 第二種のく una fide s orthodoxa >であるだろう。 クサ'

ーヌスはある説教の中で， rキリストは， 信仰と平和が別のものであるよ

うにではなく， 一致によってキリストが救済する信仰であるようにして，
(63) 

救済する」等とくり返しキリストと信仰との同一性を説いている。 そして

このキリストとは， C神人キリストとして) r万人の希望である 最高の幸

福(不死な生)を獲得している方であり， それゆえに万人によって前提さ
(64) 

れている方である」と De pace において言われている。 従って， このよう

なものとしてのく una fide s orthodoxa >は決し て現世の も のではない。 そ

れゆえに諸々の f ide s he terodoxa に同じレベルで対立するものでもないだ
(65) 

ろう。 むしろこの対立は現世の fide sにあるのであって， 諸々の f ide s はそ

のかぎりにおいて， 自己に対しては orthodoxa でありつつ， 他に対しては

互いに he terodoxa と な っ ている態のものであると言えよう。 それゆえに

‘orthodoxa 'なる語に依拠しての先の De c ker の論旨は誤っていると言えよ

う。

ではく fide s formata >はく una fide s orthodoxa >とどのような関係にある

のだろうか。 既に言及したケルンでの sermo の中で， rわ れ わ れの信仰

は絶対的信仰の分有p articip atわか ら 成立し ている」と言われている。 従

って， fide s  absol u ta， fid es m 3.xima としてのく una fid εs orthodoxa >の下で

は， く fide s formata >はく fide s con tracta >  C縮限的信仰)となるであろう。

このく fide s con tracta >がく formata >と して「愛によって生かされてJ �、

て， 真に生気あふれたものであるかぎりは， 第E章で考察したく p op u lus・

idiota >の所有する， あるいなく p arvu !i cre dul i> C信仰厚き小さき者)の所

有するものであり， 従ってこれはく 最小の信仰〉またはく 最小であること

がわきまえられた信仰〉である。 ところがこのようなく f ide s forma ta >と
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くuna fides orth odox a >の聞には， De doct. ign. を典型としてクザーヌス

によってく り返し述べられているく最小の 最大への一致〉が成立するであ
(67) 

ろう。 即ちく最小の信仰としての一般の信仰〉がくp op ulus・idiota >によっ

て所有されるならば， それはく最大な信仰としての una fid巴s orth odox a >  

に一致しうるのである。

以上考察して来たことから明らかなように， クザーヌスのここでの究極

目的はくuna religio >ではなくくuna fides>である。 それゆえにこの Depace 

における天上の会議への参加者が， ( 先に言及したような特異な設定， つ

ま り) clerus ではなく sap iens であること， および叙述の中にくc lerus一一ー

laicus>の対照ではなくくsap iens--p op ulus>のそれが設定されて い る こ

とがあるのだ， と理解される。

さらに以上のようなくre ligionesから una fides へ〉の道筋は， 先ずそ の

論理的また歴史的なく基底> subject um として， 形而上学的には unit asを，

宗教的には始源的かつ esch atologisch な una fid巴sを 前提に し つ つ， 他 方

く現実〉としては， くuna religio in rituum v ariet ate >が既に現に religiones
(6 8) 

の聞に存在して いることを主張するものである。 従ってこの主張は v a ne -

tasなる現状をそのまま容認してしまうものではなく， ( もしそうで あ れ

ば indifferent ism につながるだろう)， 同時に， しかしながらくun itas>また

はくuna fides>という将来のくfinis>( 目的， 終点) に今直ちに到達せねば

ならないと要求しているわけでもない(もしそうであれば迫害と争いにつ

ながるだろう)。 即ちく基底〉かつくfinis>であるくun itas> を確認した上

で， あくまでもそれへの関係を顧慮、しつつも，く現実の v arie tas> の そ れ

な りのくconiectura lis な合理性と価値〉を容認するのである。 ここには，

De coniecturisで詳述さ れ ている， ( キリスト教徒に限らなL、)人間一般

の理性能力へのクザーヌスの “信頼" が重みを持って働いて いることも，
(70) 

見逃すべきではないだろう。 さもなければくfin isまでの時〉に耐えられな

いであろうから。
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このようなクザーヌスの態度は決して無原則的現実主義ではなく， むし

ろ真の意味でのく 現実〉主義と言えるだろう。このような思考の発端とし

て， 1450年執筆のIdiotade mente冒頭の次のような言葉が位置していた

のであろう。‘ admiro r o mni um f idem u nam ( unam r el igio nem ではなく〕
(71) 

i n  t an ta co rpo rum div ersit at e.' (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いている)。 さらに言うならば， この

文章の背後には， 後にまで(少なくとも1453年まで)続くクザ ー ヌ ス の

くi dio t a 体験〉と も称すべきものがあ ったのではなかろうか。

IV. Pax fidei 

前章でのく fi des)に関する考察に基づいてく p ax f idei)な るテーマ を考

察することにしたい。そこで先ず p ax の意味を把握す る こ とから始めよ

う。これには， 言うまでもなく物理的な戦さや争いの無い現実の意味があ

る。さらに人聞の精 神的な面において悪意や争いが無いという内面的意味

もある。これに対して， De pace末尾で1"u na f idesを受け入れ， そ の上に

永続的平和 p erp etuap axを確立すべし」と言われる 時の p axは， 既に見た

ように esch ato lo gi sch な文脈の中に置か れ ているのであるから， 上の二種

の p axとは別のものと考えるべきであろう。

上掲の1454年の S er mo の中に， 1" 神の平和 p ax di v ina とは， それなしに

は何も存続しえないものである。……平和はあらゆるもののあこがれであ

るJという一節がある。また Dedoct. ign. に おいては， キリストのこと

をく われわれの p ax)と言い， またく p ax という究極目的へキリストが導
(74) 

く〉とも言っている。上の第三のく p ax p erp etua)とはこのような意味での

p ax であろう。この p axは， もはやく 争いや悪徳が無し、〉というような否

定的定義で示されうるものではなく， むしろ肯定そのもの， 従って人間の

く f inis) (目的)そのものであろう。Devis. 末尾で， 1"あなた( 神・ 主)

は何ものも秘密のままにしてはおかなし、。あなたは愛の水脈 v ena も， 平
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和の， また平安quies の水脈も 隠すことはな し、」 と述べられているような

く pax )であろう。 そしてこれはキリストによって導かれるく pax )である

ゆえに， 神の下にのみ存在するという s ta t ic なものではなく， 今， 既にこ

の世界に示されつつある d ynamicなものとも言えるだろう。 その意味で，

逆に第一と第二の否定的定義で示されうる paxは， 実は こ のく pax)の分

有であ り， 言わばく pax contrac ta)であるだろう。

以上のように paxの意味をとらえることができるならば， 最後にく pax

fidei )は どのような意味を持っているのだろうか。 第一には言うまでもな

く， 一般に理解されているような 「諸宗教閣の争いないこと 」を ， さらに

「諸々の信仰聞の平和」を意味している。 つま りく pax in fide )で あ る。

しかし単にこれだけの意味にと どまらなL、。 第二に， I信仰によってもた

らされる争いのない状態」をも意味しているだろう。 つ ま りく pax fide ) 
(77) 

である。 さらには， 既に見たようにく fides はキリスト〉であ り， またく pax

もキリスト〉 であったゆえに， く キリスト〉を介してく pax)とく fides )の

同 一性が成立し， く pax は fides で あ る〉という意味も成立するだろう

(逆にく fidesは paxである〉という意味も成立する)。 つま りく pax fides ) 

である。 実際に， I彼 (神) のみが， 諸宗教のこれほどの差異が一つの調
(78) 

和的平和へ 導かれる， ということを成立させるのである」という文章にお
(79) 

ける pax は fidesと同義であると言えよう。 かくしてく pax f idei )は， 以

上三種の意味を同時に所有していると言えるだろう。

ところでこの三義性の中で第一のく pax in fide )をとらえ直すならば，

1453年の現実の中でこのく諸宗教 間および諸信仰聞の平和〉がクザーヌス

にとって焦眉の要請であったとしても， く pax )と い う語の表面から理解

されやすいものとしての st at ic なそれが求められているわけではないであ

ろう。 むしろ第三の< pax fides)をく fin is ) (目的， 終点) として perspec t i

ve を構築した上で， それに向かつての d ynamic な< pax)が考えられてい

るだろう。 即ちく pax fides )に向かつてのく pax fidei )と い う こ と に な
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る。 また第二の< p ax fid e)もクザーヌスの生きて奮闘 して い た現実と密

接に関わっている。 伎 は， J asp ers が言うような ， イス ラム・トルコとの関
(80) 

係 を「信仰戦争という誤った前提に立って」とらえていたというような こ

とは決 してな いだろう。 そのことは既に考察 した 官頭近くの文章からも，

また先に言及 したIo annesd e  S egob iaへの手紙の中で の， イタリア諸都市

のトルコとの連携 を求める動きをわきまえている記述からも十分にうかが

われる。 彼は戦さや争ぃ一般の性格 は十分にわきまえていたはずである。

むしろその上で， 彼は戦さや争いをあえてく fid es)によってくp ax)へとも

たらそうと努めたのであろう。 つま り 単 純 に くb el l um fid ei を p ax fid ei 

へ〉とだけ考えていたわけではな いはずである。

結局， 人間一般としての po p ul us が くpo p ulus . idio ta)にな り， く fid es)

をもち， 第三のく p ax fid es)を目 ざ すようにな れば， そのことによって悲

惨 はな くな り(世俗的にも宗教的にも)平和が成立すると考えているであ

ろう。 従って第二のくp ax fid e)もまた， 第三のく p ax fid es)を く fini s)と

する p er sp ec tlve の中で構想されているのである。

De paceにおけるく p ax fid ei)を以上の よ うにとらえることができると

すれば， 確かにこれが近接した諸状況と密接に関わって思索された結果で

あるとしても， その内容までが近接状況に限定された妥協論ではな い。 こ

れは， 素材 をく 近接〉に求めてはL、ても， テーマと到達点 はく遠大〉であ

る。 しかしながら同時に， このく遠大〉であることを非現実的とみなすこ

とは， 決 してできな いであろう。 G and i ll ac は Depace fideiのことを， 千

々に分裂 した現実の西欧キリスト教位界の中でクザーヌスが夢みた殆んど

補償夢Ko mp ensa t io nstraum で あ る， と言っている出， く 実践の人， 行動

の人〉でもあるクサ・ーヌスが， 単にこのような ためにのみ著作したとは考

えがたい。

既に見たように く fini s)としてのくp ax fid ei)が esch atolo gi sch な 面を も

っていることを考慮すれば， これは， 自分自身 も< po p ulus・id io t a)の ー
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人であるクザーヌスがうち立て 保持した， 正しくく信仰(信念)f idesとして

の f inis( 目的， 理想) >であろう。 同時に言うまでもなく， クザーヌスは

く論理〉でのく一致〉を現実のくp ax f id巴i>の 成立と単純に同一視し て い
(82) 

るわけではなかろう。 それは Depaceの末尾の記述が示している。 しかし

く論理および思考〉においてく一致〉が確立されていれば， たとえ現実の

p opu]us の聞に未だく不一致〉が存在しているとしても，く一致〉への p er

sp ectlv巴 は維持されやすく， 大きな説得力をもつことは明らかである。 こ

こに， 理想家にして現実家クザーヌスの深い思索の所産として， De pace 

fideiなる著作 の独自の意義が存在するであろう。

註

( 1  ) ‘pax fidei' を「信仰の平和」と訳すこと， お よびそもそも‘paどを「平和」
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し、。
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索の発展を見ることができるだろう。
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(21) ibid.， 3， 9， 10. 

(22) いずれも ibid.， 4， 10， 11. 
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