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アンセノレムスのsola rationeについて
一一

創造論・三一論的視点から一一

矢

I
「もし慎重に注視するならば， それ

内

義

顕

序

(最高の本性〉のみが純一に， 完全に， 絶対的

に存在し， 他のすべてのものはほとんど存在せず， またかろうじて存在するにすぎ
( 1)

ないことが分るであろう」。
アンセルムスの目には神と被造物とがかくも隔ったものとして映った。 この「非
(2)

類似の境地J regio dissimilitudinisにありながら， なおか つ人に与えられた使命が
神を求めること quaerere Deumであるとするならば， それはいかなる理由による
のか。 さらに人が神を求めねばならないとしても， どのような方 法で quomodo神
を探究するのか。 アンセルムスは sola ratione (理性・推理のみによって〕と答え
(3)

る。 sola ratione とは何か。 それはネガティブには「 聖書の権威によらないこと」
sine scripturae auctoritate， そしてポジティプには 理性の必然的推理から得られ
(4)

る「必然的諸根拠によってJ necessariis rationibus論証を進めていく方 法である。
彼がおかれていた世紀の知的世界にとって， これは草命的ともいえるものであった。
しかし， それは確固たる基盤に基づいて， 慎重に選択された方 法であった。 この基
盤とは何か。
この間L、を解明するためにテキストとして取り挙げるのは『モノロギオン』であ
る。 この作品の主題は「神の本質に関する黙想に ついて， またこの黙想と関わりの
(5)

ある諸問題に ついて」一種の模範を示すことであった。 だがこの作業は沈黙のうち
(6)

に自己と対話する ratioのみによって遂行される。 神に ついて自己と対話すること，
それは神の理解と同時に自己の理解をも伴なわざるをえなくなろう。 神認識と自己
(7)

認識とはアウグスティヌス 以来の究極的課題でもあった。 それゆえ「モノロギオン」
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は神の本質に ついて語りながら， ra tioを扱い， ra tio をテーマとせざるをえなくな
る。 そしてこの 過程で ra tio はその始原的存在， 本来性が極限的状態において問い
(8)

(9)

なおされることになろう。 Monolo gion すなわち Solilo quiumをテキストとして選
んだのはこうした理由に基づいている。
本稿においては 『モノロギオン」におけるアンセノレムスの思索を必要な限り辿り，
(10)

sola ra ion e の創造論的・三一論的基盤を示し， 彼にとって ra tl o が信仰の光のも
とで考えられていることを明らかにしようと思う。 それによって何ゆえ人が神を求
めなければならないのかという問L、にも解答が与えられることになろう。

11 ratio facientisからVerbumヘ
1.

ratio facientisからverbumヘ

アンセノレムスは『モノロギオン』第I章 か ら 第N章で最高普 summum bon um，
存在するすべてのもののうちで最高のもの summum o mn iun qua e sun t が存在
することを論証したのち， 第V章からこれを創造的実体 substan tia crea trixとし
て扱う。 ここではプラトン的デミウルゴスの存在が否定され， また創造者とイデア
とを同ーの実体に帰することによってキリスト教的創造論が展開される。 まず， 自
己を通し per se， 自己から ex se 存在する最高の本性と， 他を通し 他から存在す
る諸物 以外に別の本性が存在し得る可能性一切を除去し， 唯一の能動因としての最
高の本性が 他のL、かなる能動因， 道具因， 質料因にもよらず， 全事物を「無から」
ex n ih ilo 創造したことを明らかにする。 そしてこの世界のすべてが美しく， 秩序
正しく創られたことを見るとき， アンセルムスはこれが理性的 ra tionabil iter 作業
であったと判断する。 ここから第K章における 創造者の理性 ra tio fa cien tis へと
推理が進められる。 質料因という点からするならば「無から」 創られた被造物も，
創造者の理性という点からするならば「無から」と言うことはできない。 何かが理
性的に創られるには，創られる事物がし、かなるもの quidで，どのような性質 qualia
で， どのような仕方 quo mo do で存在すべきか という範型exempl um が創造者の
理性に内在する。 アンセルムスはこの exemplurn を fo rma， similitudo， regulaと
も言い換え， この中から fo rma を採用する。 そしてさらに， 彼は fo rmaとは「創
(11)

造者の理性の内における一種の表現J quaedarn in ipsa ra tion e locutio ではない
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かと考える。 ところでこの formaから locutioへと推理が進むとき， 一 つの比喰
(12)

similitudoが導入される。技工 faberは何かを製作するに あ た り， それを心の内
で思い浮かべる。 換言すれば， 製作しようとするものを精神の内で表現する。 創造
者も同じようにこの世界を創るとき何らかの仕方でそれを表現したのではないか。
もちろん， それ自体で諸物が創られ る た め の唯一の原因である創造者の内的表現
と， 何らかの原因を自己 以外のものから得なければならない技工の表現との間には
相違dissimilitudoが存在する。 アンセルムスは比喰を用いて最高の本性に ついて
語る場合， その射程を見きわめ， 限定条件を つけたうえで思索を進めていくのであ
る。 このように， 最高の本性の内にも「一種の表現」が存することは明 ら か に な
る。
しかしここで 彼は「一種の」とし、う言葉を慎重に付け加えていることを忘れては
(13)

ならない。 locutioという語はし、かなる 意味で用いられているのだろうか。 これは
彼の言語論， 認識論とも関わっている。
アンセルムスはまず locutioを 「事物を表示する語を考えることではなく，
(14)

事物それ自体を精神の内で思考力によって認知すること」と規定する。 そもそもわ
れわれが何かを表現する loqui仕方には三通りある。(1)感覚的 記号 signa sensibilia
を用いる方 法， (2)この 記号を精神の内で非感覚的 に 考 え る 方 法， (3)思考力 acies
cogitationis すなわち肉体的想像力 corporum imaginatio， 理性の理解カrationis
intellectusを用いて事物それ自体を認知する方 法である。 (1)， (2)の場合，一方は精
神の外部で諸感覚を用い， 他方は精神の内部で非感覚的に行なわれるとはいえ， い
ずれも「事物を表示する語J voces rerum significativaeに関わっている。 これに
vox を表現することではなく， vox が指示している対象自体を表現する
対し(3は
)
ものであり，例えば「人間」の感覚的容姿を呼び起こしたり， 1"死すべき理性的動物」と
いう普遍的本質を表現することである。 以上の三 つは言語の形成 過程であると同時
に， 認識の 過程をも説明する。 すなわち， 外感覚， 内感覚によって精神の内に入っ
た情報は肉体的想像力， 理性の理解力によって再形成される。 したがってアンセル
ムスにとって認識とは精神の内で対象をできるだけ忠実に再現することである。 そ
して思考力によるこの活動が(3)にあたるわけである。 この活動を感覚的 記号に置き
換え， 感覚的に表現するのが日常的表現であり， (3)は(1)， ( 2)の基礎となる言語の形
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成作用である。

rそれゆえこれはまさに， 事物の最も固有で主
、 要な言葉と言うべき

(16)

であり」最高の理性の「ー穫の表現」とはこの言葉 verbum に 他ならない。
2.

verbumからVerbumヘ

最高の本性の内における 理性から verbumへと到る 推理の 過程は， 言うまでも
なく三位一体の第二位格 Verbumへと推理が収赦していく 過程である。
しかし， ここで注 意すべきことは verbumが perfectio simplexとして使用され
(17)

ていることである 。アンセルムスは『モノロギオン』第 XV章で，諸々の語の中で被造
物にも 適用されか つ最高の本性にも 適用し得る語はいかなるものかという課題を包
括的に検討する。 そしてそれらを「それである方がそれでないよりも 絶対的によし、」
ut ipsum omnino melius sit quam non ipsum という場合，

rそれでない方がそ

れであるよりも何らかの 意味でよし、J ut non ipsum in aliquo melius sit quam
(8)

ipsumとし、う場合の二 つに分 類する。 これが後のスコラ学における perfectio s im plex と

perfectio mixtaの区別であり， 前者はその概念の内に何らの不 完全性も

含まず， 後者はそれを含むものである。 最高の本性に 適用され る 語 は す べ て 可能
な限り不 完全性が除去されねばならない。 そ れ ゆ え verbum も， 最高の知恵の
verbum として不 完全性が除去され，
して

perfectio simplex として用いられる。 こう

verbum から Verbum へと推理が進む。 そこで 以下においてこの Verbum

に ついて検討する。
ところで verbum とはまず事物が存在し， そ れ を 精神の内で再形成することに
よって成立するものであり， 事物の similitudo である。 しかし， Verbum の場合
問題が生じる。 どうして不変的本質を有する最高の本性の Verbum が可変的被造
物に似ることができるだろうか。 それゆえ Verbumにおいて事物から verbumへ
という秩序は逆転し， まず Verbum が存在しそれを模倣する imitariする形で被
造物は存在するのである。 そしてこの模倣の 度合に応じて被造物は存在の位階を構
成する。 すなわち， 純一， 完全，

絶対的に存在する最高の本性にのみ見い出される
(9)

存在の真理 veritas existendiを頂点として， 理性的実体， 感覚を有する実体， そ
して赤裸々な存在 nudum esse， 非存在 non esse とL、う存在の一大連鎖が構築さ
(20)

(21)

れる。 しかも 各々の事物は真理の分有によって真なるものとして存在し， またそれ
以外にはあり得ないという 意味で必然的に存在する。 それゆえ， 存在の位階は真理
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性の位階であり， 各々の事物が有する価値の位階， 意味の位階でもある。 アンセル
ムス にとって存在と真理とは不可分のもので あ り， 類似性 similitudo は真理の尺
度である。
以上 Verbum が被造物から 成立するのではないことが明らかになった。「だが ，
(22)

すべての言葉は何らかの事物の言葉である」。 そうだとすれば， この Verbumも本
来何ものかを表現しているのでなければならない。 そこでアンセルムスは人聞の精
神とのアナロジアを導入する。 人間の理性的精神は， 自己自身のみならず最高の知
恵をも想起し， 自己とこの知恵とを理解する。 もしそうであれば， 最高の知恵が自
(23)

己自身を理解しないということがあり得ょうか。 さらに最高の知恵にとって理解す
(24)

ること intelligereと表現すること dicere とは向ーのことである。 こうして Verbumは成立し， この Verbumが「自己自身を表現するとき， 創られたものすべて
(25)

を表現する」のである。
この Verbumは永遠に自己と被造物とを表現する。 しかし被造物は可変的であ
り， 過去・現在・未来という時間の流れの内で生成と消滅をくり返す。 それにもか
かわらず， 技術によって製作された作品は， それが消滅した後で、もなお技 術 の 内
に存続するごとく， すべての被造物は生成消滅しつつも， なおその真の姿 を こ の
(26)

Verbumの内に保っているのである。
「それら自体としては不変的理性にしたがって創られた可変的本質は， 最高の霊
の内においては第一の本質， 第一の存在の真理として存在し， それに似ていればい
(27)

るだけより真に， 卓越して実在する」とアンセルムスは述べる。 これまで『モノロ
ギオン』におけるアンセルムスの思索を検討してきたのは， sola rationeの基盤を
明らかにするため で、あった。 そして， 創造者の理性から始め ， exemplum， forma，
locutio， verbum， そして三位一体の内的生へと進み， 創造者が自己と被造物とを永
遠に表現する Verbum に到り，

今再び創造者の不変的理性が現われ出発点に戻っ

たことになる。 それゆえ， 以上の考察をもとに

sola ratione について述べるのが

適切であろう。

III

sola ratione

アンセルムスは『モノロギオン』において ratioという語を 82回使用している。 そ
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の 意味を大別すると (1)最高の本性における

ratio . ( 2)推理・推論の能力としての理

性， あるいはその能力そのもの. (3理
) 性の推理によって把鑓される根拠， 理由の三
つである。 これらは決して無関係ではなく， 有機的関連を持っている。
まず創造者の理性とは， これまで触れてきたように自己自身と全被造物とを理解
し， 表現する唯一の Verbum である。 そして万物が この理性にしたがって創造さ
れると， 各々はそれを模倣し， その 類似性に応じて存在の位階を形成する。 もちろ
んこれらの存在は.
き.

1"純一に， 完全に，

絶対的に存在する」かの本性に比較したと

1"ほとんど存在せず， またかろうじて存在するに 過ぎなし、」と言い得るほど脆

弱なものである。 それにもかかわらず， 人聞の理性は被造物の中で最も創造者の理
性に 類似しており， 創造者が自己を知り， この世界を知るように認識能力を有して
(28)

いる。 理性は人間の魂の内にあって「君主また審判者J princeps et iudex である
とアンセルムスは述べている。
ところで最高の本性によって創られた世界が何らかの形でそれを表示し， 真理性
を与えられ，価値， 意味の位階を成していることはすてtこ触れた。人間の理性による
認識は， この創造の秩序を逆から辿っていくことである。 すなわち， 各々の実在を
対象として推理を進め， その価値の世界， 意味の世界を登る。 この思索の作業， デ
ィアレグティカの作業は対象と一致し， また対象の与える真理性によって真なるも
の， 必然的なるもの，

つまり「必然的諸根拠J rationes necessa riae となる。 こう
(29)

した諸根拠からなる「論証の連鎖J concatenatio contextus argumentorumのかな
たに， 理性はそれまで対象としてきた諸実在が本来志向していたもの， すべての真
理の根拠である創造者の理性を見い出すのである。
創造者の理性， それは全存在の根拠であると同時に， 認識の主体には認識能力を
賦与し， 認識対象には真理性を与えるものであった。
プラトンにとってイデアは， トマスの 言葉を用いるなら「諸事物の生成の根源」
principia generationis rerum であるとともに 「諸事物の認識の根源J
(30)

cognitionis rerum であった。 アウグスティヌスはこのイデアを
だがこの

principia
(31)

rationes と呼ぶ。

rationes は神と異なるものではなく， 神 に 内在 す るイデ ア，

つまり

Verbumである。 アンセノレムスの sol a ratione とはまさしく このプラトンコアウ
グスティヌス的思考世界を背景としており， またその中から生み出された方法と言
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えよう。

IV

結

語(ratioとfides)

最高の本性， 神が三位一体の内的生， 創造の業において自己自身と世界を表現し
たように， 人も ratio によって自己と神とを表現する。 それは神の像 imago Dei
として人が「なさねばならなし、J debereことであり， またそのためにこそ人はそ
(32)

の存在を神に「負うてい るJ debere のである。

(33)

だが神と「非類似の境地」 に あ る 人が「言語を 絶したJ

ineff abilis 神を理解し，

表現しようとするとき， ratio の作業は不断の緊張を伴なうで あ ろ う。 そもそも理
解とはその対象の存在を前提として成立するものである。 永遠に自己と世界宏表現
(34)

し， 理解する神にとってその対象が失われることはない。 だが人にとってそれは不
可能である。 ここに信仰の果すべき役割がある。
アンセノレムスは， 神を理解し， 記憶するためには神を愛し， 神に向かい
(35)

tendere
(36)

in， 神に信じ入らねばならない credere i nと述べる。 信じ入り， 体験する experiri
ことによって確実に対象が把握されてこそ理解は可能となるのである。
理性による理解，

意志の働きである信仰， これらは神を求める魂の持つ二つの側

面である。 そしてこれらの能力をこの生においてなし得る限り発揮し ， 神を求め，
(37)

見い出そうとすること， それが「理解せんがためにわれ信ずJ credo ut intelligam
ということの 意味である。
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