クザーヌスにbける
inon aliud (非他者)JDの概念

山

下

一

道

序
ニヨラクス ・ クヂーヌスの初期の著作rDe docta ignorantia (知ある無知 に つ い
て)Jl (1440) において「対立の一致(coincidentia oppositorum)Jの概念によって理
解された「無限のー性 (Unitas infinita)J としての神の在り方は， 後期の著作『非
他者について(De non aliud)Jl (1462) において「非他者 (non aliud)Jの概念のも
とで展開される2)
のー性は.

1"何ものもそれに対立することがないところのJ3) ものとしての神

r非他者」の概念のもとで， 対立の以前における 自己限定を通じての 自己

同一性心として成立し， 同時に一切の他者との非対立のうちで各々の他者をその 自己
同一性において可能ならしめる 自己限定作用 (definitio s e ipsius)5)として解明され
るのである

この小論において， 我々は 「非他者」 の概念の論理的側面と存在論的側

面を考察し， その単純性( s implicitas) において一切を包含し6) 同時に「一切の内の
如何なるものでもないにも拘わらず， 一切に おいて 一切であるJ7) という内在的超越
即超越的内在としての神の在り方をできるだけ明らかにしたい.

1-1

定義 (definitio) を媒介にして 成立する我々の知に おいて， 真理の探究は 自

己と他の一切を同時に限定する (definire) 定義を 見いだすこととして遂行される町.
しかしながら， 限定する働き(definiens)と限定されるもの (definiendum)というこ
つの契機から成り立つ定義において， 限定する働きを更に限定するより根本的な限定
する働きを見いだすという仕方で， 一切を限定する働きとしての絶対の定義が探究さ
れる限り， 我々はこの探究において一切を限定する働きそのものは最早なにものによ
っても限定されることなく常に非限定のうちに留まり， この限定する働き そ の も の
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は同語反復的にíA est AJとして 表現されるにすぎないというアポリアに直面する
のである

それ故， 絶対の定義は一切を限定する働きをそれ 自身の内から同語反復で

はない仕方で限定する定義として探究されねばならないのである

クずーヌスは， 命

題におけるínon aliud(ほかならないということりと い う契機に注目してíA est
AJという同語反復的表現の代 わりにíA est non aliud quam A Jと い う命題を導
入し. AはA以外の一切のものとの関係のうちで 自己を限定し， 自己を周延する道を
見いだしたのである. 従って， この限定する働きとしての「ほかならないということ
(non aliud) Jが限定されるもの(definiendum) となることに よ って， す な わ ち，
ínon aliud est

non

aliud quam

non

aliud(非他者は 非他者に ほかならなし、)Jと

三一的に表現され， 自己 自身から 自己を限定することにより， このアポリアを解決す
る道が見いだされるのである9) そして， 吏に， この概念がíaliud

non

aliud quam

aliud(他者は他者にほかならない)Jとして 他の一切を限定することによって， 我々
は「非他者 (non aliud) Jの概念において絶対の定義を見いだすのである.
1-2

í非他者」の概念が， 一切の「他者」 を限定し同時に 自己を 自己 自身から限

定することから， 如何なる表示といえども常に「非他者」を前提!cし そ の 下 で「他
者Jへと規定されるのであり， 決して「非他者Jそれ 自体に到達することが出来ない
ということが理解される10)

そして. 1"非他者」
の概念は神そのものの名称ではないが，

我々が互いに語の意味を介してのみ 自分の見解を示すことが出来る限り， この「非他
者」の概念の下で我々を直接に根源 (principium) へと導く超越の道が示され， 名づ
けえない神の名称がより精密な仕方で表現されることが明らかになるのである11)
1 -3

上述の定義において「他者」を「他者」として 限定する「他者」の 前提とし

ての「非他者」の在り方は， その超越性の放に光の比聡を通じて探究される

「非他

者」は， 感覚で把えられる光が感官を通して観ること (感性的な知覚 ) と可視的な色
の， 換言すれば， 感覚を通して視られうるものの存在と認識の根源であり， この感覚
で抱えられる光は更にそれ 自身不可視な光にその存在を負っているという光のぼんや
りした像 (lucis aen igma) を媒介にして， 感覚的なものから叡知的な も の への上昇
において映現する(relucere) 存在と認識の根源とし て の神の在り方へと我々を導く
のであるω
1-4

更に. 1"非他者jはそれ 自身からのみ限定されるものとして， その接頭辞「非

(non)Jの内に一切の「他者」としての在り万， 一切の対立の内にあることの否定を
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合み， 如何なる肯定によっても否定によっても把握され る こ と なく常に対立の以前
( ante)にあることを示している 13) それ故， 我々の総ての把握を越えた神の超越性を
表現するのに使われた接頭辞 “ super" ， “ s ine "， “ in "， “ ante" の持つ否定性の意味は
「非他者」の「非」のうちに合まれており14"更にこれまで超越者を表すのに使われ
た“u num" ， “ ens " ， "verum 九 “b onum" という名称も， 例えば “ unum " は [ unum
est non al iud quam unumJ として常に「非他者」を前提し unum は non unum か
ら区別され， それとの対立の中にあることが示されることによって， 神の超越性を示
すのに不十分であることが明らかになるのである15) 従って， [ 非他者」の概念によ
ってのみ我々は， 如何なる名称によっても把握されえない神の無限の超越性l乙否定的
な仕方で漸近することが出来るのである.
1-5

それでは， [ 非他者」の概念のもとで如何なる超越的名称をも相対化し， 我々

の知にとってどこまでも把握され得ない場を開示することによる超越とはどのような
ものであろうか， このことは[ non aliud est non aliud quam non aliud J として自
己を自己自身から限定する「非他者」の概念の意味内容を明らかにすることにほかな
らないのである. 既l乙考察したように， 我々の知が常に或る名称を媒介にしてそれが
示す何か或るものに関わることによって成立する限り， 例えば，

[一」という名称で

示されたものは「ー」以外の他の一切としての「多」との関係のうちで理解されるよ
うに， 或る名称の措定は同時にその名称によって措定されたもの以外の一切の他のも
のの措定を含んでいるのである16) このことは，

[. .・H・ではない」 という否定的言明

によって或るものを示す場合も， この否定的言明によって示される も の は 否定され
る当のものからそれとの関連で規定される限り， 肯定言明の場合と同様につねに対立
のうちにあるのである. それ故， 名称を越えたものを名称のうちで把握しようとする
ならば， それは知がこの対立の内での限定として成り立つという大前提， すなわち，
あるものは同時に肯定され否定されることは出来ないという矛盾律の根本原則を何ら
かの仕方で越える知の有り方として生起しなければならないのである. クずーヌスが
「私がそれ故に神を天でもなくそして天から他なるものでもないものとして， 一般に
他者でもなく他者から他なるものでもないものとして観るならば， 私は私が観るとこ
ろのものをいわば認識しつつ観るということはないのであるJ 17)と述べるように， そ
れは一切の名祢による述語づけを同時に否定すること， すなわち， A の否定と同時に
Aでないこと(A以外のもの〉であることの否定， 対立項の同時否定を通じて最早名称
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によって限定されない場の開示として遂行されるのである. 従って，

このような知の

在り方は， 更に， 知の対象面と作用面との対立の同時否定において， 換言すれば， 神
は一切の名称が意味するところのものとしては理解され得ないという対象函について
の理解

(=非他者の認識 cognitio non aliud) と何か 或るものによって表示されな

いものはなにものも知解され得ないという知る主体の側に お け る 理解 (完全な無知
perfecta i gnorantia)との同時的相即における， 知性を越え (supra intellectum) 他者
を越え その以前 (supra et ante aliud)への超越として 生起するのである16)
1-6

知によって把握され得ない場としての他者の以前， 対立の 以前に おいては，

対立を越えたものは最早対立のうちにあるものとの対立において見られるのではなし
不可視なものが可視的なものにおいて可視的なものと異なったものではないものとし
て見られるように， どこまでも対立のうちに在るものとの非対立のうちで見られねば
ならないのである

すなわち， そこでは「非他者」は「他者Jが名づけられうるもの

であれ名づけられえないものであれ「他者」に対して他なるものではないのである山.
この事態を クずーヌスはかれのアリスト テレス批判において次のように展開している.
どの肯定言明も否定言明に矛盾し， そして， 或るものについて同時に矛盾する言明を
なすことが出来ないということを最も確実なこととするアリスト テレスの立場におい
ては， 肉阪を以て視覚の対象のうちに可視的なものの実体を認識しようとし， 可視的
なものの探究と発見の可能性を最初に付与する光を先ず把握することに気づいていな
い人のように20)， 矛盾律を根本原浬とする悟性 (ratio) は， 自己にとって認識不可能
なものへの道を開くことは出来ないと批判するクずーヌスは， 更に， それにも拘わら
ず， もし矛盾するものにおいて矛盾律がその前提として見いだされ， かっ， この矛盾
律それ 自身は矛盾しないもの (矛盾なさ矛盾) として考察されるならば， ディオニシ
クスが神を対立なき諸対立の対立 (oppositio oppositiorum sine oppositione) と見な
したように， 矛盾するものの以前に，

(この矛盾するものの前提としての)矛盾律の

以前に， この矛盾律はそれ自身に矛盾しないという事実が見られると主張し， {追って，
対立する諸事物以前の対立には如何なるものも対立しないというのである21)
以上のように，

1非他者」の概念の下で他者の以前， 対立の以前への超越において

「非他者」は「他者」と対立なきもの，

1他者」における「他者」 の以前として開示

される限り， 1他者」から「非他者」 への内在的超越は同時に「非他者」から「他者J
への超越的内在として理解される. それ故， 我々は次に「他者」 の根源としての「非
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他者」の在り方をその存在論的次元において解明し， í他者」 の在り方を「非他者」
の内から考察しなければならない

H
2-1

さて， I非他者」は， 如何なる在り方においても「他者」とはならないことを

その本質とし， 従って「他者」に対して他なるものでもなく，

I他者」において (そ

れとは異なる〉他なるものでもなく， 又， それには何も欠如することなく， その外で
は如何なるものも 存在しえ ないものとして 存在しているのである22)

そして，

inon

aliud田t non aliud quam non aliudJとして， 他の如何なるものをも前提すること
なく 自己を三一的な仕方で限定する「非他者」 の定義において， 父， 子， 聖霊として，
また， 一性， 相等性， 両者の結合として表現された神の三一的な在り方が， 最も直接
的に表されているのみならず， 更に「非他者」の存在の仕方が， í非他者」から「非
他者」を生じ， この生じた「非他者」 と「非他者」とから「非他者」 において， í非
他者」が「非他者」として 自己を限定することのうちに終了する三一的な 自己限定の
運動における 自己同一性であることが示されているのである23) すなわち， それは最
早実体的なーとして在るのではなく，

自己限定の運動を通して成立する実在的に無限

な力 (virtus actu infinita) J釦として存在しているのである.
2-2

このように「他者」の根源が， 三一的 自己限定の運動に お ける 自己同一性と

して見いだされる限り， í他者Jの在り方は第 ーにそしてどこまでもこの「非他者J
の在り万から考察されなければならない.

クヂーヌスがí aliud

est

non aliud quam

aliudJという定義を， I非他者」として表示された根源が「他者」 を限定すること，
すなわち，

I非他者Jは天は天であり他のなにものでもないという「他者」の 自己同

一性の絞拠であり， この根拠を通じて天が構成され， 感覚で把えられる天は「他者」
に対して他ではない「非他者」に よって「それが あるところのもの( quod est)Jと
なることから， I非他者」は天においては天であると述べるようにおl， I他者」は「非
他者」 自身からその 自己同一性を通じて「他者」 として創造されるのである目
2-3

しかしながら， I他者」の存在根拠としての「非他者」はどこまでも対立の以

前として多重化されることなく， 決してそれ 自身が「他者」となることはないが故K，
「非他者」の「 他者 Jにおける在り方としてその「他者の」成立には， クずーヌスが
「他者は何か或る他のものに対して他であるので， 他者には， それに対して 自己が他
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者であると ころのものが欠けているj26lと規定し， í 天は 天でないものに対して 他で
あるので， 天は他者であるj27lと述べるように，

更に自己以外の他のものとの関係の

うちで「他者」として存在するという ことが属するのである.
在り方について クずーヌスは，

このような「他者」の

í何性 (quidditas )jについての考察において，

íそれ

故， 神あるいは非他者の何性はなにか他のものの何性に対して他であるのではなく，
一切の他の何性において (それとは別の)他の何性ではないのである

他者は (自己

以外の) 他のものが無ければ非他者であるので， 従って， 他者の何性IC対して他の諸
諸の何性が この他者lこ偶然的に帰属するのである. 他者の何性l乙応じてそれ自らが持
つ これらの他の諸々の何性は非他者の何性の反映であり， それらは無の陰の内へと沈
んで行くのである. 非他者の何性は他者の何性の何性であり，

この他者の何性は確か

に最初の何性の映現である. 他者の何性に偶然的に帰属する他の諸々の何性が存在し.
とれらの内!(，

とれらの何性が偶然的に帰属するあの(非他者の)何性が映現してい

るのであるj28lと述べるように，

í非他者」が「他者」 においてその自己同一性の根

拠として存在するという ことが， 各々の「他者」が白己以外の「他者」から相異して
いる ことの根拠であり29\それ故， 相異性のうちでの「他者」相互の在り方は「非他
者」の「他者」における「映現 (relucentia)Jとして理解されるのである
ば，

換言すれ

í非他者 (ー)Jと「他者 (多)Jの関係としての「非他者の何性のーと類的何性

の多j， í類的何性のーと種的何性の多j， í種的何性のーと個物の多」の関係のうちで，
「非他者」は類的何性においてその類的何性の， 類的何性を媒介にして種的何性にお
いてその種的何性の， 更に種的何性を媒介にして個物においてその個物の自己同一性
の根拠として， いわば垂直的な仕方で一切の「他者」のうちに存在する ことにより，
同時に類的何性の多のうちに， 類的何f生を媒介lとして種的何性の多のうちに， 更に程
的何性を媒介にして個物の多のうちにいわば水平的な在り方でそれぞれ異なった仕方
で映現するのである. 従って， í非他者」と「他者」の関係は， í非他者」は個物の
多のうちに映現するが， 他方， 個物の多はけっして「非他者」の構成要素ではなくど
こまでもその反映であり「非他者」を限定するものではないという不可逆的な関係と
して

í一切の内の如何なるものでもないにも拘わらず， 神は一切において一切であ

るj30lと表現されるのである.
2-4

上述の如く， 事物の一切の本質 (ess entia)は「非他者」の本質としてのみ存在

する31) こと. 換言すれば，

í非他者」は諸々の本質 における本質 (ess entia in ess en-
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tiis) ， 又は， 諸々の本質の本質 ( essentia essentiarum) として諸々の本質の内に存在
し， この諸々の本質が個物の多のうちに映現する限り， 更にこの諸々の本質の個物の
多における映現という個物化の原理が解明されねばならない. クヂーヌスば， 真夜中
の真っ暗閣の場所でjレピーと呼ばれる赤ぎくろ石において蟻燭を必要とすることなし
に輝く光の在り方から実体と属性の関係、を考察する32)

すなわち， 光自体は感官にと

って可視的なものとはならないが， この赤ざくろ石という宝石において輝く光は， こ
の石によって可視的となるものを自の中の光のうちへと粛すのである33) それ故， こ
の輝きの強度とそ/レピーをjレピーたらしめる本質であり34)， ルビーの実体は物体の大
きさや小ささという量的規定の以前!C， 視覚， 触覚， 表象能力等が把握する色や形態
といったノレピーに偶有的lこ属する諸性質 の以前!c見いだされねばならないのであるお.
他方， 実体的な光がその限定としてのノレピーの色という光の像または影として， なに
か外的なものあるいは感覚で把えられるものという類似性のうちに現れるように36)，
その本質はこのよ うな偶有的な諸性質のうちに， 感覚的!C知覚されるために輝き出る
のである37) 従って， 感覚的に知覚されるものとなることが諸々の本質が個物の多の
うちに映現することの制約であり， そのためには存在の可能性(possibilitas essendi)
としての質料 ( materia)が必要とされるのである釦. ["非他者」は質 料的限定を伴う
ことによって個物をその自己同一性において成立せしめつつ相互に異なる多のうちに
朕現するのである.
2-5

["非他者」自身からその自己同一性を通じて， ["他者」が質料的限定のうちで

相互に異なる自己同一性として成立するという上述の考察から， 我々は「非他者」と
「他者」の， 神と被造物の関係を次のような自己同一性の区別と関係として理解する
ことが出来ると思われる

すなわち， ["他者」がその自己同一性において成立すること

は， 知ることが知られるものに対して他者でなく， 感覚としての見る働きは見られる
ものに対して他者ではないように39)， 各々の「他者jは自己以外の他のものとの関係、
のうちでその自己同一性を保持する三一的自己同一性として存在するということであ
り， 更に， ["他者」の自己同一性は， 知解すること(intelligere) が知解しうるものを
自覚的に自己自身 と他ではないものたらしめるように努める40)如く， 自己同一化の運
動のうちで成立する動的な同一性であること， そして， このことは ， 決して「他者」
とはならない「非他者」の自己同一性が，

["他者」が自己を可能性から可能性の完成

としての現実性へと自己を限定するようにと導く動者(motor) として各々の「他者」
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の根底IC.超越的IC.内在するととから生起する41)とととして理解されるのである. 三一
的な神である目は， 自己自身を見るのと同じ一瞥で同時に一切を見るのであり， この
神の見るととは限定であり， 創造であるωと クヂーヌスが述べるように ， 一切の根源
としての「非他者」の自己伺ー性は絶対的な三一的自己限定の運動のうちで成立する
「 実在的に無限な力」 としてどとまでもその同一性のうちにとどまり， そして， まさ
にそのゆえに， 各々の「他者」において， それらが自己以外のものとの閲で自己自身
となるべく努めている自己同一化の運動のうちにそれぞれ異なった在り方で映現して
いるのである.
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