
グザーヌスにおけるく可能自体〉の概念

佐 藤 直 子

I 問題提起

本小論はく可能自体 poss e ipsu m)を最終的な神名称としたクザーヌスの意図を示

そうとするものである .

精神の能動性の根源であるーなる神を， 精神の対象化作用を前提に成立する言語で

いかに名指すか. これがクザーヌスの， とりわけ後期における具体的課題である. 彼

によれば， 神名称は考察主題としての神自身に付くものではなく， そこへと精神を導

く道である1) その道は精神の思惟形式の自己止揚の道であり， 神名称にはく可能現

実存在 poss est)<非他者 non aliud)等， 自己止揚の仕方を端的に示した語が用い

られる. それゆえ逆に見れば， クザーヌスの神名称は有限精神の止揚さるべき思惟形

式を彼がいかに捉えているかを端的に表現するものとなる .

ところで， 最晩年1464年のDe aρice theoriaeで彼はく可能自体〉を神名称とし，

これを自らが以前に考察した名称に比べて「根源的なものをそれよりも的確に名指す

もののない名称2)Jであるとする. またその名称を付与する洞察をも「新たなもの」

と評価するわ. 評価の理由を単に可能概念を刷新したという点にのみ求めることはで

きない. 確かにクザーヌスの可能概念はアリストテレスートマス的な枠組みを超える.

即ち伝統的には， 可能概念は現実概念(現実態こそ存在の性格をなす) の対立項とさ

れ， さらに根本的なレベルで、は現実態は可能態に先立つと理解されてきた . またトマ

スが神に能力概念を述定する際に顕著だが， 可能概念は「なしうる」という能動的意

味と「なされうるJ Iありうる」という受動的・ 存在論的意味との対立において捉え

られていたへ それに対してクザーヌスが可能概念を神名称に冠するとき， それは可

能態と現実態の卓越的一致において語られ， また能動的意味と受動的意味の対立を超

えたものとされる5) しかしこの概念枠は， 1460年のT rialogus de Iρossestにおい
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て神をく可能現実存在〉と名指した際にはすでに明確で、あり， また萌芽的には， 1440 

年のDedocta ignorantiaにおいて， 万物を包含する絶対的な最大者である神の様

態表現として用いられている6) 従って， <可能自体〉の評価理由， 名称付与の洞察の

新しさ， さらにこの洞察が前提する精神観を我々は新たに関わなければならない.

11 犠源の前提的性格

De aρice theoriae第2-4節で， く可能自体〉は次のように導出される. あらゆ

る探求の的は神である . しかし神は我々の全ての把握を超える. では我々は何を探求

し続けるのか . r何か」をである . 実際， 何も探求していないな ら そ れ は探求ではな

い. 何かを何かたらしめるのは事物の同ーの基体である何性そのものだが， そうした

ものとして神が探求される. では何性そのものを何と名指すべきであろうか. それは

精神の前に現存する. 現に存在する基体が存在可能であることは必然的に認容される .

するとそれは可能なしには存在しえない. ゆえに何性そのものはく可能自体〉と命名

されるのである. ここからすでに名称付与の洞察の特徴があげられる. 第ーに， 精神

の自己認識を媒介に， 探求者 である精神の根源として神が名指されるということであ

る . 第二に， 可能を存在の前提に据える演鐸がこの思惟を支えるということである.

以下， この二点、の考察を通して論を進めることとする.

探求者 である精神の根源としては， 根源は何より容易に理解される， と言われてい

る7) <可能自体〉が他の名称に優るのは， <可能自体〉より解りやすい もの は他にあ

りえず8)， これが根源の解りやすさを端的に表現するためなのである. しかし， 把握

されえぬ一方で何より容易に理解される根源とはいかなるもの で あ ろ うか. く可能自

体〉の解りやすさは次のように説明される. 能力を持つ者はく可能自体〉を前提する .

「走ることができる」等， 能力についての日頃の言動はく可能自体〉を暗黙の前提と

している9) また存在者の生成はく可能自体〉を前提することが看取される. 一切の

動物はその種の第ーの父祖に帰せられるが， 原因の「原因付けることができる」力の

起源をさらに探れば， 全能であるく可能自体〉に至る10) このコ例ではく可能自体〉

を我々の理解前提として捉えることが特徴的である . さ ら に グザーヌス は ， <可能自

体〉に対して疑問がありえないと言う. 存在は存在可能へと還元され， rあれである」

という特殊存在様相も「あれであることが可能である」ことへと還元 され る の で，

r<可能自体〉が存在するか否かJ rく可能自体〉はあれかこれか」とい う問い はすで
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にく可能自体〉を前提するからである山. この諸例から， 根源の根源性は まずは精神

行為の超越論的前提として捉えられている， と考えられる.

しかし 1450 年の Idiota de saþientiaで グザーヌスは， 概念措定の前提であり全て

の問いの前提である根源を「絶対的前提 praesuppos i tio absol ut aJと呼ぶが， これ

と可能概念とを結び付けてはいないので12) ， 超越論的前提を可能概念で名指す必然性

を我々は問わねばならない. De aþice theoriae ではこの点について以下の説明を

する. 精神の自発性は何性に引き起こされ， 何性に至って終息する. 個別的な何性つ

まり存在様相はその存在様相の可能へと還元されるので， あらゆる可能の可能である

く可能自体〉に先立つものは何もない. ゆえにく可能自体〉は精神の自発性の始源で

ある. 他方， 探求を終えさせるべく精神を満たすものは「満たすことができる」とい

うことをく可能自体〉に負うている. ゆえにく可能自体〉は精神の自発性の終極であ

る13) こうしてく可能自体〉は精神の自発性の始源と終極である根源の在り方を端的

に示す名称とされるのである.

III く可能現実存在〉に対するく可能自体〉の優位性

上の説明は， 存在概念を可能概念へと還元する演緯に基づく. だがこの演鰐がどこ

で正当性を得るかを考察せねばならない. 伝統的に根源的なレベルでは現実態が可能

態に先行するとされているのみならず， グザーヌス自身. De docta ignorantiaに

おいて. r可能」の「存在」に対する先立性 は指摘す るが， 可能的存在の現実態化に

ついては伝統的思惟を肯定しつつ， 現実存在によることをもま た 主張するからであ

る14) ここで方法的に. <可能自体〉という名称がく可能現実存在〉に優る理由を考察

しよう. <可能現実存在〉の導出に際して存在概念の可能概念への還元とともに可能

概念の存在概念への還元が行われるので， この名称の不足は両概念の関係が相互還元

に留まることに起因すると考えられるからである. T rialogus de þossest は， 可視

的な被造物において不可視の神の創造力を看取することを官頭の主題とする15) ここ

で神は， 存在者 の構成をなす可能態一現実態ないし質料一形相の相関対立の前提とし

て捉えられている. そこから神名称く可能現実存在〉は ，同書第4- 14節において次の

ように導出される.

存在不可能なものは存在しないので， あらゆる存在者 は存在することが可能である.

ゆえに「絶対的現実性 act u al it as absol u taJ 即ち「現に存在するものどもがそれに
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よって存在するところの現実性」と「絶対的可能性 poss ib iI it as absol ut aJ即ち「現

に存在するものどもがそれによって現に存在することが可能であるところの可能性」

は一致する. 可能性は現実性なしに現実態へと進出しえず， 現実性は可能性が現実に

存在することなしに存在可能ではないので， 世界の単純な根源である神は， 可能態と

区別される現実態に先立つもの・ 現実態と区別される可能態に先立つものとしてある

からである. それゆえ神のみが存在可能であるとおり現に存在する. それに対して被

造物では可能態と現実態は区別される. たとえば太陽は現に存在するが， 異なった仕

方でも存在しうるので存在可能であるとおりに存在する の で は な い. こ こ か ら「可

能が現実に存在する」ことを端的に意味表示するく可能現実存在〉が 神名称 と さ れ

る16)

ところで同書第40節以下の三一論解釈において， 被造物における可能態と現実態の

相関関係は具体的には， 未規定的な可能態が特定の存在仕方を取るための限定関係で

あることが示される. そ こ で 限定関係 そ の も の は「両者 (可能態と現実態) の結合

ut rius que nex usJ と呼ばれる. 存在者 は「存在しうる」という可能態的・ 被限定契

機が「存在する」という現実態的・ 限定契機に限定されて， 即ち両契機の結合におい

て成立する17) 各々の契機は契機としては異なるが， 実際の存在者 においてはーであ

る. たとえば現にある蓄綴の花は， r可能態にある蓄額J r現実態にある蓄額」との限

定関係において成立するのである18) しかしこの点は， 単に存在論的見解としてでは

なく， 精神の看取している存在者 の内的構成として展開されていく. 精神は， 現に成

立している存在者 の契機問の関係についていかなる概念も持ちえない. 可能はそのも

のとして限界付けられぬものであり， 現実態はそのものとしては限界付けられたもの

なので， 両者 を関係付ける媒介を精神は所有しないからである19) ゆえに精神は被造

物の存在構成の必然、性を概念化しえない. ここから精神は， 被造物が現にあることの

可能制約としての根源を求めることとなる. 可能制約としての根源の探求が根源の探

求の入口であり， 同書における三一論解釈はまさに そうした考察とし て あ る の で あ

る20)

被造物の存在構成の契機である可能態・ 現実態・ 両者 の結合の根底には各々ーなる

神の三位， 父・ 子・ 聖霊がある. 三位は単に一存在者 の契機でなく各々自立 するが21)，

その区別は他性によるのではない. 神の無限な完全性のゆえに三位の各々完全である

はずなら， 各々は他の二者 を自らの中に包含し相互に完全に同質のは ず だ か ら で あ
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る22) 区別は前提関係による. 即ち， 父は前提なしに存在し， 子は父を前提に生まれ，

聖霊は両者 を前提に発出する . この前提関係から三位が各々名指される. 可能が何も

前提しないことから父は可能の位格であり， 存在は可能を前提とするので子の位格で

あり， 聖霊は可能と存在の両者 を前提とする結合の位格である23} ここから， 神は把

握されえぬものでありながら， その概念は， 可能・ 存在・ 両者 の結合の位格とされた

三位間の完全な同質性のゆえに， 他在的・ 事実的限定関係において成立する精神の概

念構成の前提となる自己規定的概念として， 内的必然性を持って存在することとなる.

「神は存在可能であるとおりに現に存在する」とされるのは， 神 が 全 き自己規定的存

在であり， その被限定契機と限定契機は全く等しい， という理解 に基づく. く可能現

実存在〉はきわめて超越論的背景を持った名称なのである. つ まり， 被造物は現実態

と可能態の対立において精神に看取されるが， 看取において対立の根は被造物の内的

規定関係の事実性にある. 把握されえぬ神は， 精神の概念形成への反省を介して， 被

造物の事実的規定関係の前提としての必然的自己規定関係として遡逆的に見いだされ

ており， その名称化がく可能現実存在〉なのである.

しかしこの超越論的視野は名称付与の演鐸では隠されている. この演鐸も可能と現

実の相関において成立する被造物から神の創造力への遡逆であり， また当の被造物を

精神に看取されたものと位置づけるが， しかし精神の看取仕方を反省することはない.

神の創造力を看取しうるという事態は， 単に 精神的諸力 の段階構造 と 可感的 な も の

ども s ens ib ile とより上位の力といった存在者 側での段階構造の平行性に基礎付けら

れるのみである24) ゆえに同書の可能ー現実の相関には， それが超越論的な思惟を通

して見られた存在者 の内的規定であるか， 精神への現象仕方が度外視されたままで言

及される存在者 の内的規定であるかという両義性が残る. ここから同書では， 超越論

的に可能概念の存在概念に対する論理的先行を強調する一方で， 直接に存在論的に現

実態化の原因として現実態を可能態に先行させ. <可能〉とく現実〉を共に 神 の 名称

に付けることとなるのである.

く可能現実存在〉に残る両義性の克服が De aかce theoriaeで試みられているの

である. 先述のように， 神名称く可能自体〉は全面的に精神の自己反省の中で導出さ

れ， そこでの可能概念と存在概念の関係は反省次元でのみ論じられることとなる25)

この次元で「存在する」ことは意味内容であり. r人間であることは人間でありうる

ことに何も付加しなし、」等26)と断言される. 即ち「存在する」ことと「存在しうる」
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ことは存在論的原因関係からではなく， 前提関係からのみ言及されるのである. この

観点では可能概念は存在概念に先立つ. 思惟範囲の超越論的次元への限定が， 両概念

の関係をく可能現実存在〉における相互還元から一方向へと限定し， 一切の前提であ

る「可能」を端的に神名称としたのである.

IV く可能自体〉と精神

しかしクザーヌスの名指そうとするのはあく まで存在論的根源であるはずであり，

そうしたものである以上精神に先立つものである. ゆえに反省次元での根源現象は，

それが超越論的前提であるのみならず存在論的先駆使を有するものであることを顕示

しているはずである. この現象仕方はDe.aPice theoriaeにおいてし、かなるものと

して捉えられているのであろうか. またく可能自体〉はそのように現象する根源に相

応しい名称であろうか.

根源は， このものが認識能力を超え把握されえないということの看取において現象

する. í把握しえぬ」ことを精神が看取しうるのは， 精神にお い て， 把握可能という

能動的能力よりも看取における所与の全面的な受容能力である看取可能が優るからで

ある. クザーヌスはこれを， 自力で運びうる以上の石の大きさを看取する少年の在り

様にたとえている27) 最高の看取可能即ち精神の端的な看vis io は， そこに根源が最

高に現れる精神の最高の可能であり， 感覚のように対象の様々な存在様相に限定され

ず根源のみに向かう28) ゆえに自己認識において精神は根源の他には何も見ない . し

かしここで同時に精神は自らが根源ではなく， 二義的なものであることを看取する.

なぜ、なら精神は， 自らの最高の可能である看取可能ですら特殊的可能即ち「付加のあ

る可能p oss e cum addi toJであり， ゆえに自らに多くの事が不可能であることを看

取することから， 根源を特殊化以前の端的な可能即ち「すべての可能」として， 自ら

に先立つものとして看取することとなるからである29)

ここで端的な可能としての根源は， 単に論理的にのみ特殊的可能に先立つのでなく，

原像として似像たる精神に存在論的に先立つものとして看取されている3D) 精神は存

在し然る後に認識するのではなく まさに精神的行為において存在するので31) 精神の

自己認識は行為的自己への認識となる. だがここで， 特殊的可能であるがゆえの自ら

の行為の限界が， 白己存在の受容性ー一一それにより探求が成立しえぬ何性そのものが

精神には構成不可能であり， さらに自らの能動性の端緒である概念形成が自らの概念
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形成力以前の自己規定的概念を前提にすることーーにおいて精神自身に看取されてい

る. しかしこの同じ自己認識において， 受容的な自己を行為的に存在せしめる絶対的

なカとして恨源が現象している . 精神は何性自体つ まり真理を探求しつつ自己実現す

るが， こ の真理は偉大な権能を もって精神に自らを現す321 従って精神は， その行

為性の究みである看取の， つ ま りテオリアの最高段階 apex theoriae において，

行為主体は実は自らでなく根源自身の力であること を看取す る. íテオリアの最高段

階とは， それなしにはいかなるものも観想されえないく可能自体)， す べ て の 可能の

可能であるJ331• そして根源は精神への現れにおいてのみ考察され うる ので， 力とし

てのその現象はそれを所有する何らかの存在者 へと還元されることなく， まさにく可

能自体〉として現象する.

原像一似像モデルによる神ー精神関係の図式化はクザーヌス の多くの著作に顕著だ

が， 神名称く可能自体〉はこのモデルの上に根源的力とそれに基づいてのみ成立する

精神の能動性との関係を読み込むことで案出される. その際， 可能概念の持つ意味範

囲が多様に活用される. 超越論的仕方で見いだされる根源は前提そ の も のと し て の

く可能自体〉である. だが子細に見れば， そこで反省されるものは精神自身の能動的

な可能であり， この反省を通して精神自身の似像性が明らかになる一方で， 前提とし

てのく可能自体〉は精神を創造する絶対的力としての可能であることが看取されてい

る. �pちく可能自体〉は， 根源による精神の創造が行為的なものである精神の自己認

識において看取されるというきわめて動的な枠組みの中で， かっこの枠組み自体を表

現すべく， 根源に与えられた名称なのである.
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