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De Docta Ignorantiaに￡、ける万物の展開と

包含とについて

一ーその数学的な考察に見られる神と被造物とのあいだの無限な上昇下降関係一一

大 出 哲

s. AugustinusやBoetiusのような中世の偉大な哲学君たちを支配した

『智恵の書」のあの句<omnia in mensura， et numero， et pondere dispo-

suisti. Xl， 21:>は， やはりNicolaus de Cusaにも支配的である。 神は，算

数学， 幾何学， 音楽および天文学を同時に使用して， その知性のうちに，
(1) 

創泣さるべき諸事物の比関係を定め， これにしたがって万物を創造した，

そのけっか， われわれにはとうてい把渥しつくすことのできないほどの驚

歎すべき比関係一一一神の知性のうちに神の知性それ自体として現存する表

現されえない比関係一ーを紺限(contrahere) している諸事物の統一， す

なわち， 宇宙が構築された。 こうした比関係を， われわれの知性は， 諸事

物から引き出して諸事物の外すなわち知性のうちに 存在させ， I外的な符

徴(extemae notae) n， 6; 81， 9Jによって表現する。 ここに比関係の三

つの存在様式が且られるが， われわれは， それを事物との関係においてつ

ぎのように名付けることにする。

(1) 神の知性のうちに神の知性それ白体として現存する比関係を propor-

tiones ante remと，

(2) 事物のうちに縮限されて内在している比関係を prop. in reと，

(3) 事物から引き出されて知性のうちに存在する比関係をprop. post rem 

と。

prop. in reはprop. post remの原型であり， prop. ante remはprop.
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出re の })fl:型である。 ところで， p rop. ant e rem は， p rop. m re の媒介

によっ て p rop. p ost rem となる以前にも ， いわば生得的なものとし てわ

れわ れの 知性のうちに 紺限されて 知l性それ自体となっ ている。 なぜ なら，

「知性 は， すでに知性のうち で 縮限 された仕方で知性それ自体 となっ て い

ないも のを何も 知解しえ ないからである。 n， 6; 81， 10 -11 j 人間 の 知

性は， p rop .  ant e rem の 縮限なのであり， それの 事物との述聞におけ る展

開がp rop . p ost rem なのである。 それゆえ ， 神の 矢u'l生 の p rop.i n  re へ

の展開 と 人聞 の 知性の p rop p ost rem への 展開 とのあいだ には，

似が存しなけ ればならない。

神の知性(prop. ante rem) 

pr刀p. m re 

しいて数 式 に似せて 衣 わせば，

人間の知性(prop ante陀mの前面限j
prop， post rem 

或る類

となろう。こ の 要員{以 によっ て， われわれは， 人間 の 知性と p rop. p ost rem 

との関係 から， 神の 知性と p rop. in re との関係一一「 神は万物を包含す

るものであり， 万物を展開 するものである。 n， 3; 70， 1 4 -16j一一ーを 知

解 するこ とが できる。

ところで， 数は， 比 関係 の一つであるがゆえ に， 上述 の「比関係 の 三つ

の存在 様式 」にしたがっ て， (1) 神の 知性の うちに 神 の知性 それ自体と し

‘て存在し一一n umerus an te rem --， (2) 事物のうちに 内在して事物と

同じ存在をもっ ており 一一 numerus in re --一一， (3) 事物から 引き11\さ

れ て 知性のう ちに存在する一一n umerus p os t  r em -- ， そ して，こ れら

のあいだには， つぎのよ うな比 関係 が 存するはずである。

神の知性(n. a. r.) 
n.l. r. 

人間の知性
n. p. r. 

こ の比 関係 の 右辺 から 左辺 へ の上昇を， Nicolaus de Cu saはつぎの ように

百つ。 「 われわれの 精神 から数 が生ま れ出る ように， その よう に， 事物の

多性は， 神の 精神から 生ま れ出るのである。 3 ; 70， 19 -22j と。 わ

れ われ は， まず， 右辺 の ど のよう にして 人間 の知性から n. p. r. が展開す

を考察し ， つぎに， そ れとの類比 に よっ て， 左辺 の ど のよ うにしるか
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て神の主11性から事物( n. i. r.)が展開するか を考察しよ う。

( 1 ) どのよ う に して 人間の知性から n. p. r. が展開するか。

N icolaus de Cusaによれば， 宇宙は有限個の個物から成っている， つま

り， n. i. r. は有限である。 なぜなら， n. i . r. が無限であるならば， 宇宙

は無限な諸部分から成っておらねばならず， そのと きには， 事物の区別，

秩序， 比 ， 調和， さらに， 存在するものどもの多性自体もなくなってしま
(5 ) 

うからである。 この見地に立って， いま ， n.p.r. を上昇させ よ う。 n. p. r. 

と対応するか ぎりでは， n. p. r. は「最大なもの(max imum) 1， 5 ; 12， 

10Jに必ず現実にいき つく。 ところで， n. p. r. は， n. i. r. と対応するか

ぎりにおいて現実に到達 した「最大なものjよりもさらに上昇する可能性
(6 ) 

をもっている。 それゆえ ， 現実に到達 したI最大なもの」は， n. i. r. と対

応するか ぎりでの「最大なもの」ではあるが， Iそれよりも大きな数(n.
(7) 

p. r.)が 存在 しえないよ うな最大なもの」ではない。 つぎにわれわ れは，

n. p. r. を n. 1. r. との対応を超えて無限に上昇させよ う 。 いくら上昇さ

せたと しても， それは， 或る任意の n. p. r. よりも大きな n. p. r. にすぎ
(8 ) 

ず， r無限なFものlへと移行することはできない。 なぜなら， もしそのこ

とが可能であるならば， n. p. r. は[無限なもの」と一体となり， n. p. r. 

はもはや数ではなくなるであろ うからである。 数の上昇の場合に除， I最

大なもの」は 有限不確定的なもの ← 1からつぎの 2 に， 2 からつ

ぎの 3 に， 3 からつぎの4 にいたる， とい う 有限 個 を数える確定的な体験

を， このよ う に して とい う 不確定的なものを媒介として無制限に拡張

することによって得られる概念一ーにすぎないのである。 それゆえ， われ

われは， n. p. r. の上昇において「それ よりも大きな数(n. p. r.)が存在し

えないよ うな最大なもの」に到達すること を断念 しなければならない。

つぎに， n. p. r. を下降させよ う。 この場合は， 上昇の場合と事情が異

なる。 n. p. r. は， n. i. r. と対応するか ぎりでは必ず現実に「最少なも

の」にいきつくが， 上昇の場合とちがって， n. i. r.との対応 を超えて， 現
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実に到達した「最小なものJよりも下降する可能性をもたない。 したがっ

て， í最小なもの」は， íそれよりも小さなものが存在しえないような最小

なもの」である。 われわれは， 現実においても可能態においても「最小な

もの」から下降することはできない。

数においては， \i"それよりも小さなものが存在しえないような最小なものj]， いわ

は， ー性Cunitas)に到達しうるということは， 必然である。 1， 5; 12， 19-20j 

この引用にお�tる「ー性Jが， í最小なもの」である。

だがはたして， この「ー性」は数であろうか。 Nicolaus de Cusa は，

「ー性は数でありえない」と考える。 というのは， 数は， 超えるものを許

すので， けっして「端的に最小なもの」でありえないからである。 一性は

「あらゆる数の始め(principium omnis numeri) J， 5; 12，24j な の であ

る。 数は， 確定的なものであるー性から始まり， 上昇して， 不確定的なも

のである「最大なもの」に到達する。 だが， 数の「終り(finis)jは不確定

なものであることはできない， とかれは考える。 そこでかれは， í最小な

ものは最大なものと一致する」という根本命題を持ち出し て， 数の「終

り」すなわち「それよりも大きなものが存しえないような最大なもの」を

確定的なものとして把握する。

「一性にたいしてはより小さなものは存在しえないがゆえに， -1生l土「端初に最

小なもの』である ことにな汚う， そして， これと「設大なもの』とは……一致する

のである。 1， 5; 12， 20"'21 J 

一性こそは， I最小なもの」であると同時に「最大なもの」である。 す

なわち， I無限なもの」である。「ー性は， Iï�最・小なもの』であるがゆえに，

あらゆる数の『始め(principium)Jであり， また， r最大なもの』である

がゆえに， あらゆる数の『終り(finis)jである。 1 ， 5; 12， 24-25jこ

うして， 数は， r-始め」と「終り」とのあいだに， すなわち， r無限なも

の」であるー性のうちに包含される。 この意味において， Iー性は数の包

含(complicatio)である。 D， 3; 69， l1J 
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一性(数の原理〉 は， このよ うにして到達される以前にも ， いわば 生得

的なものとしてわれわれの 知性の う ちに縮限されて知性それ自体となって

いたのである。 なぜなら， さきに述 べたよ うに， í 知性 は， すでに知性の

うち で縮限された仕方 で、 知性それ自体となっていないものを何ものも 知解

しえないからである。 ト 6; 81， 10 - 11J 人間の 知性の うちに縮限されて

知1生それ自体となっている一性 (数の原理〕は， r-共通なーなもの (un um

commu ne) ll， 3; 70 ， 2 0jと呼ばれている。 われわれは ， おの お のの 事

物を「共通なーなもの」との関連において「ーなもの」と して把え ， それ
(12) 

から数を得る。 この意味において， í数は， r共通なーなもの』の 精神によ

る多重化(multiplica t io)で、ある。 ト 3; 71，2 jと言われる。 ところで， 一

性(数の原理〉は， 神の絶対的なー性から無限に下降しτ 人間の 知性のうち

に縮限されておりながらも ， 絶対的なー性の うちに包含されているものな

のである。 それゆえ ， íわれわれは， 上方に向かつて数えよ うと下方へ向

かつて数えよ う と ， いずれにせよ， 神 であるところの絶対的なー性から，

すなわち， 万物の原理から開始する。 m ， 1; 121，27-122， 2jことになる

のである。 したがって， n . p. r. は， 神の絶対的なー性(神の知性〉が， そ

の柿限 である「共通なーなもの( 人間の 知性 )j を介して事物との関連にお

いて展開 したもの である ， と言える。 ところで， 事物 (n. i. r.)は， 信仰

の所与によれば ， 神の 知性 (n. a. r.)の展開である。 ここにつ ぎのよ うな

下降一展開の閉式が得られる。

!長IJll
神の知性 (n. a. r.)一一一一一+人間の知性(n. a. r. の縮限)

i展 l展開 ! 日干]

事物(n. i. r.) n. p. r. 

人間の 知性の n . p. r. への展開と神の知性の事物 (n. i. r )への展開と

のあいだに存するこの類比によって， N icolaus d e  Cusa は， 人間の全日性の

n. p. r. への展開の仕方から， 神の知性の事物 (n . i. r. )への展開の仕方

を 知解する。 これが つぎの考察である。
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く2) どのようにして神の知性 から事物(n. i. r.)が 展開する か。

l"H\エジヅト記1のあの有名な句<Ego sum， q ui sum. m， 1 4>が示す

ように， 神は， 存在するものそれ自体である。 ま た， 1存在するもの(ens)

とーなもの( un um)とは置き換えられ， n， 7; 83， 1 Jさらに， 存在する

ものと善なものとも置き換えられるがゆえに， 神はーなものそれ自体一一一

絶対的なーなもの一一ーであり， 善なものそれ自体ー十絶対的な 善 な も の

ーーである。 さらに， 1神の意志は全能な原因であり， 意志と全能とはか

れの存在である。 n， 3，72， 9 -10Jこの全能と意志とにより， 神が全く

自由に無から自分とは別 な存在をっくり出 すことが創造である。 そのけっ

か， もろもろの存在するものは， 原因である善なものそれ 自 体 と 類似 し
(14) 

て， 存しうる かぎりのいちばん良い 在り方 で存在することとなった。 1結

果は， それがよってもって存在すると おりのものであるところの起源と根

拠とに， できるだけ近くできるだけ類似するように伴ない起るものであるo

H， prolog.; 6 0， 6Jからである。同じ理由で， もろもろの存夜するものは，

絶対的なーなものにできるだけ近くできるだけ類似するように， 或るーな

ものを形成しなければならない。 こうしたーなものは， 一方 は， 絶対的な

無限なものである神にできるだけ近くできるだけ類似するために或る種の

無限性 をもたなければならない し， 他方 では， 絶対的な無限なものである

神とは別なものであるがゆえに， 有限性をもたなければならない。 有限性

によって縮限されているがゆえに， このーなものの無限性 は「縮限された

無限性 ( in f in i回con tracta).Jであり， 縮限された無限14;をも つがゆえに，

このーなものは「縮限されたーなもの(un um contractum)Jで、ある。「縮限

されたーなもの」とは， r世界 すなわち宇宙(mun dus s ive un iversum) 

n， 4;7 3，14Jのことである。 ところで， それは有限性によって縮限され

ていた。 したがって， それは諸部分をもたねばならぬ。

「宇宙は， 縮限されたものであるがゆえに， その諸部分なしには， ーでも全体 で

も完全でもありえない。 II， 4; 75，1""'2J 
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諸部分とは諸事物のことである。 諸事物 はつぎのようにして存在へと進

み出 た。

時 間 の秩序によれば， 1宇宙の諸部分であるところの 存在するものども

はすべて， 字宙と同時 に存在へと進み出 た。 n， 4; 74， 28-75，2Jだが ，

この同時 的な進出 は， 段階的な 縮 限に よって秩序づけられていた。 これ

を， かれは， 数の展開との類似によってつぎのように説明する。

(1) 1第一のー性(pr ima un itas) H， 6 ; 79， 5Jから数の原理( 縮限されたー

性が下降するように，1第一のー性jから「第二のー性 (secun da un itas) H ， 

6; 79，6Jすなわち「第一の縮限されたー性 (prima con tracta un itas) n， 

6; 79，21Jが 下降する。 この「第二のー性」を， かれは「もろもろの普遍

( 類 と種〉の根 ( rad ix un ivers orum) H， 6; 79，1 5Jいわば「十 の最も類的

なものの総体( decem gen er aliss imor um un iver s i tas) H， 6; 80，1Jである

と 考え， 1普遍(字宙〉の十的なー性 ( un i tas un iversi den ar ia) H， 6; 79， 

11Jとも呼んでいる。

(2) 1第二のー性」から「第三のー性 (un itas te口ia)H， 6; 79，16Jすな

わち「第二の縮限されたー性 (secun da con tr acta un itas) H， 6; 79，24Jが

展開 する。 この「第三のー性」は， 1第三のー性」を「十」とすれば， ぞ
(7) 

の平方 数すなわち「百Iとして 生じるがゆえに， 1普遍〈字宙〉の百 的なー性

( un i飽s un ivers i  centen ar ia) H， 6; 79，17 Jとも呼ばれる， そしてこの段

階においては， 普遍 ( 宇宙〉 はいわば「類(gen er a)R， 6;80，2Jである。

(3) 1第三のー性Jから「最後のすなわち第四のー性 (un itas ultima sive 

quar ta) H， 6; 79，16Jすなわち「第三の 縮限されたー性すなわち最後の

普遍的なー性(ter tia∞n tr acta qu ae est ultima un iver s alis un itas) H 6 ; 

79，25Jが 展開 する。 この「第四のー性jは， 1第二のー性」を「十」とす
(18) 

れば， その立方 数すなわち「千」として 生じるがゆえに， 1普遍 の千的な

ー性( un itas un iver si mi11en ar ia) H， 6; 79，18Jとも呼ばれる， そして，

この段階においては， 普遍(宇宙〉はいわば「種 (species)H， 6; 80，2Jで
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(4) 1第四のー性」から「三つの普遍的なもの(1十 の最も類的なも の の

総体J1類 J\種J)を現実に縮限しているところの事物(r es quae actu ips a 
(9) 

cont r ahit )  ß， 6; 80， 3-4Jすなわち「個物 ( in dividua) ß， 6; 80， 6J 

が 展開 する。 この秩序を， かれは「自然の秩序 ( or do n at ur ae) ß， 6; 80， 

12Jと呼んでいる。 これにたいして「完全性の秩序( or d o per f ection is )  

m ，  3; 129， l1Jと言わ れるものがある。 これによれば， 自然の秩序にお

ける第一のー性すなわち絶対的なー性と第二のー性すなわち普遍 ( 字宙〉

とのあいだに或る媒介 が介入してくる。

第一に， 創造主としての神が存在する。

第三に， 1万物の存在の相等性(神〉と基本的にもベルソナ的にも合一し

たところの， 万物の普遍的な縮限( un ivers alis r er um omn ium con tr actio 

aequalitati omn ia ess en d i  hypostatice ac per s on aliter un ita) m， 3; 129， 

4-5J←ーー「被造物でもあるという仕方で神 であり， 創造主でもあるとい

う仕方で被造物である ( it a Deus est ut sit et cr 伺tur a， ita c陀atur a ut sit 

et cr eator.) m， 2; 125， 15-16Jところのもの， すなわち ， 神 であり万

物であるものーーが存在する。 ところで， 1万物であるもの」となりうる

ものは， 人聞をおいてはほかに見出されえない。 なぜなら， 人聞は， 上位

の本性(天使〉と下位の本性( 無機物， 動植物〉とをそれ自身の内部に包含す

るがゆえに， 1小宇宙(micr ocosmos )m， 3; 127，2Jであり， これが神と

合ーした場合， 宇宙と個々のものとのもつあらゆる完全性の充実として現

存 するであろう からである
。

それゆえ， 1神であり万物である も の」は，

「神であって人間 であるもの(神人)(Deus et homo) 1， 3; 129， 3Jであ

る。 これが， 神によって意図された創造さるべき宇宙の原型 すなわち 万物

の「発出の始源(pr incipium eman ation is )  m， 3; 127，2 0J一一V er b um
(22) 

ーーとして， あらゆる事物よりも先に神のもとに現存 していたのである。

第三に， 万物は，V er b um によって， 縮限された存在へと進み出て， 神
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の意図 を実現すベく進展する。

そこで， 絶対的なー性と普遍(字宙〉とのあいだの或る媒介 とはVerb 

um のことである。 Verb u m は， 創造にさいして， 絶対的なー性と被造物

との媒介であったように， やがて神と被造物との「仲保者(med iator ) m ， 

6 ; 137，12jとして受肉し， 被造物の「復帰の究極目 的(fi ni s r educti oni s) 

m， 3; 127，2 0 j となった， そして， 世の終りには， ふたたび両者の媒介

となって， 被造物を絶対的な-'1'1:に包含させるのである。

「白然の秩序」によれば， I三つの普遍的なもの」は， I個物の前 に現存

している。( an te rem existun t) n， 6; 80，3.- 4 Jもち ろんこれは， 普遍的

なものがíli\l物に先立ってそれ自身において自存するという， プラトン 的な

実念論ではない。 I三つの普遍的なもの]は， それ自身において自存する

のではなくて， 個物において自存し， このかぎりにおいて「個別的なもの

によって縮限されうる普遍的な或る存在(q uoddam ess e univers ale， contr-
(23) 

ahi bi le per singulare) n， 6; 80， 12.-13j をもっているのである。 つま

り， 普遍的なものは， 個物の本質規定として， 個物と同等の存在をもって

いるのである。

「個別的なものだけが現実に存在しており， このうちで， 普遍的(字宙的〕なも

のは縮限された仕方で{因物的なものそれ自体で ある。 JI， 6; 80， 10-11J r宇宙

ば， どんな事物のうらでも， �lil限された仕)jで， 宇宙の縮限されたあり方の本質を

なすもの(ír品物の木質〕である。 JI， 5; 77， 3-4J 

したがって， この立場は， 個物だけが真の実 在であって普遍的なものは

われわれのたんなる思惟の所産にすぎないという唯名論 的 な 立 場 でもな

い。 じっさい， かれは唯名論 的な立場を否定 している。

「普遍的なものどもは， 個別的なものどもの外には現実に見出されないとはい

え， たんに理性によって存在するものではない。 JI， 6; 800， 17-19J 

ところで， 絶対的なー性 から下降して「三つの普遍的なもの」が順次に

展開し， さらに{同物が展開すると.いうことは， 絶対的なー性 が， 縮小され
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て (ìn in orari)， 有限で縮限されたものへと連続的に移行することではなく
(2() 
て， 創造の意図によってすでに神の 知性のうちに神自体として存在してい

たところの， 類種関係による創造さるべき事物の統一一一一 神 でもあり縮限

された最大なもの(字宙〉でもあるところのもの， すなわち Verb um-ー

が， 創造と同時に無限に下降して事物の本質規定と して事物と同等の存在

をえることである。 このように， 事物のうちにその本質規定と して存在 し

ている普遍的なものを ， われわれは 知性の倒jきによって事物の外すなわち
(25) 

知性のうちに存在せ しめる。 神の 知性のうちに存在する普遍 ， 事物のうち

に存在する普遍 ， および， 人聞 の 知性のうちに存在する普遍という三つの

存在 様式 は，'周 知のように， Ab ael ardus 的な実念論である。

ともあれ ， 字宙は， ー性 (数の原理)がー性の展開である数のうちに見

出されるように， すべての事物の縮限された原理と して， すべての事物の
(26) 

うちに存在する ， つまり， 万物の「縮限された何性 (q u idditaのである。

1 ，4; 74 ，17 jところで， 1"絶対的な最大なものは， 縮限された仕方で、万物

であるところのもの(宇宙〉のうちに， 絶対的に存在する ， n， 4; 75，10-

lljつまり， 1"神は字宙の絶対的な何性である。 D ， 4; 75 ， 11--12jそれ

ゆえ，神 は， 普遍 (宇宙〉の三つの縮限の段階 を介 して， f悶物のうちにその

絶対的な何性と して見出される。

「万物の絶対1'1'，)な存在性すなわむ絶対{りながI性であるところのものは神自身であ

る。11， 4; 74， 13-14J 

だが ， このことは， 神が事物それ自体たとえば太陽それ自体あるいは月

それ自体として見出される ，ということではない。 「絶対的な何性は， 事物

それ自体ではない。 D， 4; 74， 15 --16jのである。 では， 神が個物のう

あにその絶対的な何性として見出されるということは， いったい ど ういう

ことであろうか。 上の引用 (n， 4; 74 ，13 --14) から明らかなように， 神

がおのおのの事物のなかにそれを存在せ しめるもの (絶対的な存在性〕と

して見出されることである。 それゆえ ， このかぎりでは， 万物は， 存在根
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間を同ーとする ens であるにす ぎ ない。 では， 事物の相異性 は何に存す

るのであろうか。 それは， 事物の絶対 的な何性に存するのではなくて， 事

物の縮限された何性に存するのである。

「太陽の絶対的な何性は月の絶対的なれI性とは日IJなものではないH・H・， だが， 太

陽の縮限された何性は月の1m限された何性とは別である。 II， 4; 74， lZ-13J 

事物の縮限された何1�t:とは， 事物の本質規定 として事物それ自体と同等

の存在をもっ何性のことである。 それは， 万物の縮限された何性 で、ある宇

宙が 別々な仕方で縮限されることによって生じる。

「宇宙は縮限された何性であり， この何性は太陽のうちと月のうちとでそれぞれ

別な仕方で紘限されているがゆえに， このことから， 宇宙の同一性は、 一性が多性

において存在するように， 相異性において存在する。 II， 4; 74， 16-19J 

ととろで， 万物の縮限された何性 である字宙は， r万物の存在の相等性

(神〉 と基体的にもベルソナ的にも合一したところの， 万物の普遍 的な縮

限I すなわち V erb u m が ， 無限に下降し縮限されて生じたものである。

それゆえ， 事物の縮限された何性 はrV erbu m すなわち 『ま ったく絶対的

な普遍 的なもの』 ー→ r縮限された普遍( 字宙)j]としての「万物の縮限さ

れた何性』ー→「類』としての「事物の縮限された何性』ー→『種』とし

ての「事物の縮限された何性』 ー→ 「事物の縮限された何性(事物の本質

規定 )JJという下降によって生じるのである。

さて， Ni colaus d e  Cusa によれば， 具体的な事物は三位一体の足跡で

ある。 というのは， 神が ， r永遠なー性 (a et em a unita s) n， 7; 82， 22J 

(御父〕と 「ー性との相等性( a equalita s unitati s) n ， 7  ; 82，24J (御子すなわ

ちV erb u m)と 「無限な結 合である聖霊(Spi ritus sa ncω5， qui est n exu5 

i nfi nitus) n， 7; 83，18J との三位一体として把捉されるように， 具体的

な事物は，

(1) 神のうちに神として存在する「絶対的な可能性(po ssi bi lit as a bso luta)_j 

が 無限に下降し縮限された 「質料(mat eria )D， 7; 83，7 J 
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(2) 御子すなわち Ve rbu m が無限に干降し拙限された[形相(forma )

n. 7; 83，7 J 

(3) I無限な結合である聖霊」が無限に下降し制限された[質料と形相と

の結合(ne xu s ma te ria e  e t  forma e) ll ，  7; 83，12J 

という三 つのものの統ーとして把捉されるからである。 �1(JI浪された 何性の

下降は， (2)の「形相」の下降のことであり， 絶対的な何性のF降は， (3)の

「結 合」の下降のことである。

以仁で， どのようにして神の 知性から事物が展開するか ， が解明された

わけ であるが， こうして展開した事物は�:m限の度 を減じて上昇することに

よって神のうちに包含される。 数が ， 数の 「始め (principiu m)_Jであり

「終り(f inis)Jであるところの一日(数の)反則〉のうちに包合され ，それ を介

して無限に上持して絶対的な一性のうちに包含されるように ， 事物は「万

物における稲田県さ*1，た広江虫(in omnibu s  principiu m  co nt ra ctum) ll， 4; 

73，17Jであり「諸事物の縮限された究極目的( co nt ra ctu sfinis re rum) i b

id. J であるところの宇宙のうちに包含され ， それ を介して無限に上昇して

神のうちに包含される。 この際の無限なk昇もま た， 展開の際の;無限な下

降に要し媒介すなわちf神であって人間であるもの」 を要する。 それは，

Ve rbum の受肉である:flll人グリストゥスである。 万物は， グリストゥス を

介して神のうちに包合され ， 神によって統御される。 民間は創造の士11併で

あり， 包含は摂理の知解である。 したがって， 包含は終末論的な色彩をお

びてくる。 万物はい つかは 生成消滅の停止に到達する。 そのと き ， すべて

の人間は， グリストゥスによって復活し ， 聖なる人たち はかれと一体とな

って神に包含される。 そのと き ， 人間以外のものもすべて， I小 宇宙」で

ある人間の復活 を介して神に包含される。

註

(1) De以:x:ta Ignorantia， Liber II， Cap. 13， p. 110， J. 23"'26. 以後]1，
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13 ; 110， 23-26と略記する。 テキストは Nicolai de cu鈎DE以X:TA

IGNORANTIA， Edid巴runt Ernestus Hoffmann et Raymunds Klibansky， 

Lipsiae， In Aedibus Felicis Meiner， 1932 を使用した。

(2)， (3)， (4) 以後n.aムn.i.r.，n.p.r. と略記する。

(5) 1， 5; 12，6-8 

(6) í数の上昇は現実に有限であり， 可能態において他のもの(自分を超える

他の数) に向っているJ 1， 5; 12，12-13 

(7) Iかりに数において上昇することによって「最大なもの」に現実に到達し

たとしても， 数は有限であるゆえに， IT"それよりも大きな数が存在しえな

レような最大のもの』に 到 達 したことにはならない。 なぜなら， この数

(それよりも大きな数が存在しえないような最大のもの〉は無限な数であ

るから。 1， 5; 12，9-12 

(8) í数の場合や連続的なものの分割の場合には， 確かに， IT"無限なもの」へ

の移行が生じないJ lI， 1; 63， 25-26 

(9)， 日 1， 5; 12， 22-23 

同 この根本命題は次のようにして証明される。

( i) 量的な領域においては， 円周は， その曲度が小になるにつれて直 線 に

近づくが， 直線にたることはできない， ちょうど， 三角形の角が， 二直
骨

角へと限りなく接近するが， 二直角にはなりえないように。 そこで， こ

の関係を非量的な領域へと移すと， そこでは， 円周は直線になることが

できる。 そのとき， 円周は， í最小度に曲なもの」であると同時に「最大

度に直なもの」である。 それゆえ， í最小なもの」は「最大なもの」と

一致する。 1， 13; 26，3-20 * 1， 14; 28，16-18 

(ij) í最大な量は最大度に大きな量であり， 最小な量は最大度に小さな量で

ある。 そこで『最大な(最大度に大きな) .1と『最小な (最大度に小さ

な) .1とを量一般から解き離してみたまえ， ー一一知性的に 『大きな』と

『小さな』とを引き抜きながら一一， そうすれば， あなたは『最大な』

と「最小な』とが一致することを明らかに認識するであろう， なぜなら

『最小な』が(比較法の) 最上級であるように， IT"最大な』も最上級で

あるからJ 1， 4; 10， 18-22 

同 「われわれが数多くの事物を「共通なーなもの』との関連において個別的
に知解することによって， われわれの精神から数が生まれるJ rr，3; 70， 
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同 「あの無限なー性は， 線と量との究極であり完全性であり全体 性であると

ころの点であり， この点はあのー性(数の原理〕右手包含しているJ II，3; 

69， 18""20 

凶 L 5; 12，3""4 

同 「第一の一性」は「絶対的な一性(unit as absolut a) j II，6; 79，5 I第ーの

絶対的な単純なー性(prima ab鉛lut a unit ぉsimplex) j II， 6; 79，5 Iまった

く絶対的な普遍的なもの(univer批評nit us ab叫ut um)j II， 6 ; 80， 23""24 

「絶対的な最大性(maximit as ab印luta)J II，8; 89，15 と呼ばれる。

同 「第二のー性」は 「普遍(宇宙 universum)J II， 6; 79，8， I焔限された

普遍(universum倒lt ract um) j II， 7; 82，10， I宇宙のー性(unita s unìve. 

rsi) J II， 6; 79，5， I縮限された最大な一性(unitas maxima contracta) J 

II， 7; 81，21， I縮限された最大なものであるところのーなる総体(unauni

versitas quae est maximum cont 蹴t um) J II， 7; 84，10， I縮限された最大

性(maximit as cont racta)J II， 8; 89，11と呼ばれている。

間 「いわば平方数が第三のー牲として生じるJ II， 6; 79，15""16 

同 「いわば立方数が最後のすなわち第四のー性として生じるJ II， 6; 79， 16 

"，，17 

同 個物は， I個別的なもの(singulare) J II， 6; 80，10， I特殊的なもの(par-

t iculare) j II， 6; 79，20とも呼ばれる。

側第一， 第二， 第三の三つの段階については， m， 3; 129，2""8 

制 m， 3; 126， 19，.，，127， 6 凶 m， 3; 129，12""14 凶 II， 6; 80，11""15 

凶 「絶対的に最大であるところの神的な本性が， 縮小されて， 有限で縮限さ

れた本性へと移行するようなことにはなりえないJ m， 1 ; 119，24""26 

闘 「普通的なものどもは， そこでは(知性の領域にあっては) 知性にほかな

らないのであり， したがって， 知性的な仕方で締限されて存在している，

そして， 知性のおこなう知解は， ……普遍的(字宙的〉なものどもが縮限

されていることを， それ自身(知性自身の領域〉と他のものども(諸事物
の領域〉において把握するJ II， 6: 80， 2ß，.，，29 

凶 「普遍(宇宙〉のあのー性は， すべての事物の縮限された原理として， す

べての事物のうちに存在するJ II， 6; 79，12"""13 

B司 「絶対的な可能性は， 神のうちに神として存在するJ D:， 8; 88，2. 


