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提題 く愛知〉としてのく哲学〉と哲学のく制度化〉

八巻 和彦

はじめに

1990年代の初頭以来， 日本の大学における哲学の地位は， 大いに不安定なものと

なっている. その原因の所在を， r大学設置基準の大綱化Jとか文部省による「学部

改組の指導jとかという外的要因に求めることが， 大学に身をおいて哲学に携わって

いるわれわれの通念ではないだろうか.

しかしながら， r哲学衰退」の原因をこのように外にのみ求める姿勢でよいのか，

むしろわれわれ自身の却下を照顧する必要はないのか， という問題意識のもとに， 中

世末期にく哲学〉のあり方を問い続けたニコラウス ・ クザーヌスの思考の一端を紹介

して， 議論の材料を提供することとしたい.

なぜならば， r大学」とし寸研究・教育組織は西欧中世に起源をもつものであり，

わが国における学問的専門としての「哲学」は， この「大学」という制度と共に明治

期に移入されたものだからである.
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I ニコラウス・クザーヌスにおけるくAmor Sapientiae>としてのく哲学〉

l 同時代の哲学に対するくdocta ignorantia>の思想からの批判

(紙幅の都合でこの節全体を省略する. なお， 参照テキストの個所のみ注にあげて

おく)1).

2 哲学と神学をめぐるヴェンクとの応酬

クザーヌスの論敵J.ヴエンタは， 1426年の終わり頃にハイデノレベノレクに学籍登録

して以降， 1460年の死に到るまで、ハイデノレベルク大学神学部に教授としてとどまり，

I via a n ti quaJ (伝統派〕の擁護者としてアリストテレス ・ トマス主義の伝統を守ろ

うと努めていたヘ当時の典型的な講壇哲学者であり講壇神学者であった3)

彼の De伊wta litteratura (r無知の書物について.1)というクザーヌスに対する論

駁書 があるが， そこからわれわれの目的にかかわる批判点を摘出すると， 大別してこ

点となる. その一つは， クザーヌスの理論には異端と共通するものがあるというもの

であり， もう一つは， I把握できないものを把握できない仕方で抱握するjという主

張と， 一切の反対対立に関するく反対対立の合致〉の説の二点において， それがアリ

ストテレス以来の学問の基本である矛盾律を犯すものであって， その意味でクザーヌ

スの教説は学の破壊に他ならないとし、う主張で、あつTたこ叫

しカか当しクザ一ヌス自身においてはそうではない. 彼は， 三段論法の推論を担う理性

に関しては矛盾律が必要不可欠のものであることは容認するが， 彼が求める(神の)

直視(visio)に携わる知性に対しては， この原理が関わるところはないと考えてい

る. 従って， ヴエンタによるこの批判は， クザーヌスにとっては何ら痛俸を感じるも

のとならない. r弁護』のほとんど末 尾で「弟子が」述べているように， クザーヌス

が求め遂行する「思弁は， あらゆる哲学者たちの理性的推論を凌駕しているjと確信

しているからである5)

クザーヌスのく哲学〉の特色としてもう一点言及しておきたいことがある. それは，

彼が自己のく哲学〉をソクラテス的なものとして成立させたいと， 少なくとも『覚知

的無知について』執筆以降に考えていたであろうことである. 典型的には『弁護』に

おいて， 以下のような点として見いだせる. 第ーには， 弟子と師との対話とし、う著作
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形式を用いており， 第こには， クザーヌス自身が明らかにソクラテスのようにこの書

物の中で振る舞おうとしていることである引. 対話という著作形式は， r覚知的無知

について』および『推測jより後の殆どの著作において用いられているものであり，

また， ソクラテスに対する高い評価は， 説教においてさえも， r覚知的無知についてj

以降の時期から晩年までを通じて存在しているのである円

3 クザーヌスにとっての〈哲学〉

このようなものとしてのクザーヌスのく哲学〉には， その基礎構造において理性的

推論が存在するとしても， その目的に関わる部分においては， それを超出するものが

あり， それは， 何らかの直接的な認識に関わるものであるに違いない. ここに， ジェ

ノレソンの影響を見ることができるかも知れない. ジェノレソンは『神秘神学Jにおいて

次のように記しているからである. r経験から進み出るすべての学が哲学と呼ばれる

ならば， 神秘神学は哲学であろう. また， そのうちで、教えを受けた者は， 他の面では

いかに無学者であっても， 哲学者と呼ばれてしかるべきであろうJ8).

以上のような考察から明らかになるクザーヌスのく神学〉とく哲学〉の特徴的な在

り方は， r探究者の取る態度をこそ重視するもの」であって， 理論の集積， 教説の体

系を意味するものではなし、， と言うことができるであろう. さらにこの特質は， 興味

深いことに， 彼の別の著書『信仰の平和.1(1453年)における「宗教J一般について

のクザーヌスの特徴的把握， すなわち， あらゆる人聞が内的に有するものとしての至

福を希求するという姿勢が儀礼として現われたものが現実世界に存在している宗教で

ある， とし、づう把握としても見いだせるものでもある町

かくして， ここに理論をもって展開されている形而上学的思惟は， <把握できない

ものを把握できない仕方で抱握する〉という目的を達成する為に， いわばく推測的

に〉仕えるに過ぎない手段であることになる. つまり， ここに展開されているいわゆ

る哲学は， あえて名付ければ「励起と修練の哲学(p hilosop hi a excit ation i呂 田町一

cit atio nis que) J 10)とでも言うべき「自らを開いたjく哲学〉であるのだろうIII

4 <Amor sapientiae>としてのく哲学〉

1 ) クザーヌスによる 1450年のくAmor sapientiae>への言い換え

既に確認したように， クザーヌスにとってく哲学〉とは， <把握できないものを把
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握できない仕方で抱握する〉ことであるが， 注目すべきことに， 彼は， 上述のヴエン

クに対する反駁書 を記した翌年にあたる 1450年に. Idiota de mente (r無学者考・精

神についてj) を著し， そこでは， 自らが理想的な哲学者だと考える人物のことを

í Ama tor sap ien tia e (知恵の愛者) J と呼ぶようになったのである山. この呼び方は，

さらにそれに続く時期に著された『信仰の平和』においては， 世界中から諸民族 ・ 諸

宗教の代表者として選ばれ天上に召還された賢者のことにも適用されて， ここでの思

索を展開するために不可欠なキ一概念の役割を果たしている 13)

さて. tlザーヌスが用いていた「哲学」というラテン語‘p hilo sop hia' がギリシア

語に由来することは当然であるが， 重要な点はクザーヌスがこのギリシア語の語源に

戻り， それをラテン語で‘ amor sap ientia e' と表現して， そこに特別の意味を込めた

という事実にある. この表現を彼がどこから学んだかは， 決定的には明らかになって

いないが， 少なくともアウグスティヌスのDe civitate Dei (r神の匡u)からはこの諸

について学んだであろうと， 私は， かなりの確実性をもって推測している.

そこでのアウグスティヌスの記述は以下のようなものである. í哲学者たち， 彼ら

を表わす元の名称は， ラテン語に翻訳するとすれば‘ amor sap ien tia e' (知恵への愛〕

とし、う意味である. 従って， 神的権威と真理とが示すように， 万物を創造したもうた

神が知恵であるならば， 真の哲学者とは‘ amator D ei' (神を愛する者〕の謂である.

しかしながら， 哲学者とし、う名称に価する内容そのものが， そうした名称を誇りとし

ているすべての人々に存在するわけではない. つまり哲学者と呼ばれる人々が， ただ

ちに真の知恵を愛する人であるわけではなし、 J 14). この文章には， クザーヌス自身が

同時代の「哲学者」に対してもっていたものと同様の問題意識が記されているゆえに，

Fザーヌスがこの箇所から「知恵の愛者」という思索の端緒を得たと強く推測される

のである.

2 ) クザーヌスにおけるく知恵〉の三角構造とくAmor sapientiae>としての〈哲学〉

先ずここで， 論証を省いてクザーヌスにおけるく知恵〉思想の完成像を提示したい.

それは， 創造主たる大文字のSap ien tia(便宜上〈創造者としての知恵〉と表現す

る)と， それによって創造され た， 人間の有する広義の知性としての小文字の

sap i巴 nt ia(便宜上〈精神としての知恵〉と表現する)と， さらにもう一つの， 同じ

く創造されたものであって， 世界に秩序(or do) として存在する小文字の sap ientia

(便宜上く秩序としての知恵〉と表現する) とがくサヒ句エンティアの三角構造〉とで
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も名付けるべき構造を形成することである問.

で、は， 何ゆえにクザーヌスは‘Ph ilosoph ia'を‘Amor s ap ienti ae 'と言い換えねばな

らなかったのだろうか.

く哲学〉の目的としてわれわれは既に. w覚知的無知について』でのクザーヌス自

身の言葉に従って， く把握できないものを把握できない仕方で抱握する〉ことである

と記しておいた. これに関して. 1457年の説教CCLXVIII に次のような特徴的な言

葉がある. 1<把握すること>c omprehendereはく認識すること> c ognoscereを意味

するのではない. われわれが学問の好奇心で満足させられることはないからである.

というのも， 実りは認識にではなくて把握にこそ存在するのである. われわれが把握

しなければならないものは， 神である幸福に他ならないのであるjI6). ここでクザー

ヌスは. w覚知的無知についてj以来用いてきたく把握すること> c omprehendereと

は， 学問におけるく認識すること>c ognoscere を意味するものではなし、， と改めて

言明している. て、は. <把握〉とは具体的に何であるのか. それの端的な説明は 1459

年の説教CCLXXXI Xの一節に見出される川. ここで彼は， 一般には認識を意味す

るくc omprehen s io>を， 学問におけるく認識〉とは区別しつつ， それを一層本来的

かつ具体的な意味で‘「つかまえることjと解釈してた上で， さらに， それ放にこそ，

これはく結合〉を意味するのであり， さらにこれはく愛〉の働きなのだと解釈してい

るのである.

ではクザーヌスのく愛知〉としてのく哲学〉は， 具体的にいかなる営みであろうか.

既に論及したくサピエンティアの三角構造〉とく愛>. そしてく哲学の目的〉とを総

合的に前提にするならば， 以下のようにとらえうるだろう. く精神としての知恵〉と

しての人間の探究が， く愛〉をもっていわば水平的に働く時， それはく秩序としての

知恵〉たる外界への認識活動となるが， それは何よりも世界に存在するく秩序〉の探

究となる. 同時にその外界たるく秩序としての知恵〉には， く創造主としての知恵〉

に由来するく宇宙的愛〉が作用しており， その結果， そのようなく秩序〉として現存

しているのであるが， その秩序づけは. <創造主としての知恵〉が自らを明らかにす

るという目的に向けられているのである18)

従って， 外界たるく秩序としての知恵〉はく精神としての知恵〉に対して， く励起〉

として作用することになる.

しかしながら， このく励起〉によって作用し始める精神の活動の最終日的が外界の
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認識に止まるものでないことは， これまでにも論及した通りであるが. 1457年の説

教でも以下のように説明されている川. つまり， 探究者はく秩序〉の創造者である

く知恵の愛〉という形での神の存在に行き着かざるを得ないが， 哲学がそれを把握す

ることはないというのである. この限界の下で外界たる自然の研究も， クザーヌスの

く愛知〉たるく哲学〉において意義を有することになる. このような意味において，

自然研究は「神の顕現jとして， クザーヌスの思想、において独自の領域を形成してい

る.

3 ) <amor sapientiae>σコもたらしたもσ〉

では. !lザーヌスにおける新たな用語法であるく amor sapienti aeとしての哲学〉

は， いかなる新たな地平をクザーヌスの思惟にもたらすことになっているだろうか.

a) 伝統に対する批判

先ず明らかなことは， 一旦<amor sapientiae>と表現することで， 彼がく ph i lo

soph ia> という語から自由になり， それによって， 同時代の「哲学」およびI神学j

の在り方から独立したものとして， 自らのく把握できないものを把握できない仕方で

抱握する〉という本来的な営みを徹底的に思索し説き明かし， その結果として， 世界

総体における存在と認識の根本構造を彼なりの仕方で解明することを可能にした， と

いうことである. しかし， この点についてのこれ以上の説明は割愛する.

b) <信仰〉とく学的思惟〉の再結合

さらに同時に， く知恵〉を媒介としてく信仰〉とく学的思惟〉とが， クザーヌスに

おいて従来以上に密接に結合されると共に， 両者の関係が明確に整理されることにな

ったのである. この事情をさらに述べるならば， 以下のようになる. クザーヌスがそ

の思索活動の最初期から， く信仰なくして知解なし〉とし、う立場を鮮明に保持してい

たことは. 1431年の説教にある一節から既に明らかである2へ この立場は『覚知的

無知について』においても第三巻十一章冒頭で明言されている. しかしクザーヌスが

ここで意図しているところは， 一面的な信仰の優先ではない2 1)

この立場は1444年の説教にも見出されるが22h特にわれわれの目下の検討との関

連では， 次の1453年の説教の一節が重要である. I生命の霊は信仰の為の場のような

ものであり， 信仰はく知恵〉の場である. <知恵〉は信仰を前提とする. イザヤが

『汝ら， 信じることなくして知解することなし』と言っている通りであるj23). ここ

で、は， 従来の「知性lをく知恵〉と言い換えていることが分かる. その結果， 既に見
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たく知恵〉の構造の中で， 信仰と学問との聞が， 区別されつつも結合されうるのであ

る.

c) 自然研究の存在意義の確認

次に， 自然研究の在るべき位置が明確にされることとなった. <サピエンティアの

三角構造〉の一頂点を形成する被造世界は， 一定の秩序をもつものとして想定されて

おり， その秩序は， 既に見た通り， 創造主たる神が自らを人間に顕示するためのもの

とされているゆえに， それを研究することは神の指示に従うこととして大いに意義あ

ることになるからである. 同時に留意しておきたいことは， この事実は. !lザーヌス

に先立つ伝統との関わりにおいては二重の意義をもっている， ということである. 即

ち， 救済論的には， 自然研究の意義を認めないという， アウグスティヌス的な立場24)

に対する新たな立場の提示であると共に， 学問論的には， 自然研究はいかなる厳密性

にも到達できないから学問として成立しない， というオッカム的な立場2吋こ対する新

たな立場の提示でもあることになるのである.

d) 超ヨーロ ッパ的なパースベクティヴの獲得

さらには. <p h ilosop h ia>とし、う用語を用いないことによって， 古代ギリシア以来

の伝統からも一定程度自らの思索を解き離すことに成功し， その結果として. !lザー

ヌスが超ヨーロ ッパ的な視点から同時代の世界について思索することが可能となった

ということであろう. その成果は. r信仰の平和jという著作に結実しているとみな

すことがで き る. な ぜ な ら， 既 に 言及した 通 り， そ こ で は 諸 宗 教 の 代 表 者 が

くamator sap ientiaりとし、う共通性を有するものとして定義され確認された上で，

その結果として諸宗教の一致が導出されるという論の構造になっているからである.

e) く Id iota>としてのくAmator>

さらには. <サピエンティアの三角構造〉にその到達点が示されているように. <知

恵〉の直接性が鮮明にされることによって. <Idiota>のモティーフを形成すること

が可能となった. そもそもこの ‘id iota' というラテン語は. (知者に対して) r愚か

者 J. (聖職者に対して) r在俗者 J. (専門家に対して) r素人」というような多様な意

味を持っているのであるが. 1450年に著された Idiota篇の三巻では， このくイディ

オータ〉という「愚か者jで「在俗者」で「素人Jという， その社会的位置のく低

さ〉が著者によって繰り返し強調される. その意味でく脱中心〉的或いはく周縁的〉

であるくイディオータ〉という存在が， 当代ローマの貴顕の一人である弁論家および
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アリストテレス派の大哲学者という「知識人J 即ち二人のく中心〉的存在を， 驚嘆さ

せつつ高みへと導くところに， この対話の見事な効果がある.

さらに留意するべきことに， このく Id iota> は， 同時に神の知恵のくamator>で

あり， かつ， 彼の生業としての「木さじ作り J のくamator>である26) 実は， "ザ

ーヌスにおいては， 事態は本来逆のこととして考えられていたで、あろう. 即ち， この

くイディオータ〉は， 本来， < amator> であるからこそ， 社会的にはくId iota> とみ

なされているということである. これは， クザ一ヌスに先立つRa剖1mu叩I江mdu凶1おsLu叫Illu sが

『愛する者と愛された者についての書 .1(1276-78紛)に描いた構造と同様である2町7η)

さらに見逃してはならないことは， このようなくイディオータ〉の存在が社会的に

無視されることなし逆に， 時には， 許容されるばかりか称揚されさえしたのは， ヨ

ーロ ッパ中世社会に存在したく二焦点性〉に由来することである. つまり， 一方に

く大学〉という学問の制度と場が存在しつつ， 他方に， それと関係をもちつつも独立

した存在であり， 時には対立者としての役割を果たしたこともあるく教会〉という存

在があり， その両者が互いに批判し合い， 牽制さえし合っているという状況があった

からこそであろう.

5 <制度〉にからめとられないく哲学〉へ

以上のような， "ザーヌスにおけるくamator sap ientiae> をめぐる事情を総括的

に表現するならば， <制度>Institutio にからめとられることがなしたえずそれから

自己を解き放つ覚悟をもったくp hilosop har i>叫(哲学すること)を求めるものであ

ったと言えるだろう.

このようなとらえ方を補強するであろう具体例を， さらにいくつか挙げてみよう.

第ーに， クザーヌスが二度にわたりノレー ヴァン大学からの招聴を断ったとし、う事実

がある.

第三に， 上のことと密接に関わることとして， 彼は自らの思想を体系化することを

避け， 論述の形式においても D isputat io ではなく， 対話という形式を好んだのであ

る.

第三に， "ザーヌスは枢機卿兼教皇代理としてロ ーマ教皇庁にいた 1461年暮に，

教皇の面前で自らの罷免を要求した29) ここには， 自己が属する Institutio(制度)

であっても， それが本来の目的を達成するのにふさわしくない状態にあるとみなす場
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合には， それから自己を解き放とうとするクザーヌスの姿が見出されるだろう.

第四に， クザ一ヌスの最晩年における〈付ve凹na羽a討tio s 臼api 民en此凶1此凶ti泊aeθ> (知恵の狩)とL、づう，

新たな〈哲学〉の提案がある3州0町}

なぜ， クザーヌスはくamo r sapientia e >とし、う表現に満足することなしこのよ

うに言い換えたのだろうか. 先ず考えられる根拠は. <amor sapientia e>という語で

は未だそのく知恵〉探究の直接性が十分に表現されていないという. !1ザーヌスにと

っての物足りなさがあったであろうことである.

最晩年の著作『観想の頂点についてjの本文部分の最後に記されている次のような

一節も， クザーヌスのこの姿勢と関わっているに違いない. r汝は， われわれのささ

やかな書物や説教によって汝を大いに修練するがよいJ31l.

つまり， クザーヌスにとってく哲学〉とは， 中期の『在俗者』三部作を経て目、ま

さにその生涯の終わりに到るまで. r励起と修練としての哲学」であったと言えるだ

ろう. このようにクザーヌスの哲学は， 真理の探究においてく制度〉から身を離そう

とするく愛知 > amo r sapientia e ゆえに到達したく聞かれた地平〉をもっており， そ

れが近代に向かっているのである.

II 現代の哲学教師たるわれわれは何をいかになすべきか

現代においては既に， クザーヌスにおけるような唯一の絶対的真理の存在が自明で

はないとしても， しかしこの事実についての共通認識が存在することにおいて， 少な

くとも， このような一つの「真理」が存在することは明らかである. というのみなら

ず， その欠如に対するわれわれに共通のく 嘆き〉あるいはく 確認の呼びかけ〉が存在

するということ自体が， 真理に向かう共通の意志がわれわれに存在することを示して

いるであろう.

しかし， 同時にわれわれ自身は， ヴェンクと同様に大学というく制度〉の中に身を

おいて， 哲学の教師をしている. その際にわれわれが曲がりなりにもくPr of essor>

であることにおいて， われわれは. Sapientia 探究のくPr of essio na l>(専門的訓練が

必要とされる職業)であるのだが， それは. Sapientia 探究のく Amator>(アマチュ

ア)であることと相容れないことなのであろうか. いささか紙、晦的に， 自らを「哲学

教師jであると規定して， く 哲学する者 Ama to rSapientia e>であることを断念して
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しまってよいのだろうか.

やはり， われわれといえども， ソクラテスやクザーヌスについて語るだけではなし

自らが小さな「ソクラテス」ゃ「クザーヌス」のように， 学生に語りかけ， 学生と共

に哲学をしなければならないのではなかろうか←ー少なくとも， r知恵に忠実である

とはいかなることか」を自ら示しつつ.

とは言え， 見逃すことができない事実は， ソクラテスが弟子から授業料をとること

なく， '7ザーヌスが講壇に身をおくことなしつまり「制度jから自由なあり方を求

めつつく哲学〉していたということである.

そもそも， <哲学〉はく制度〉といかなる関係に立ち得るのか. 実は， クザーヌス

でさえも， 聖職者とし、う立場によって保証される時間において哲学していたのでーあり，

その点でく制度〉とまったく無縁ではなかったので、ある.

省みるならば， 日本の大学という場における哲学は， <制度〉の中でその存在を保

証されてきたものであった. 冒頭にも記したように， r哲学J Philo sophia は， 明治

期に移入された西洋の大学というく制度〉において必須な専門として設置されて以来，

国民の問に存在した西洋の文物に対する憧慢の後押しを受けて今日まで存続してきた

のではないか. それを専攻しようとした， 少なくとも私は， そのような要素と無縁で

なかったことを自認せざるをえない.

しかし， 今や， 日本におけるく哲学〉とそれに携わる者は， く制度〉による保護に

依存することを当然とするのではなく， クザーヌスにおけるく Id io ta> のような真の

くAmator sapientia e>がどこにいるのか， く哲学〉をめぐる現代のもう一つの焦点

はどこに存在しているのかを， 探求することから始めねばならないのではないだろう

か. <制度〉との視点から改めて顧みるならば， 現在われわれが大学の講義の素材と

している西洋近代の哲学には， クザーヌスの時代以降カントの直前の時代まで， 講壇

で育まれたものはほとんど皆無であるとしづ事実が浮かび上がってくるのである. 最

後に誤解のないように付言しておくが， 私の提唱する態度は， 自動的に西洋哲学と関

わりを断ち切ることを意味するものでないことも， もちろんである.

J王
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水田 英実

主として川添さんの提題に対する意見を述べさぜていただきたい。

中世哲学に対するキリスト教の関わりについて， それを過大に扱うことは避けなけ

ればならないということは， 当然それを過小に扱うこともまた避けなければならない

ということでもあろう. ところでもし中世哲学が存在するとすれば， それはキリスト

教の側に理由があって哲学と関わることが不可避であるとされたところに由来すると

いう説明ができるのではないか. (むろんこのほかにも多様なあり方がありうること

を否定するつもりはない. しかし， ことさらに中世哲学の現代的意義を確かめようと

する姿勢をとる理由も， まさにここにあるのではなし、かと思う.) そうだとしたら，

少なくとも， この点を過小に評価することにつながるような見方(たとえば「特権的

真理」とし、う表現のような) をとることは， 避けるべき重大なことがらであると言わ

なければならない. そう思うので， 発言させていただいた.

意見

岩田 靖夫

私は川添信介氏の提題に興味をもった. 氏によれば， 現代では特権的真理は承認さ

れておらず， また， そのような真理が存在するという主張自体がし、かがわしし、， と考

えられている. ところが， 中世ではキリスト教が絶対的真理として前提されている.

だから， 当時の思想をあれこれと歴史的に詮索するというような仕事ならばL、ざ知ら

ず， それを現代において哲学的に意義あるものとして研究することは困難である， と




