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Nicolaus de Cusaのnon aliudについて

大 出 哲

N ico lau s de Cu sa は， De non al iudにおいて， こう古っている: Iこ

れ(non al iud I他なものでないJ)は， わたくしが， 長い{f'.月の問に， 対

立するもの どもの 一致によって探求してきたところのも の で す。J( N A. 

IV; 9，めこれに関して， Ludwig Bau rは， Inon al iudという神の 概念、

は， 神における対立するもの どもの一致の 概念の 結論であり戴冠である。」

と言っている。 とすれば， De do c ta igno ran tia における万物の展開と

包含の思想は， De non al iudにおいて詳細に論じられている non al iud 

の 概念との関係において， より完全に説明されうるはずであるし， また，

non al iudの 概念、は， De do c ta igno ran tia との関係において， より符易

に現解されうるはずである。 こうしたことに， この研究の 意図は 関 係 す

る。 すなわち， 本誌IV所載の 拙稿において十分に解明されていなかった

聖三位一体からの諸事物の三一的な下降を， non al iud の 概念への関係に

おL、て説明し， かつ， 諸事物の この三一的な下降のうらに， non al iud自

休の def in itio を見ょう， とわたくしは欲する。

第一に， 諸事物の .non al iud自体への 移入について論じられる。

第二に， non aliud n f本からの・諸事物の三-(1'-Jな下降について論じら

れる。

第三に， non al iud自体の def in itio について論じられる。

1. N ico l au s によれば， 最も厳密で最も真な定義は， non al iudによる

定義であって， <A e s t non al iud qua m A.> ( Aは， Aとは{也なものでな

い。〉と言表される。 Aには， いっさいのもの， non al iud 自体さえも代

入される。 < Ca elu m e s t non al iud qua m ca elu m.><‘N on al iud' e s t non 
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ali ud quam ‘non ali ud')等々。 したがって，non ali udは，それ自身と他

のいっさいのものとを定義する，と言われる。 ところで， 神であるところ

の第一原理は， 自分自身の defini ti o であるとともに， 1原玉県から生じたも

のの存夜根拠すなわち definiti o である。J( N A. H; 5， 27) それゆえ，

non ali ud がもっている力と神がもηている力とのあいだに存するアナロ

ギアによって， われわれは，non ali udそ，干lドを表示するために使用し う

る。 これが， t41の最も厳密な表示である。

Ni co l ausによれば， 存在の原理は認識の原理でもある。 non ali ud自体

は，存在と認識の原理である。 それゆえ， 1それのうちには， 一切のもの

が存在し認識され見られるJ(N A. V; 11，20)はずで、ある。 従って， 可能

1''1:(質料)と形相とそれらの結合との三ーである事物は，三一的に non ali ud 

自体のなかへと持ち込 まれる。 ところで，non ali ud自体は，< ‘non ali ud' 

est non ali ud quam 'non ali ud') と定義される。 この命題の第一のnon

ali udは御父(絶対的な可能性〉を，第三の non aliudは御子(Verbum ，

絶対的な形相〉を，第二のnon al i ud は聖霊(絶対的な紡合〉 を意味す

る。 従って， 一切の可能'1'4:は第ーのnon ali udのうちに， 一切の形相は第

三のnon ali udのうちに， 一切の結合は第二の non ali ud のうちに存主

することになる。 このことから， 本文のschem a 1がえられる。

2. 上述のnon ali udの定義について，Ni co lausは， 1第一原理が non

ali udによって表示されてそれ自身を規定する( definire)とき， その規定

の運動のうちに，non ali udから non ali udが生じ， さらに， non ali ud 

と生じた non ali udとから non ali udにかんする規定が帰 結される。J(N

A. V; 13，17)と言っている。 この命題は，神にあっては見ることは規定

することであるがゆえに， また， 上述のように，おのおのの non ali udは

御父，御子， 号!霊を意味するがゆえに，こう言いかえられる:神が自分自

身を見るとき， その見ることのうちに，御父から御子が生 まれ， 御父と御

子とから聖霊が進み出る。 この永遠な自己直観のうちに， 神は被造物なし
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にと ど まり えた。 しかし， かれは， かれ自身の栄光を示すために， 万物を

創造した。 創造にさいして， 神は， 自分自身を見るあの視(vi si o)によっ

て， 同時に万物を見た。 創造とは， non a li ud 自体が自己規定によって

al iudを引き出すことである。

だが， この ali udは， non a li ud 自体の自己規定から下降するのである

から， non a l iudの類似を持たねばならぬ。 この穎{以は， <a li ud e s t non 

a li ud qua m a li ud.> ( N A. 1; 5，のということである。 したがって， 創造

は， non al iud自体から non a li udが下降する ことでもある。

この下降は， 木女の sche ma 3 に示されているように， 宇宙を介して三

一的になされる。 こうして， non a li ud自体は， 万物のうちに non ali ud 

として三一的に存在する。

3. N ico lau s によれば， 事物の何Vl・は三様の仕方で存する。 第ーに，

事物の何Ì"i:は， non al iud自体すなわち絶対的な何性として神のうちに存

する。 これが， 最も厳密で最も畏なぞれの存在の仕方で、ある。 第三に， そ

れは， 縮限された何性として， 知性のうちに存する。 第三に， それは， 特

殊的な仕方で感覚のうちに存する。

第一の仕方にしたがって， 最も厳密な定義の仕方 <A e st non a li ud qua m 

A .> が存するの それなしには或るものの自分自身との同一性が 存 し え な

いところの non al iudが， 神である non al iudから下降するからである。

そ こで， non al iud自休へと上昇して， 我々は， あの定式が， 或るものの

白分自身との同-j'，t;だけでなく， 判1である n OI1 al iud肉体が諸事物から他

なものでないことをも立味する ことを知る。 例 えば， <t e rra e st 11011 a lia 

qua m t e rra .>は， t e rra の自分自身との同-'1/1ーだけでなく， n OI1 a liud自体で

ある t e rra が， al iudである t e rra から他なものでない ことをも意味する。

non ali ud自体が万物を defini re するといろことは， 戎る被iiE物の向分

自身との同一性だけでなく， 神が万物から他なものでないこと， す な わ

ち， 神が万物を創造し， 保存し， 支配する ことをも意味する。


