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クザーヌスの宇宙論の基礎

曲 田 坦

序

著作「ドクタ ・イグノランチア」 (Dedocta ignorantia, 1440)第二巻に

おいて，クザーヌスは，彼の形而上学的体系のうちにきわめて重要な位四を

占める世界（宇宙）の問題を主題的に取り上げ，これをいくつかの観点から

詳細tこ論究しているが八 とりわけその第十一，十二章には彼の宇宙論的思

想 (kosmologischeGedanken) と言うぺきものが展開されており ，格別な

典味をむく部分となっている。従来からも彼の宇宙論的思想は，その内容の

独自性と斬新さのゆえvこしばしば注目されてきたが，その場合にも主として

これら二衣の恩想内容が問題vこされ，これを中心にして考察がなされてきて

いる。

実際ここには，クザーヌスが懐いていた新らしい宇宙論ないし世界像（た

だし彼には宇宙論または世界像という語はなく ，それらに当たるものとして

世界機構 machinamundana, machina mundi 2) という言策が用いられてい

る）のほぽ輪廓が描かれており，またそれに関述して広く自然学的と呼ひ得

る諸思想も述ぺられている。しかもl・[I:ちに明瞭であるように，それらは伝統

的なアリストテレス・スコラ的宇宙論およぴr1然学を原理的に廃棄ないし否

定することの上に成り立ち，また多くの個別的な点においてもそれらと明ら

かに異なるものを含んでいる。と同時にそこからまた，これらの思想はしは

しば近世的宇宙論（世界像）の先駆的なものとみなされ，あるいは近世的科

学思想の基礎を骰くものとも見られてきたのであった。ここでは以下，この

ような彼の宇宙論的 ・自然学的思想にもっばら焦点を合わせながら，それが

いかなる新たな内益と独自な見解をもたらしているのか，また彼の思想全体

に対してそれはどう関述し，いかなる謡義をもつのか，といった点を考察し

てみたいと思う。

ところで本論に人るに先立って，あらかじめここで次の点を，以下の考察

(99) 
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を荘くいわぱ基本的理解として明確にして四かねばならない。ーロに言って

それは，クザーススにおけるこれら宇宙論的（自然学的）思想は，どこまで

も彼の形而上学的思俎， あるいはより広く彼の神学的ー哲学的、思想全体との

辿関のなかから生じたものであり，従ってまたそのような全体的枠組のうち

で考察され，理解されねばならない，という点である。このことはすでに幾

人かの研究者たちによっても明確に指摘されてきたところである。例えばフ

ォルクマン=-シュルックは，クザーヌスの宇宙論に論及してその根本構想と

特質を手際よく解明したのち，結論的に，それがどこまでも「彼の形而上学

的諸思想から konscquentに展開されたものである」31ことを明言している

し，またカッシーラーもその研究内のなかで，クザーヌスの新たな世界像と

キれに結びつく自然学的諸成果が，いわゆる自然学的考察に由来するよりも，

むしろどこまでも思弁的 ・一般認譲論的考究に基づくことを指摘しつつ，

「このような見かけ上の Aperc;uC宇宙論的 ・自然学的成果のことJのうち
ダて・リ ツェ

に，いかにクザーヌスの教説の全体が前提されているかを明らか，こするこ

とが哲学史京の課題である」I) と述ぺている。要するに，クザーヌスの宇宙

論的思想 (n然学的思想をも含めて）は，決してそれ自体としていわゆる科

学的思考にもとづく成果として生じてきたものではなく ，むしろどこまでも

その形而上学的思想の一端として，それとの述関のうちで見られねばならな

いということである。そしてこの点にまさに彼の宇宙論的思想の最も基本的

な特質があると言わねばならないのである。

この点はしかしながら， クザーてス思想の全体像から見れば， いわぱ当

然のことであると口えよう。 今ここで詳述することは避けるが， いわゆる

_,., doc ta ignorantiかの立均を根本原理とする彼の神学的ー哲学的思惟は，

「無限なる兵理」に対する布限なる人間的認談の無力，すなわち無知 (igno。

ran ti a)を根本前提としつつ， しかもその無知から， またたえずこの無知の

知 (doctaignorantia) に立脚しながら遂行されるものであった(6l。 その際

かかる「無限」の息惟を羽く最大の手がかりとして要諮されるのが，数学な

いし数学的思常である。この点にも今は立ち入ることを控えるが，要するに

その思惟は，布限と無限とのあいだを媒介する数学的認説の特四を用いなが

ら，そこから転移的 (translative)または象徴的 (symbolice)に， 神学的

—哲学的（形而上学的）以理を探究するという仕方で展開されるものであっ

た((Il。 tr••作「ドクタ ・イ グノランチア」における形而上学的体系もこのよ う

にして形成されたものに他ならない。 ごく簡ll1に甘って， その第一巻は，

(100) 
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「無限」そのものである神に対する無知にたえず直面しつつ，しかも数学的

思考の無限化ないし極限化を媒介にして最終的に神的無限にまで至らんとす
•••• 

るプロセスである。いわぱそれは有限から無限への上昇の道であり，そこに

神についての神学的，形而上学的洞察が開示される。これに対して同害第二

巻は，かかる神についての諸洞察に基づいて，そこから逆に世界を解明せん

とするものである。そしてそのことはクザーヌスにおいて一ー後に詳しく述

べるように一無限なる神から，神的無限性に基づいて，世界をも「無限」

として見ること，換言すれば本来有限なる世界をいわぱ無限の相下に見，世.... 
界の無限性を論ずることを意味する。それは必然的な下降の道である。かく

して無限世界についての論究は，ます形而上学的洞察として展開され，世界

の無限性は形而上学的な必然的焔結となる。しかもすでに明らかなように，

かかる無限世界論はそのまま近世的科学的な宇宙論に結果的に重なり合い，

新たな世界像に結びつくこととなる。言いかえれば，ここでの世界論は，ど

こまでも形而上学的地盤を離れることがないまま，しかも（自然科学的な意

味ての）宇宙論へと移行するわけである。そしてそこからもたらされる知見

が，古代 ・中世を通じて支配的であった伝統的宇宙論（世界像）を破る多く

の新たなものを提示していることはすでに冒頭にも述べた通りである。

にもかかわらず，ここでより重要と思われるのは，そのような個々の新た

な知見であるよりも，その新奇さと独創性がそもそもどこから由来し，いか

に生じているかという点である。 その宇宙論的思想に関して，「クザーヌス
••••• 

が何を思考していろかよりも，それをいかに思考しているかが，われわれに

とってより興味を荘くことになろう」17)と，E.ホフマンが語るときも，ほぼ．． 
同様の考えであろう。ーロに言って，それはクザーヌスの宇紺論の基礎を問

題にすることである。ここでもまたこのような観点から彼の宇宙論的思想を

取り上げ，い くつかの論点に整理しながら少し詳しく検討してみよう。

クザーヌスの宇宙論的思想において第一に取り上げられるぺき甫要な点は，．．． 
先にも触れた宇宙の無限性 (Uncndlichkei t)に関する洞察であろう (8)。宇宙

（世界）が無限であるのはいかなる仕方においてであり ，またその無限性は

どのようなものとして把握されているのであろうか。ますこの点を問題にし

てみよう。

(101) 
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先にも述べたように，クザーヌスにおいて世界が無限なるものとして思惟

される場合，それは先ず無限なる神への対比（対応）において，換言すれば，

神的無限性から，それに基づいて考えられている。世界を一つの「無限」と

して見ることは，これを無限なる神の全的顕現と見ることにおいて可能とな

り，逆にまた世界は無限であることにおいてまさしく神の「写し (imago)」

または「似像 (similitudo)」となる。とは言え勿論，この世界の無限性が神

的無限性と同一ないし同質でないことは言うまでもない。神と世界とに関し

て，それらがともに「無限」と見られるにせよ，それらの無限性の意味は異

なり ，両者はどこまでも区別されねばならない。しばしば用いられる別の表

現によれば，神は「無限なる一性 (unitasinf inita)」 であるのに対して，

世界は「多なるものの一性 (unitasplurium)」 であるとして，両者の差異

性が語られる。世界は，無限なる神によって創造された多，つまり被造的有

限のすぺてに他ならない。一切の被造的有限性を超越し隔絶する神に対して，

世界はあくまでも被造的有限的世界である。しかもそのようなものとして，

今世界は「無限」と見られるのである。世界の無限性は，その意味で「有限

なる無限性 (infinitas finita)」（9) とも言われる。しかしそれはいかなる事態

なのであろうか。

「ドクタ・イグノランチア」第二巻第一章には，このような無限なる神と

無限世界とをあるいは両者の無限性を根本的な対比（ないし対応）関係に

おいて示しつつ， しかも同時に両者の本質的差異をも端的に表わす定義づけ

がなされている。それによれば，神は「否定的無限 (negativeinfinitum)」

と呼ばれるのに対し，世界は「欠如的無限 (privativeinfinitum)」と言わ

れる (l~。 この箇所での論述の中心問題はもちろん世界の無限性なのであるが，

引き続いてこの無限性が欠如的と特質づけられる所以を， クザーヌスは，

「宇宙は神以外の一切を包含するゆえに，限界がなく (sinetermino), …… 

それよりも現により大なるものが存在せず，それによって限界づけられるべ

きものが存在しないゆえに，無限定なもの (interminatum)である」(l1) と説

明している。ここからも明らかなように，世界（宇宙）の無限性は，限界の

欠如（無際限）または限定不可能という意味において欠如的なのである。

神的無限性と世界の無限性との本質的差異はすでに明瞭であろう。世界は，．．．．．． 
どこまでも有限性に純綿された被造的世界でありつつ，しかもそのようなも
•••• 
のとして無際限または無限定なのである。逆に言えば，無際限または無限定

としての無限性は，そのまま世界の有限性を示すものに他ならない。世界の

(102) 
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無限性とは，イf限なる世界に際限がなく ，従ってどこまでも有限 ・対立を離

れないということである。これに対して，神的無限はもともと一切の被造的

有限性を隔絶し，際限なき有限的対立を離れている。神が「否定的無限」と

定義されたのも ，神的無限が一切の有限的対立とその無際限性との端的な否

定であることを示すものと解されるであろう呪

世界の無限性は，このように神的無限性と全く異笠のものであり，明確に

区別されねばならない。 A.コイレも言うように， クザーヌスは世界の秘極

的な無限性を主張しているのではなくて，むしろ本来的には神にのみ妥当す

る無限性をそのまま世界に帰することは注意深く避けていると見るべきであ

ろう(13。 しかしまた他面から言えば，クザーヌスにおいて世界の無限性が語

られていることも事実であり，しかもそれは先づどこまでも神的無限性との

対比（対応）から，それに基づいて思惟されているのである。その限り，以

上のごとき世界の無限性に関する論究は， なお神学的—哲学的思惟の枠内の

ものであり，従ってまた形而上学的洞察の範囲内にとどまるものと言えるで

あろう。

しかしながら，これらの考察の内容自体がそのまま直ちに，いわゆる宇宙

論もしくは世界像を示すものと見られ得ることも言うまでもない。換言すれ

ば，それらはすでにそのまま宇宙の形状や性四を解明する近世的科学的な意

味での宇宙論的思想の展開として理解することが不可能ではないのである。
•••• 

上述の世界の無限性は，宇宙には限界がなく ，空間的に無限に拡がっている

という，自然科学的宇宙把握へと直結することとなる。かかる宇宙の限界の

否定は，古代 ・中世における伝統的宇宙論に真向から背反するわけであり ，

同時にまたコペルニクス以後次第に確立されていく近世的世界像を先取りす

る先駆的洞察ともみなされ得るものである。ボ実またクザーヌスにおいて，

そこからさらに宇宙論，天文学，自然学などの諸領域にかかわる数多くの新

たな洞祭が展開されているのである。クザーヌスの思想全体が，上述のよう

にどこまでも彼の神学的ー哲学的思惟の酋尾一貫した展即であるとすれば，

このような無限宇宙に関する，さらにはまたそれに関連するさまざまな自然

科学的諸帰結も ，彼の形而上学的息惟からの必然的展開と兄られねばならな

い。 しかしながら，そうであればまた逆に，そのような新たな宇宙論的柚結

をそこからもたらす思想的源泉ないし原理がいったいどこにあり ，そこから

彼がその思惟をいかに遂行しているかが，さらに粉lって探究されねばならな

いであろう。

(103) 
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先にも触れたように， クザーヌスの神学的ー哲学的思惟展開において， さ

まざまな数学的形象や数学的思考によるいわば数学的ー象徴的認識というペ

きものがいたるところに駆使されていることは周知の通りである。 D．マー

ンケも， かかる数学的ー象徴的認識が「ドクタ・イグノランチア」全巻の思

想展開に主等的な役割を果していることを重視しているが，とりわけ彼は，

そこでの神的無限と無限世界との形而上学的究明に関してそれが顕著に現わ

れているとみなし，その際とくに「無限球 (sphaerainf inita)」および「無

限円 (circulusinfinitus)」の数学的象徴が決定的に重要な意味をもったこ

とに注意を向けている叱

彼によれば，この無限球（および無限円）の象徴の一つの主たる源泉は，

いわゆるヘルメス文書，すなわちヘルメス・トゥリスメギストゥスの名に偽

せられるヘレニズム時代の神秘主義的，折衷主義的な一連の著述のうちに見

出される(1°。 恐らくそれはクザーヌスにとって，主として中世の神秘主義的

伝統を通じて伝来され，さらに直接的にはエックハルトからの影審によって

獲得されたものと推測されるであろう (l°。 しかも彼において重要なことは，

これらの象徴が一方では意識的に中世的源泉を通じて取り出され，その神秘

神学的な意味において理解されながら，他方では今や彼固有の認識論的およ

び宇宙論的な思想展開の出発点に置かれている点である。その意味でマーン

ケは，「数学的神秘主義から厳密な数学的自然学への漸次的移行を迎入した

ことが，クザーヌスの最大の歴史的業績である」(17) とも述べるわけである。

同様にコイレもまたこのヘルメス思想のクザーヌスヘの関係ないし影薯に言

及しつつ， 「クザーヌスの宇宙論的諸表象の大胆さと深遠さには感嘆せざる

を得ないが，それらはまさに彼が，神についての偽ヘルメス的性格づけを驚

くべき仕方で宇宙へと転移するところで頂点に達する戸 と語っている。で

はその思想はクザーヌスのうちにいかなる仕方で受容され，またそこからど

のような宇宙論的婦結へと迎かれていくのであろうか。

無限円および無限球の観念は，無限なる神についての諸論究を導く数学的

象徴として，すでに「ドクタ・イグノランチア」第一巻（とくに第二十一，

二十三章）に現われている。同巻にはすでにこれに先立って，数学的諸形象

を用いながら神的無限を「象徴的に探究する (symbolice investigare)」鴎

というクザーヌスの思惟の基本的構造を定式化した，いわゆる「無限への転

(104) 
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移（transsumptio ad infinitum)」という彼独自な思惟方法（ないし論理）

が提示されていたが（第十二章）， ここでもまたその方法によりながら神的

無限の探究が行なわれているわけである。すなわち先ず，有限円からの無限．．． 
への転移としての無限円，次いでこの無限円の神的無限そのものへのさらな

る転移によって，「無限なる一性」としての神の諸性質が明らかにされ， 同．．． 
様の方法でまた無限球によっては，神が「現実存在 (actualisexistentia)」

にして，かつ「一切の存在の存在性 (entitasomnis esse)」であることなど

が示されるが1 これらに関しての詳しい論証は今は省略する。

これら第一巻の神的無限に関する論究に基づいて，そこからさらに第二巻

において（上述のごとき下降の道として）， 世界をめぐる諸論究がくりひろ

げられることとなる。今やこれらの数学的象徴は，いわば神的な彼岸から，

この神に由来する此岸へと移し見られるのであり叫 そこから上述のごとき，

なお形而上学的な無限世界論が展開されるのみならず，さらに自然科学的に

も重要な意味をもつ宇宙論的諸怖結が迎き出されるわけである。かくして
コ...モロー

「ここに数学的神秘主義の精神から，近世的な厳密な宇宙論が，あるいは少

なくともその基礎を四くような認識が生まれる」ヨこととなる。

今や宇宙は，それ自体において無限球の形体として見られる。言いかえれ

ぱ，宇宙は一つの球形において考えられ，しかもまさに無限の球なるがゆえ

に，限界がなく (interminatus)，従ってまたその中心も固定され得ない。無

限球においては「その中心はいたるところであり， その周はどこにもない

(cuius centrum u bique est, circumferentia vero nusquam)」四というへ

ルメス思想は，クザーヌスにおいてそのまま現実的な宇宙のあり方とみなさ

れる。彼自身の言葉によれば， 「かくして世界機構は， いわぱいたる所にそ

の中心をもち，またいかなる所にもその周をもたないかのようである。と言

うのも，その周と中心は，いたる所にあってどこにもない神であるからりo」

ということになる。この内とくに，宇宙の中心がいたる所にあるということ，

すなわち宇宙内のある一点が固定的な中心と見られないという点は，言うま

でもなく従来の地球中心的宇宙論の核心的部分の否定へとつながる。これに

関してはしかし後により詳しく考察する。

宇宙の媒限性に関するクサーヌスの新たな思想がいかなるものてあり，ま

たそれがどこから，いかなる仕方で考えられてきたかは，以上によってほぼ

明らかであろう。主として無限球の象徴を通じて，しかも具体的に宇宙を際

限のない，また中心の固定されない球形の拡がりとして見る宇宙論の竹格は，

(105) 
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近世的科学的成果としても卓抜であり，近世的宇宙論の先駆的業績とみなさ

れるに充分である。あるいは部分的には，宇宙をなお有限球の形体として捉

えていたコペルニクスよりもいっそう先んじているとの指摘すらなされ得る

のである見 とは言えまた他方では，これらの宇宙論的帰結ないし成果がそ

のまま自然科学的なそれとは見られないこと，つまりそれが決して科学的認

識や方法論に由って生じたものでないことも，今やいっそう明らかであろう。

それどころか彼においては，それはなお神秘主義的思想圏に連なるものと想

定され， 従って広義での神学的ー哲学的思想展開の 一端をなすものと して，

決してその圏内を離れてはいないのである。無限球における周と中心がとも

に神であるといった， いかにも唐突とも見られる帰結も （上掲引用中），彼

自身にと っては決して飛躍でも逃げ道でもなくて，むしろ当然の形而上学的

帰結として語られている。 ここにも彼の宇宙論的思想の， その神学的ー哲学

的思想全体との関連と，そこでの基本的な位置が端的にうかがわれるのであ

る。

宇宙の無限性に関する以上のような諸論究に結びついて，さらにさまざま
••• 

な宇宙論的帰結が迎出されてくるが，第二には宇宙の同質性(Homogeneitat)

という点に注意を向けてみよう。宇宙の無限性が，いわば宇宙の形体も しく

は形状に関する新らしさを示したのに対して，宇宙の同質性はかかる無限宇

宙全体の性質もしくは性状，つまりそれが全体としていかなる状態に，どの

ような性質をもって存立しているかに関する新たな洞察を示している。それ

ゆえ問題はここでは狭義の宇宙論にとどまらず．むしろより広く自然学にま

で関連する。そ してここでもまた伝統的なアリストテレス ・スコラ的自然学

の枠を破るような，従ってまた近世的自然学を先取するような新たな怖結が

もたらされているのである。それらは一休いかなる点であり，またいかにし

て生じてくるのであろうか。

さて宇宙の同質性ということも，実は先に見た宇宙の独自な無限性（つま

り神的無限性から本質的に区別される無際限性）に深 く関連し， そこに由来

するものである。さらに言えば，これらの特質はいずれも<doctaignoran-

tia>というクザーヌスの思惟の根本原理に基づき，そこから導出される帰結

に他ならないと言うこともできる。先にも触れたが，この<doctaignoran-

(106) 
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tia.,,,,.,.か U品の根本的前提にして， しかも蚊終的結論とも 言えることは，一

ロに：tえば，無限なる神の絶対的詔越性の確保ということであった。神は一

切のイf限l"tから際絶され，全く媒虹である。それゆえにまた先に世界の無限

性について論究した際， 「否定的無限」としての神的無限性に対して，世界

の無限性が無際限もしくは無限定という。味でのネガティヴな無限性（「欠

如的無限」） でしかないことが明らかにされた。かくして布限的被辿的世界...... 
は，それ自体が無際限であるかゆえに（また無際限であることにおいて），

••••••••• 
神的無限から阪 りなく脱絶され，どこまでも異虹である。 世界の熊際限性

（無限界竹 Grcnzlosigkcit)は，神的無限からの陥りの無限性をも示す。そ

してそこから世界は， 1i限的である限りにおいてどこまでも同質的なものと

兄られることとなる。なぜなら「（無限と打限とのあいだの）陥りそのもの

が無限である所では， 相対的な；fi限的差媒は虎棄されることになる戸から

である。宇宙のlIIl質性は，このように宇宙の娘限性に密接し，そこから必然

的に加結する。

無際限に1.I限性のもとにある宇'rliにおいては，その布限性の系列をいかに

辿っても，決して神的脈限に到達することはない。宇由はどこまでも（無際

限に） 1.I限である限りにおいて，従ってまた神的無限と異質である点におし

て，それ自体として同質的なのである。さらにまた，宇宙のこの無際限性の

ゆえに，宇宙のうちのいずれのが物や楊所（部分）も，その神的起源（神的

無限）から「等しく辿く等しく近い」ことになり ，従って宇宙内部における

述近，上―ド，靭低といった価値的区別も相対化され，その意味を失うに至る。

宇出はその全体が同質的 (homogen,gleichartig)であることにおいて，同

価的 (gleichwertig)でもある呪 このことはそこから一挙に，宇宙内にお

ける（空間的および価釦的の双方を含めた）段階づけ (Abstufung)，あるい

は位階的秩序づけ (hierarchischeOrdnung)の否定へと祁かれることとな

る。このような宇宙理解が，再び伝統的宇宙論（およびその基礎にある自然

学）的体系に決定的に1肘反し，根本的転換をもたらすことは，すでに明白で

あろう。

J乱知のように，アリストテレスにおける宇宙論は，彼の自然学に基礎づけ

られた荘大な目的論的体系として成立し，そこからきわめて整合的かつ調和

的な世界像を確立している生 かかる宇宙把握において先ず重要な意味をも

つのは，彼のいわゆる四元索（地，水，風，火）に関する根本教説であろう。

これらの元素は，相互にこの宇宙内の一定の空間的（上下の）秩序のもとに，

(107) 
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しかもそれぞれ固有の本性（自然）に従った一定の動向をもつものと見られ，

そこからこの地上的世界における種々の自然的活動ないし作用，すなわちあ

らゆる性質的変化や生成消滅が説明されることとなる。かくして地上的（月

下の）世界における自然的諸現象は，すべてこれら四元素とその本性的自然

にもとづく秩序のもとに見られるのである。他方，この地上界の外（あるい

は上）には，いわゆる天上界，つまり諸遊星（太陽，月を含む）と諸恒星の

世界がある。天上界は地上界と質的に異なる領域であって，それをつくって

いる物質も四元素とは質的に異なるもの，つまりのちに中世において第五実

体 (quintaessentia)と呼ばれる，いわゆるアイテールである。このアイテ

ールのすぐれた本性のゆえに，天上界にはもはやいかなる性質的変化や生成

消滅もなく ，ただ純粋な場所的運動のみがあり ，しかも天上界にふさわしい

運動として完全な円運動のみが行なわれると見られるのである。

きわめて簡略ながら，ほぼ以上のような自然学的および宇宙論的思想を基

盤にして，アリストテレスの宇宙像は構築されている。要するにそれは，地

球（土）を中心にして四元素から成る地上的世界があり，その周囲に月 ，太

陽と諸遊星，さらにその最外周に諸恒星の天球をもった天上的世界があると

いう ，完結的な（従って有限な）球形のものとして成立し，しかもその全体

が整然と配置され秩序づけられた目的論的体系をなしていることは言うまで

もない。

かかるアリストテレス的宇宙像が，今やクザーヌスのもたらす宇宙論的婦

結によって，とりわけここに言う宇宙の同質性という点において決定的に否

認されるわけである。地上的四元素と，さらにその上なる天上的元素という

空間的配置は，そのままこれら諸物質の本性的差異による段階づけであり，

しかもそれらの価値的秩序づけをも示している。従ってより高い段階の元素

ほどその本性的自然はより純粋かつ完全であり，従って神的なものに近づく。

クザーヌス的宇宙においては，かかる段階的差異性または異質性は今や原理

的に否定される。宇宙内のいかなる物体や部分も，それらを作っている物質

（元素）に関して種的な差異はなく ，すぺては同質的なのである。より具体

的に言えば，宇宙の全体は全宇宙のなかに等しく拡がっている諸元素の和合

(concordia elementorum)または混合 (permixitio)によって存立するの

であり竺事物の多様はそれらの和合ないし混合の関係 (proportio)が種々

に異なるからに過ぎなし遺。それゆえ彼は，例えば太陽と地球について，「人

がもし太陽の物体を考察してみるならば，ちょうどこの地球が諸元素をもっ

(108) 
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ているのと同様に，太陽もまたより中心に地（土）のようなものを，より周

辺に火のように輝くものを，そしてその中間に水分を含む雲と清澄な大気の

ようなものをもっているであろう」~I) と言う。 太陽と地球とはこのような仕

方で同質的なのであり ，宇宙の全体に関してもこのことは根本的に変らない

のである。

ここからまた当然のことながら，いわゆる天上的世界と地上的世界という

質的区別も原理的に否定されることとなる。さらに言えば，アリストテレス

的な目的論的宇宙体系の放棄，あるいは中世的なヒエラルヒー的秩序として

の段階宇宙 (Stufenkosmos)の廃棄といったことも，すべてこのような事態

と結びついた必然的な展開として理解されるであろう。要するにそれらは，

宇宙内における価値的対置と段階的秩序の全面的否定を表明するものに他な．．． 
らない。 このことはしかしまた， 別の角度から言えば， 宇宙全体の相対性

（あるいは相対化）という事態をも示唆するものである。われわれは最後に，

このような観点に沿目してさらに彼の宇宙論的思想の帰結をたどって置きた

いと思う。

四

••• 
宇宙の相対性 (Relativitat)ということは，先に注目した宇宙の同質性の，

いわぱ角度をかえて見た特徴づけに他ならない。と言うのも，相対性とは，

同質的に存在するものの相互的な関係であり，そこからの必然的帰結と見ら

れるからである。とは言えクザーヌス的宇宙の相対性を語る場合，それは上
•••••• 

述の意味での宇宙の同質性（ないし同価性）に由来する相対化または一様化

を指示するにとどまらず， かかる宇宙がもともと関係 (Relationまたは

Proportion)において成立し，また関係においてのみ把握され得るという相．． 
関化の意味をも含んでいる。それゆえこの意味では，宇宙の相関性 (Relati-

tat)とも言い得るであろうb3。そしてこのことは再び，彼の<doctaignoran-

tia,,,>の立場の根本的前提， すなわち無限と有限との絶対的峻別とそこにお

ける有限的認識（比批的認識）の根本的性格に関連せざるを得ない。しかし

この点はさておき，先ず宇宙の相対性という観点から祁かれる宇宙論的諸帰

結を取り出してみよう。

先にわれわれは宇宙の無限性をとくに無限球の象微と結びつけて解明し，

そこから宇宙が一定の陽所的な中心と物体的な周をもつものでないことを述

(109) 
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ぺたが，．それ以上の具体的内容に触れることは留保しておいた。今や宇宙の

同質性をふまえ，さらにその相対性に論及するに際して，先ずこの点に立ち

還ってみなければならない。

「ドクタ ・イ グノランチア」第二巻第十一章の始めの部分には次のような

言葉がある。「従って諸天体のさまざまな運動を考察するならば， 世界機構

が，この感覚的な大地であれ，大気であれ，火であれ，その他何であれ，こ

れを（世界の）固定的な不動の中心とすることは不可能である」汽ここには

先ず，宇宙の相対性がとくに宇宙の中心に関して明瞭に語られている。つま

り先には無限球の象徴と結びつけていたる所が中心であると言われた事態が，

今やここではより具体的に，宇宙内のいかなる物体や要素も宇宙の中心では

あり得ず，すべては相対的な関係でしかないことが述べられているのである。

しかもさらに重要なことは，ここで「固定的な不動の中心」と言われている

点，すなわち中心であることが不動（＝静止）に直結されている点である。

換言すれば，中心の問題は運動一般の問題と結びつき，中心の相対化はその

まま運動一般の相対化へと展開されてくる。かくして，無限（無際限）にし

て同質的な宇宙には，固定的な中心がないゆえにいずこにも全き静止はなく ，

すべては相互に休みなき相対的運動のうちに見られることとなるtlり。 ここか

らまたその宇宙論的あるいは天文学的構築の全体が従来のものと異なってく

ることは言うまでもない。アリストテレス的・中世的宇宙像においては，地

球は宇宙の中心，しかも不動の中心であったが，今や地球はもはやかかる不

動の（静止せる）中心ではあり得ないのである。しかもクザーヌスはここで，

ただに地球が中心であることを否定したばかりでなく ，むしろすぺての天体，
•••• 

要素，部分に関してそれを否定する。宇宙のうちにはそもそも固定点は存在

しないのであって，地球が固定的中心でないことも単にその一帰結に他なら

ない。このような一切の相対化こそがここでは重要な点である。

では宇宙内における一切の運動のかかる相対性はどこから考えられ，いか

に根拠づけられるのであろうか。再びここでクザーヌスは，彼の <docta

ignorantia>の立場による独自な思惟方法に立脚し，そこから連動と静止に

関する独自な理解を展開するのである。一一運動に関しても，先ず無限なる

それが考えられる。彼自身の言葉で言えば，それは最大なる (maximal)運

動であり，しかもそれは最小なる (minimal)運動と一致するとされる。と

言うのも，通常われわれの有限性の領域においては，すべての運動は常に

「より大またはより小」なる比較的，相対的な運動としてのみ成立するのに

(110) 
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対して，無限性の領域において思考される最大なる運動と最小なる運動とは，

ともに運動の極限としていかなる相対性をも超えているからである。そして

その限り ，運動における最大と最小はともに絶対的な無限と して，（対立の

まま）一致すると見られるのである。このことは，無限なる（速度の）円迎

動の場合を想定してみれば，より明瞭に理解されよう叱 無限なる速度で円
•••• 

運動をする物体は（それが運動する限り）， 決して同一のところにとどまら

ず，常に他のどこかにあるのでなければならない。が同時にまた（その運動
••••• 

速度が無限である限り）それは常にその運動の出発点にもあるのでなければ

ならない＾つまり（速度の）最大無限なる円運動は， （速度の） ，最小無限な．． 
るそれと一致することとなる。かくして無限なる（最大の）運動とは，無限．． 
に最小なる運動，すなわち無限なる静止に他ならない。運動と静止は，無限

において一致する。むろんこうしたことは無限性の領域においてのみ思考さ

れ得る事態である。

有限的被造的宇宙においては，これに対してすぺての現実の運動は有限な

る運動である。無限なる運動，すなわちクザーヌスの意味での最大なる迎動

も最小なる運動もここにはあり得ず，すぺては相対的運動であり，従って運

動と静止の一致もあり得ない。すべての運動が絶対的巡動でないのと同じ<,

静止もまた絶対的な静止ではあり得ない。かくして「天のどんな部分もかな

らず運勁していなければならない戸という， 運動の相対性（あるいは完全

な浄止の不可能性）は，以上のような理解に基づいて根拠づけられることと

なる。しかもそれは上述のごとき中心の相対性の考えと結びついて，宇宙に

おける固定的な不動の中心があり得ないことの論拠ともなるわけである。

因みに，このように宇宙内のすべての部分が迎動し，固定的でないならば，

それらは一休いかなる運動を行なっているのであろうか。とりわけ宇宙内の

諸天体の運動を，グザーヌスはどのように考えているのであろうか。彼が記

するところを簡単に整理しておけば，ほぽ次のようである。一(1) 先ずす

ペての天体（星）が円運動を行なっていることは，いわば自明のこととして考

えられている。「いかなる円をも描かない星は見出されない」呪 しかしなが

らその際，これらの円は決して真の（完全な）円てはない。その理由として

は，宇宙内にはいかなる固定点もなく，従って固定点のまわりを運動するの

ではないということも述ぺられているが竺より原理的には， この宇宙内に

は「よりいっそう真なる球や円があり得ないほどの，最も兵なる（完全な）

球や円が存在することは不可能である」団 という点があげられるであろう。

(111) 
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いわゆる天界もまた完全性や正確性の領域ではなく ，いずれの天体も（従っ

て地球もまた） 円形の運動はするが，正確な円を描くのではない。 ここでも

また運動形態に関して相対性が見られるわけである。

(2) さらに宇宙内の運動する諸天体の位置関係について見れば，地球が宇

宙の不動の中心でないことはすでに述べたが，それでもなお中心的な極によ

り近いとされ，他のすべての星よりも小さ く運動しているとされる。次いで

月が，そして水星，金星，太陽という順にそれぞれが円的運動をなし， 内側

の天体は外側の天体よりもより小さく運動し，その最も外側に諸恒星の運動

があるとされる叱しかし繰り返し述ぺるならば，「天と地を比較すると地は

中心に近く ，天は周により近く見えるが，地は世界の中心ではないし，同様

に諸恒星の天球も世界の周ではない皿」ことは， どこまでも堅持されている

のである。

(3) 以上からも明らかなように，クザーヌスの描いていた宇宙像は，地球

が天球の最も中心に近い部分にあって運動し，その外周を諸天体が順次に円

的運動を行なうという ，地球をとりまく同心球的な形態として想定されてい

る。その限りそれは，多くの部分的な新しさにもかかわらず，結局のところ
ゲオツェントリッシュ

なお全体と しては古い地球中心的な立場を離れるものではないと言わねばな
ヘ＇)オツェントリッシュ

らない叱いわゆるコペルニクス的太陽中心的体系に到るにはなお程遠いと

言わざるを得ない。従ってまた「ドクタ ・イグノランチア」第二巻における

彼の宇宙機構に関する具体的，個別的記述も，伝統的宇宙像と相入れない諸

点を，いわば否定的ないし消去的な仕方で提示するものではあっても，必ず

しも宇宙の体系的機構をその細部にわたって積極的に述べるものではないし，

況んや新たな体系的構築を試みたり ，あるいはそれへの手がかりを見出そう

とするものでも決してないのである呪

クザーヌスの宇宙像の具体的内容に立ち入って，論述はやや横道にそれた

が，要するに彼は 「被造的世界における正確性と固定性の欠如砂」をさまざ

まな角度から明らかにしながら，宇宙の相対性を指摘していると言うことが

できる。そ して最後にはこのことをとくに地球に関して考察し， 「地球の諸

状態について (decondicionibus terrae)」と題する一章（第二巻第十二章）

のうちにまとめて述べている。地球もまたその形態や運動に関して他の諸天

体と同等であることは既述の通りであるが，そこからさらに，地球の大きさ

（太陽よりも小さいこと）や，その色 （土が黒色とされること）が， 地球の

劣等性 (vilitas芦ないし不完全性 (imperfectio)l1~ を示すものでないこ と ，

(112) 
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むしろ地球もまた「一つの極れた星 (stellanobilis)」u7)であって，その意味

では他のすぺての星々といわぱ対等であること，従ってそれらが互いに与え

合う光や熱やその他の影響も相関関係 (correlatio)(t$にあること等々が，詳

しく触れられている。言うならばここには「地球の星化 (Stellarisierung

der Erde)」＇i9（地球をも一つの星とみなすこと）が試みられているわけであ

る。

宇宙の相対性という観点から見られるクザーヌスの宇宙論的思想はほぼ

以上の通りである。これらの諸帰結が，全体として見てもまた多くの個別的

な点においても，伝統的な考えと明らかに異なるものをもたら し，またその

限りで近世的な世界像や科学的成果（宇宙論，天文学，自然学等にわたる）

の魁とみられるものを含むことも確かである。しかしながらまたこれらが

いわゆる科学的立場や方法にもとづく研究成果として生じてきたものでない

ことも明白である。マーンケも指摘するよう に，クザーヌ スはそこで近世的，

科学的な宇宙論や天文学の基礎となるものを詳細にわたって四くことを意図

したわけでは決してないのである叱

それどころか彼自身はむしろ，宇宙そのものの正確な認識が原理的に不可

能であり，このような領域における人間の認識が根本的に言って不正確な臆

測にとどまらざるを得ないことを充分知っている~))。 すでに明らかなように，

このことはすべて彼の根本的な<doctaignorantia> の立場に渕源し，それ

に結びついている。世界の相対性は，＜doctaignorantia>の立場から見ら

れた被造的，有限的世界の根本的特質であるとともに， もともとこの世界を

相関性のもとに（つまり相関的な関係を通じてのみ）把握するという＜docta

ignorantia>の立場の出発点となる根本的前提へと再び還帰することとなる。
••• 

そのような意味において，有限なる世界そのものの相対性は，有限なる認識
••• 

のもつ相関性（腿係的性格）と不可分であり，両者はいわぱ相互渕係のうち

にあると言えよう。この点についてはしかし今はこれ以上論ずることはさし

控えたい。

むすび

以上われわれは，クザーヌスのいわゆる宇宙論的思想とそれに基づく具体

的な世界像がいかなるものであるかという点を中心に考察を進めてきた。そ

の際われわれは，とくに際だったその特徴とみなされ得る三つの観点，すな
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わち宇宙の無限性，同質性および相対性という点に整理してその内容を明ら

かにするとともに， それぞれの特質が彼の神学的ー哲学的（あるいは形而上

学的）思想全体の基盤の上に，またそれとの内的連関においていかに形成さ

れてきているか，と同時にまたそれらが近世的科学的な宇宙論にとっていか

なる意味をもち，どう関係するかといった点にも考察を向けてきた。

一方から見れば，クザーヌスがもたらした諸思想は，原理的にもまた多く

の個別的な点においても，伝統的なアリストテレス・スコラ的な宇宙論と世

界像を打破する新たな独創的見解を表わしている。彼が開陳した世界機構が，

近世的な世界像とその基礎となる自然科学的思想を先取し，それにつながる

鋭い洞察を含んでいることは今や誰もが認めるところであろう。その意味に

おいて，クザーヌスの思想のもつ斬新さと大胆さは確かに注目に価するもの

であり，近世の科学的宇宙論（世界像）の形成のプロセスのなかに占める彼

の重要な位置は決して見過ごされ得ないであろう。

しかしまた他方から見て，彼がもたらしたこれらの諸成果を直ちに近世的

科学思想に直結させ，それの先駆的業績に数え入れることも必ずしも妥当で

はないのである。それは決して過大に評価されるべきではない。すでに本文

中にも述ぺたように，彼が獲得した独創的な洞察や知見も，それ自体いわゆ

る科学的認識や研究として生じたものではない。従ってこれらの諸成果はそ
••••• 

のまま科学的成果とはみなされ得ないのである。「クザーヌスの世界概念は，

その時代の天文学的および宇宙論的諸理論の批判に基づくものではなく，従

ってそれは一一少なくとも彼自身の思惟において一ー科学における変革へと

通ずるものではない」汽この意味からしても，クザーヌスはコペルニクスの

先駆者ではないとするマーンケやコイレの指摘は，まったく正当であると言

わねばならない曳

近世的科学思想ないし科学的認識の成立と展開という側面からすれば，以

上のことはクザーヌス思想に対するネガティヴな評価と言うことになろう。

勿論それは，最初からわれわれが半ば予想してきたことであった。すでに冒

頭から述べてきたように，彼の宇宙論的思想はどこまでもその形而上学的思

想からの konsequentな展開であり，従ってあくまでも彼の神学的ー哲学的

思想全体との連関のうちで理解されるぺきものであった。さらに言えば，そ

れは彼がその思惟の根本原理とする<doctaignorantia>の立場に立ち，そ

れを貫徹しつつ思惟するところから生じてきた，少なくとも彼自身にとって

必然的な帰結に他ならないのである。言い方を変えれば，クザーヌスの思想

(114) 
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においては，それ自体としては決して科学的立場に立脚したり基礎づけられ

たりすることもないまま，しかもそこからまさに幾多の新たな先駆的な（つ

まり事実上次代の成果をも先取りするような）洞察と知見が生み出されてい

るわけである。そしてこの事実は，先のような評価云々とは別に，それなり

に重要な意味をもっていると言わねばならない。

そのことは要するに， 彼の神学的ー哲学的思想全体の根本的性格にかかわ

ることがらであると言えよう。一方から言えば，彼の思想的全体のうちでは

形而上学 (Metaphysik) と自然学 (Physik) という二つの相異なる学問の

Dimensionがなお不可分に結びつき， 従ってそこにはなお哲学と科学とが

分化する以前の直接性が存しているということである。形而上学的思想が内

容的には科学的思想を内に包み込み，それに重なり合っているのであって，

その限り科学的思想もいまだ科学的思想とは言い褐ないわけである。と同時

iこしかし他方から言えば， そのことはまた彼の思想的全体が， 科学的思想

（思考）がそこから可能になる地盤形成に無関係ではなかったということで

もある。それは，彼の思惟そのものが新たな洞察を開発し受容し得るほどに，

過去の先入観や既成観念にとらわれない自由な柔軟性をもっていたという意

味においてであれ，あるいはまたそのような洞察を展開し得るだけの独自な

思惟原理をその内に含みもっていたという、意味においてであれ，決して見逃

すことのてきない点なのである。

かくしてわれわれは， 再びクザーヌスの思惟の根本原理となる <docta

ignorantia>の立場へ還帰することとなる。彼の思想全体の特質も，結局は

この思惟の立場自身の独自性に由来し，そこに婦沿するのであり，ホフマン

も言うように，その思想の独創性と斬新さも彼の思惟形式そのものの変革に

結びついていると見られるであろうb°。 かかる新たな思惟の可能性と根拠は，

さらにクザーヌスにおける人間の思惟能力，あるいは人間そのものに槻する

新たな理解にまで罰って問題にされねばならないであろう。
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