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はじめに 

 聖アンセルムスの『真理論 De Veritate』1は真理の定義を主題とする対話編である。本書

はその第一節の議論が明確に示すとおり、『モノロギオン』の議論を補完するために、真

理という特定の主題に絞って事柄を掘り下げるものである。そして本書の序言によれば、

続く『選択の自由について』『悪魔の堕落について』とともにいわば三部作として一連の

論考をなし、聖書研究に寄与している。 

 この『真理論』「第七章」でアンセルムスは、現代の我々の目にはいささか奇異な事柄

を主張する。「真理はあるもの全ての本質のうちにある」。そして「あるものは全て、真

にある」と。存在するもの全てに真理を認めるこうした思想は、「事物の真理」と呼称さ

れる中世特有の発想の一例とみなしてよく、アウグスティヌスやトマスにも似た要素を見

ることができる。その系譜の一コマとして、アンセルムスは、いかなる理由で存在と真理

との間にこうした結びつきを主張したのか。その内実は、『モノロギオン』で体系的に準

備された真理概念を背景として初めて理解される。それを叙述することが、本稿第一節の

課題である。 

 それを経て第二節では、そのような真理概念が真理の探求においていかなる意義を有す

るのかを明らかにする。アンセルムスにとって問題であったのは、いうまでもなく、神を

認識することであった。神はあらゆる個々の事物の「善い」ことおよび「真なる」ことの

源泉である。この、いわば理論的・倫理的な判断の基礎を知ることへの独特な経路を、

「あるもの」の真理という主張がどのように準備するのか。 

  

 
1 アンセルムスからの引用はシュミット版全集 I巻から行い、括弧内に頁数と行数を順に記す。 
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第一節 なぜ「ある」ものは全て「真にある」のか 

 『真理論』「第七章」「事象の本質 essentia rerumの真理について」にて展開される議論

の全体をまずは引用しよう。その前半は次の通り。 

 

教師：君はいつか、どこかに、最高真理の内になく、それゆえそれがある通りにある

ことをそこから受け取っていない何かがあると考えるか。あるいは、そこ［最高真理

の内］においてあるのとは別でありうるような何かが。 

生徒：考えられません2。 

 

ここで問題とされている存在者は、「いつか、どこかに」存在するという時空的制限のうち

にある3。そうした時空的存在者が、最高真理すなわち神から存在を「受け取っている」だけ

でなく神の「うちに」ある、という逆説的な主張がなされている。 

 以上を前提として、後半の議論はこう続く。 

 

教師：ということは、あるところのものはいずれも、ここで［最高真理のうちで］そ

うあるところのこのものである限りで、真にあるのだ。 

生徒：絶対的にそのように結論づけられます。というのも、あるものは全て、ここで

［最高真理のうちで］そうあるのと異なったものではない以上、真にあるからです。 

教師：したがって真理はあるもの全ての本質のうちにある。なぜなら［あるもの全て

は］、最高真理のうちでそれらがそれであるところのものだからである。 

生徒：そこにはいかなる虚偽もありえないような仕方で真理がある、ということが見

て取れます。というのも偽ってあるものは、あらぬからです4。 

 

 
2 « M. An putas aliquid esse aliquando aut alicubi quod non sit in summa veritate, et quod inde non acceperit quod 

est inquantum est, aut quod possit aliud esse quam quod ibi est ? D. Non est putandum. » （185, 8–14) 

3 Enders[1998], p. 225. 

4 « M. Quidquid igitur est, vere est, inquantum est hoc quod ibi est. D. Absolute concludere potes quia omne quod est 

vere est, quoniam non est aliud quam quod ibi est. M. Est igitur veritas in omnium quae sunt essentia, quia hoc sunt 

quod in summa veritate sunt. D. Video ita ibi esse veritatem, ut nulla ibi possit esse falsitas ; quoniam quod falso est, 

non est. » (185, 15–21) 
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時空的事物が最高真理のうちに存在するならば、その諸事物は全て「真にある」ことが「絶

対的に帰結する」。そこから、真理があるもの全ての「本質」のうちにあると結論づけられ

る。表題に予告されたこの結論が得られるまでに、見ての通り、論証の各段階に無数の問題

点が含まれている。 

 これらの問題の多くは、『モノロギオン』を参照することではじめて解消されるだろう。

とはいえ、早速ここで指摘できることができるのは、esseという動詞に関する構文の独特さ

である。まず後半第一文を見よう。「あるところのものはいずれも、ここで［最高真理のう

ちで］そうあるところのこのものである限りで inquantum est hoc quod ibi est、真にあるのだ」

と述べる時、esseはいずれも「がある」ではなく「である」の意味で用いられていると読ま

ねば意味が通らない。したがって、噛み砕いて言えば、時空内の被造物は、何々であるとい

う規定を有するのだが、それは「神のうち」でもまた、同様に何々という規定を有している、

という事実をこの節は述べている。Endersの的確な表現を借りるなら、被造物の「何である

かWas-Sein」5を基軸としてこの議論は進行している。 

 とはいえ、ある被造物の何性と神のうちなる何性とがどのように関係し、そこからいかな

る意味ですべての被造物が「真である」と言えるのか、この点は謎として残る。 

 

『モノロギオン』の真理論 

 以下では、この箇所との関連がよく指摘される『モノロギオン』を参照しよう6。 

 『モノロギオン』の「第一章」から「第四章」までで神の存在を証明し、神が「それ自体

によって per se」あるのに対して被造物は神によってあるということを確認した後、「第八

章」から創造論が展開される。そこでは、創造以前に創造者の「理性」のうちに被造物の「い

わば範型、あるいはより適切にいうならば形相ないし似姿、あるいは尺度」が存在する7と

される。この範型は、神のうちなる「語り（locutio）」と呼び換えられ、第二十九章以降さ

らに詳細な検討を加えられる。 

 
5 Enders[1998], p. 225. 

6 『真理論』「第七章」に関する注釈は多く存在する。とくに Adams[1990], Enders[1998], Ramos[2010]は

『モノロギオン』の関連する議論を参照しつつ総合的な理解を試みている。本研究では彼らの成果を踏ま

えながら、真理と存在の関係に的を絞り、その意義を集中的に論じる。 

7 « Nullo namque pacto fieri potest aliquid rationabiliter ab aliquo, nisi in facientis ratione praecedat aliquod rei 

faciendae quasi exemplum, sive aptius dicitur forma, vel similitudo, aut regula. » （24, 12–14） 
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 概略的に述べるなら、被造物が神の「うちに」あるとは、その範型を神の語りのうちに有

しているということに他ならない。他方、神と神の語りは同一である。したがって被造物の

範型は神のうちにあることになる。 

 それではこうした図式の中で、真理の概念はどう構成されるのか。それを通して、存在と

真理の関係を明らかにしよう。アンセルムスは、被造物の神への類似性と、その存在の度合

いと、真性とが比例するという独特の真理論を展開する。それぞれの関係を確定したあと、

そこから真理の概念を取り出そう。 

 

比例関係① 神の言葉への類似性／存在の度合い 

 まず類似性と存在の関係に関する議論を参照しよう。 

 

創造されたあらゆるものは、最高に存在し最高に大きいあのものに似ていればいるほ

ど、よりいっそう存在し、それだけより優れているのである8。 

 

「よりいっそう存在する magis esse」という奇異な表現は何を言わんとしているのか。続く

議論がその具体的な内容を与える。生けるものは生きていないものよりも、感覚を持つもの

は持たぬものよりも、理性的なものは理性的でないものよりも、優れている。なぜなら、最

高本性（神）は「それ固有の仕方で、あるのみならず、生き、感じ、理性的であるのだから」、

それぞれの性質を有する被造物はそれだけ、より神に類似するから9。少なくともここで記

述されているのは、神のもつ何性を多く共有するものほど、より神に類似し、「より存在す

る」ということである。逆にこれを取り除いてゆけばその「本質」は「徐々に小さな存在（ad 

minus et minus esse）」へと向かう。 

 とはいえ、存在の度合いが、単に何性の多さに他ならない、というわけではない。アンセ

ルムスは上記の神の性格づけにおいて、生命性や理性といった性質と区別して
．．．．

、神が「それ

 
8 « sed potius necesse erit omne quod creatum est tanto magis esse et tanto esse praestantius, quanto similius est illi 

quod summe est et summe magnum est. » (49, 9–11) 

9 « Quoniam enim summa natura suo quodam singulari modo non solum est, sed et vivit et sentit et rationalis est, 

liquet quoniam omnium quae sunt, id quod aliquomodo vivit, magis est illi simile quam id quod nullatenus vivit; et 

quod modo quolibet vel corporeo sensu cognoscit aliquid, magis quam quod nihil omnino sentit; et quod rationale est, 

magis quam quod rationis capax non est. » (49, 14–19) 
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固有の仕方で、ある」と記述していた。この何々「である」ことと区別された「ある」が、

被造物の存在性の記述にも現れている。 

 

すなわち、もし生き、感覚的で理性的であるような任意の実体から、理性的であると

いうことが、次に感覚的であることが、そのあと生きていることが、最後に、残る裸
．．．．．．．

の存在が
．．．．

、思惟において取り去られたら、［...］徐々に小さな存在へと向かい、つい
．．

には非存在に至るまで
．．．．．．．．．．

、段階的に導かれゆく、ということを誰が知解しないか10。（強

調有賀） 

 

「理性的である」「感覚的である」といった性質と並んで、それらを全て取り去ったあとに

残る「裸の存在」なるものが、存在の度合いの一段を成している11。「裸の存在」という表

現が用いられる箇所は『モノロギオン』では他に見出すことができない。しかしその内容は

文脈から明らかであろう。任意の何 「々である」が現実に時空内で実現するための基礎とな

る「ある」、すなわち我々が通常実在と呼ぶところのものが、「裸の存在」の内実であろう。 

 

被造物の存在様式はいかなる点で神のそれに劣るか 

 我々が通常、本質と実在として区別する二つが、いずれも「ある」ことの一つの度合いと

して扱われている点の奇妙さには拘らないでおこう。我々の目的にとって重要なのは、ここ

で諸々の何性と「裸の存在」のそれぞれについて、被造物と神との差異も記述されるという

点である。 

 「第二十八節」で、神に「固有の仕方」での存在の内実は明瞭に記述されている。そのあ

り方は神が「端的にかつ完全にある」のに比べれば、他のものは「ほとんど存在しない」に

 
10 « si cuilibet substantiae, quae et vivit et sensibilis et rationalis est, cogitatione auferatur quod rationalis est, deinde 

quod sensibilis, et postea quod vitalis, postremo ipsum nudum esse quod remanet: quis non intelligat quod illa 

substantia quae sic paulatim destruitur, ad minus et minus esse, et ad ultimum ad non esse gradatim perducitur? » 

11 この点に着目する研究は非常に少ないが、Campbellは、存在が非存在よりも大きな存在である点は、

知性のうちにのみあるよりも現実にあるほうがより大きい、というプロスロギオンの証明を理解するのに

役立つと指摘している（Campbell[1980], p. 329.）。 
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等しいというように異なる12。その差異をアンセルムスは二点にわたって叙述する。１）神

の存在はいかなる時間・空間による制限も受けず、変化を被らない。これに対して被造物は、

ある時点での何性が別の時点で変化する可能性を持つ時間的な存在である。２）神が自己原

因であるのに対し、被造物は「他によって per aliud」「非存在 non esseから存在 esseへと」

到来し、また他によって維持されなければ非存在に戻る13。 

 こうして神（＝神言葉）と被造物との類似性を明瞭に把握することができる。被造物は無

でなく特定の時空間に実在する限り、諸々の何性を有するが、それを多く有するほどに、神

に類似する。そして実在するためには他の原因に依存し、ある規定性を永遠に保持すること

ができない点で、神とは異なる。 

 神と被造物の（非）類似性をこのように把握すれば、一つのありうる誤解を避けることが

できる。すなわち、神と被造物の非類似性は、無限な知性と有限な知性といったような、同

種の性質における格差では全くない。そのような格差が仮にあったとしても、少なくともア

ンセルムスはそれを問題にしていない。個々の性質それ自体で見れば、Endersのように「時

空内に実在する事物の何であるか」と「神の内での何であるか」との「同一性（Identität）」

と言ってもよい14。だからこそアンセルムスは、被造物が「それら自身においては、不変的

理性に従って創造された可変的本質なのだが、それ［最高の霊］においてはしかし、第一本

質そのものであり、実在することの第一の真理である」15と、主語を変えずに語ることがで

きたのである。Adams の表現を借りて総括すれば「ここでは、ある被造物をその種類 kind

のより真なる、あるいはより少なく真なる実例にするものが問題なのではなく、むしろそれ

をより真なる、あるいはより少なく真なる存在にするものが問題なのである」16。 

 

 
12 « Si enim diligenter intendatur, ille solus videbitur simpliciter et perfecte et absolute esse, alia vero omnia fere non 

esse et vix esse.» (46, 2–3) 

13 « Deinde, cum omnia quaecumque aliud sunt quam ipse, de non esse venerint ad esse non per se sed per aliud; et 

cum de esse redeant ad non esse quantum ad se, nisi sustineantur per aliud » (46, 16–18) 

14 Enders[1988], p. 225. 

15  « Etenim in seipsis sunt essentia mutabilis secundum immutabilem rationem creata; in ipso vero sunt ipsa prima 

essentia et prima existendi veritas, cui prout magis utcumque illa similia sunt, ita verius et praestantius existunt. » (S1 

53) 

16 Adams [1990], p. 357. 
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比例関係② 存在の度合い／真性の度合い 

 さてこうした類似性を踏まえれば、類似と真理との関係は比較的容易に理解される。 

 １）真理とその模倣：「第三十一章」の表題には「この言葉自体は作られたものどもの似

姿ではなく、本質の真理であり、対して作られたものどもは真理のある模倣 imitatioである」

とある17。ここから引き出せるのは、真理 veritasとは、類似関係ではなく類似を為す一項で

あることである。 

  ２）また、同じ引用から、被造物がそれへと類似するべきところの真理は神の言葉だと

いうことも見て取れる。 

  ３）似ることと「真なる verus」こと：「第三十一章」の次の論述がこの点を明らかにす

る。 

 

生ける人間のうちに人間の真理が存すると言われ、真なる絵のうちにその［人間の］
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

真理の似姿あるいは似象があるのと同様に
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、実在することの真理はその本質が最高に

存在し、ある意味でそれだけが存在している言葉のうちで知解されるのであるが、そ

れに対して、［...］作られたところのもののうちには、あの最高の本質の何らかの模

倣が認められる18。（強調有賀） 

 

傍点を付した箇所の意図は明瞭であろう。絵画がモデルとなる人に似る、というケースにお

いては、絵画はその人間に類似する限りで真なる絵画と言われる。その類似すべきモデルが

真理と呼称されている。その真理へと類似する似姿あるいは似像 similitudo sive imagoが、

「真なる」ものである。アンセルムスは直前で、似姿・似象は一般に、「それの似姿である

ところのものをより多くあるいは少なく模倣するに応じて、より多くあるいは少なく真で

ある」19と述べている。つまり、真性は真理への類似性に比例する。 

 
17 « Quod ipsum verbum non sit similitudo factorum, sed veritas essentiae, facta vero sint aliqua veritatis imitatio; et 

quae naturae magis sint quam aliae et praestantiores » （48, 14–16.） 

18 « Verum forsitan nihil huius remanebit ambiguitatis, si quemadmodum in vivo homine veritas hominis esse dicitur, 

in picto vero similitudo sive imago illius veritatis: sic existendi veritas intelligatur in verbo cuius essentia sic summe 

est, ut quodam modo illa sola sit; in iis vero quae in eius comparatione quodam modo non sunt, et tamen per illud et 

secundum illud facta sunt aliquid, imitatio aliqua summae illius essentiae perpendatur. »  (49, 1–6) 

19 « tanto magis vel minus est vera, quanto magis vel minus imitatur rem cuius est similitudo » （48, 20–21） 



 8 

 

神への類似としての真理概念 

 上記の性格を考え併せれば、真理概念の構成は明らかとなる。すなわち、真理とは、神へ

の類似である。それは単なる一致関係ではない。神の知性が「最高真理」として絶対的な尺

度となり、それをより多く、あるいはより少なく伝達するに応じて、あらゆるものがより多

く、あるいはより少なく真であると言われる。そして類似性は、無でなく実在し、かつ何性

を有することを通して「より存在する」ことに比例する20。 

 これを踏まえれば『真理論』「第七章」の議論はいまや容易に理解できる。特定の時空間

を占めて存在する被造物は、かならずや何かしら、神の知性のうちなる何性と共通する何性

を有する。その共通性に着目する限りでは、「真である」と必ず言うことができる。翻って、

任意の性質がこうした共通性にあずかるならば、その反対、すなわち「偽ってある」ものは

あり得ない。なぜなら、それは神の知性のうちにない何らかのあり方をしていることになる

が、そのような被造物は存在しないはずだから。 

 

 

第二節 存在の真理と、自己知の探求 

 こうして、存在するものがみな真であると言えるならば、それは真理を追求する者にとっ

てどのような意義を有するだろうか。 

 

類似の階梯の中で定まる、自己知という課題 

 モノロギオン「第三十六章」21では、神の知性、事物の本質、人間の知の三者が、真性の

階梯をなしていることが明確に記述される。創造者は被造物の本質よりも「より真に」存在

する。「我々の知」すなわち人間の知は、さらにその被造物の本質からも大きくかけ離れた

 
20 この意味で「「真に」は本質と実在とが真理のうちに基礎づけられていることの肯定である」という

Cattinの示唆は正しいと言える（Cattin[1984], p. 599.）。ただし Cattinはこの主張の裏付けとして『真理

論』「第七章」を指示している。 

21 « Cum ergo et hoc constet, quia omnis creata substantia tanto verius est in verbo, id est in intelligentia creatoris, 

quam in seipsa, quanto verius existit creatrix quam creata essentia: quomodo comprehendat humana mens cuiusmodi 

sit illud dicere, et illa scientia, quae sic longe superior et verior est creatis substantiis, si nostra scientia tam longe 

superatur ab illis, quantum earum similitudo distat ab earum essentia? » （55, 4–10） 
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「似姿」に過ぎない。ところで既に述べた通り、被造物は神＝真理に類似するに比例してよ

り真であるのであった。とすれば、その類似のさらに類似であるところの人間の知は、「真

である」ことに関しても、さらに劣る、と考えられる。こうした階梯を踏まえるならば、人

間は自らの知をできる限り被造物に類似させ、いわば正確に写しとることを通して、神を認

識することにも近づく、ということになる。 

 とはいえ、こうした努力の中で人間が模写するべき事物は、石や木といった一般的な被造

物ではない。少なくともそれらは最重要な対象ではない。人間の義務について語り始める

『モノロギオン』最終部分で、我々が問題とすべき被造物は、神に最も似た本質を有する理

性的存在者、すなわち我々の精神自身であると指定される：真理の探求において「理性的精

神」は、「もっぱらそれを通して sola...per quam」神を認識することのできる経路でもある。

理性的精神は、神の本質を最も多く共有する「その本質の本性的類似性」ゆえ、神について

知るための手がかりを最も多く含む被造物でもある22。それゆえ理性的被造物は、神を認識

するための特権的な研究対象となる。 

 また同時に、理性的精神は知解作用を遂行する主体でもあり、理性的精神の研究は理性的

精神自身によってなされる他ない。だからこそ、探求は「自らを学び」「自らを見通す」と

いう再帰的構造を有する23。 

 

理性的精神の自己知  

 では、こうした自己知の探求はどのようになされるのだろうか。それは、精神の本当のあ

りようを、言語表現によって正確に記述するような営みなのだろうか。 

 この点を「第三十三章」での、神の自己知に関する記述を手がかりに考えてみよう。 

 まず、モノロギオン「第十章」24の著名な言語論が前提となる。語り locutioには、１）感

覚的記号を現に知覚しながらの語り、２）それらを思い浮かべつつの語り、３）それらを全

 
22 « Patet itaque quia, sicut sola est mens rationalis inter omnes creaturas, quae ad eius investigationem assurgere 

valeat, ita nihilominus eadem sola est, per quam maxime ipsamet ad eiusdem inventionem proficere queat. Nam iam 

cognitum est, quia haec illi maxime per naturalis essentiae propinquat similitudinem. » (77, 17–21) 

23 « Quid igitur apertius quam quia mens rationalis quanto studiosius ad se discendum intendit, tanto efficacius ad 

illius cognitionem ascendit; et quanto seipsam intueri negligit, tanto ab eius speculatione descendit? »（強調引用

者）（77, 21–24） 

24 S1, 24, 29–25, 9. 
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く用いずに、「事象そのものをその差異に即して pro rerum ipsarum diversitate」「精神の内奥

で intus in nostra mente」で語ること。このうち第三の語りがもっとも基礎的なものであって、

先立つ二者はこれに依存することなしには成立せず、他方前二者なしにも最後の語りは成

立する25。被造物の範型となる神の内なる言葉は、この第三のものである。 

 「第三十三章」はこれを前提として、神の言葉と、神自身との関係として神の自己知を論

じる。  

  

しかし、最高の知恵が自らを語る言葉は、これ以上なく適切な仕方で断然、先述した

理由からして、その者の言葉であると言われうる。なぜなら完全なる似姿を保持する

からである。というのも、理性的精神が自らを思惟することで知解するさいには、そ

の者の思惟のうちで自身の似像が生まれるということは、いかなる理由でも否定され

得ない。否、その者の思惟そのものが、あたかもその者の刻印から形成された似姿に

即した、その者の似像なのである26。 

 

 最高の知恵すなわち神が自らを語る言葉は、神「の」（ejus）言葉である。この「の」は、

神を表すという関係を指すと思われる。だからこそ「なぜなら［言葉が］完全なる似姿を保

持するからである」と正当化されている。 

 問題としたいのは、ここで自己を語るという事態がどのようなものかということである。

神が言葉を語ることは、先述したように、記号以前のものであった。ここでは神の「思惟

cogitatio」それ自体が神自身の「似像 imago」を形成し、それが神自身と完全なる類似性を

なすと主張されている。その完全なる類似性とは、神と言葉との「実体的同一性 identitas 

substantiae」（S1, 52, 8）に他ならない。「［最高の霊の］言葉はそれと共実体的でありまた

完全に類似する、ということが成り立つゆえ、［最高の霊］のうちにある全てのものは、そ

の言葉のうちに同じものとして、また同じ仕方で存在するということが必然的に帰結する」

 
25 « Et quoniam alia omnia verba propter haec sunt inventa: ubi ista sunt, nullum aliud verbum est necessarium ad 

rem cognoscendam; et ubi ista esse non possunt, nullum aliud est utile ad rem ostendendam. » (25, 12–15) 

26 « Sed utique verbum quo se dicit summa sapientia, convenientissime dici potest verbum eius secundum 

superiorem rationem, quia eius perfectam tenet similitudinem. Nam nulla ratione negari potest, cum mens rationalis 

seipsam cogitando intelligit, imaginem ipsius nasci in sua cogitatione; immo ipsam cogitationem sui esse suam 

imaginem ad eius similitudinem tamquam ex eius impressione formatam. » (52, 10–15) 
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27と述べるアンセルムスにとって、実体として同一であるということは、その何であるかと
．．．．．．

いう点で全く差異のない
．．．．．．．．．．．

同一性を意味する28。 

 こうした神の語りは、「知ること」「知解すること」と等しい29。したがってここから言

えるのは、この自己知は、物体的な記号を媒介しないばかりか、似像と、似像によって表示

されるものとが、異なった実体であることを全く必要としないということである。 

 

能力の実行を通じた自己表現 

 無論、こうした完全な自己知が、人間に可能であるとは言えない。とはいえ、自己知が必

ずしも物体的記号を媒介せず、思惟作用そのものが似像として機能しうること、そして「た

とえ［理性的精神］自身が、自らをその似像から、ただ理性によってしか分離することでき

ないとしても」30自己を知解しつつ思惟することは可能だということ、これらは、理性的精
．．．．

神一般の
．．．．

ことがらとして記述されていた。ならば、被造的精神についてもこの点は保たれる

だろう。重要なのは、何らかの仕方で自己像を形成し、自らを「表現 exprimere」すること

 
27 « Verum cum constet quia verbum eius consubstantiale illi est et perfecte simile, necessario consequitur, ut omnia 

quae sunt in illo, eadem et eodem modo sint in verbo eius. » (54, 6–8) 

28 既に Tregoが明らかにしたところによれば、アンセルムスの実体 substantia概念は諸々の偶有性を支え

る基体としてのそれでは全くなく、essentiaと同義語として用いられる。「「実体」という名辞は「本

質」という名辞の位置で、その代わりに用いられる。そして前者を後者の意味で受けとらねばならないの

だ」（Trego[2010], p. 78）。アンセルムスにおける基体としての実体概念の衰退についてはとりわけ同書

Chap. III参照。また essentiaは、Cattinがさらに先立って、実在と対をなす本質としてではなく「普遍的本

質と具体的に実現された本質と」を不可分な仕方で表す用法があることを明らかにしており、神が本質で

あると呼ばれる場合はこの用法と考えてよい（Cf. Cattin[1984], p. 597.）。とはいえもちろん、神と言葉と

がいかなる意味でも異ならないとまで言うわけにはいかない。アンセルムス自身も、「これらの言葉で語

る当のその者［＝神］は、それらの言葉と同じ実体を有するが、しかし言葉ではない。idem ipse qui his 

verbis loquitur, eandem illis habet substantiam, et tamen verbum non est.」（52, 9‒10）と述べてはいる。 

29 « Quoniam autem idem est summo spiritui scire quod intelligere sive dicere, necesse est ut eodem modo sciat 

omnia quae scit, quo ea dicit aut intelligit. » (54, 10–12) 

30 « Habet igitur mens rationalis, cum se cogitando intelligit, secum imaginem suam ex se natam, id est cogitationem 

sui ad suam similitudinem quasi sua impressione formatam; quamvis ipsa se a sua imagine non nisi ratione sola 

separare possit. » (52, 24–27) 
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である。その表現が「より真」（つまり表現対象と類似する）ならば、「真に事象そのもの

を思惟する」ことになる31。 

 これらを踏まえると、アンセルムスがある「表現」について語っている一節が、重要性を

帯びてくる。「第六十六章」で自己知を通して神は探求される、と打ち出したあと、「第六

十七章」では理性的被造物の神との類似点が記憶、知解、愛の三つの能力（« posse »）に他

ならず、また被造物一般を見渡してもこれに匹敵する類似点はない、と指摘する。それに続

く「第六十八章」の冒頭である。 

 

ここから次のことが帰結するように思われる。理性的被造物が努めるべきことは、自

然的力能を通して刻み付けられたこの似像を、意志的な行いを通して表現すること以

外にない32。 

 

理性的被造物の神との類似性を示す「自然的力能」とはもちろん、記憶・知解・愛の三能力

に他ならない。意志的な行いを通してそれを「表現」するとは、そうした精神作用を随意的

に行使し現実化33することであろう。これをアンセルムスは「権能のうちにあるより善いも

のがいずれも、それだけより意志のうちにあるべきだということを誰が否定しようか」34と

いう一般原則に訴えて正当化する。 

 ここでアンセルムスは、認識について論じるのをやめて行為の問題に移ってしまったわ

けではない。むしろ力能を現実化することを通して自己の似像を形成し、表現するプロセス

は、自己知の一環をなす
．．．．．．．．．

営みなのである。 

 事象の本質の真理が、「何であるか」という規定の多さだけでなく、無でなくある「裸の

存在」を基盤として成立していたことを思い出そう。理性的被造物の本質は、知解し、記憶

 
31 « Quamcumque enim rem mens seu per corporis imaginationem seu per rationem cupit veraciter cogitare, eius 

utique similitudinem quantum valet in ipsa sua cogitatione conatur exprimere. Quod quanto verius facit, tanto verius 

rem ipsam cogitat. » (52, 15–18) 

32 « Consequi itaque videtur quia rationalis creatura nihil tantum debet studere, quam hanc imaginem sibi per 

naturalem potentiam impressam per voluntarium effectum exprimere. »（78, 14–16） 

33「神の似像に［...］表現を与えることは、精神の力能の現実化 actualizationにおいて存立する。この現実

化は意志の働きを通じてのみ成し遂げられる」(Ramos[2009], p. 187) 

34 « Quis enim neget quæcumque meliora sunt in potestate, ea magis esse debere in voluntate? » (78, 19–20) 
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し、愛することが「できる」ことにおいて成り立つのだが、そうした単なる可能態（potentia）

は、現実に「ある」ということを欠く。それを特定の時間・空間の中で現実化することでは

じめて、神の似姿としての人間のあり方が現出し、そのときはじめて、知解すること、記憶

すること、愛することといったここのあり方において類似性、すなわち真理が成立する。「あ

るもの」真理のうちでは、行為と認識とがこのように独特の仕方で関係を取り結んでいるの

である。 

 

結び 

 これまで得られたことをまとめよう。存在するものが全て真である、という定式の意味は、

時空間に存在する事物はいずれも、その何性を有するほどに、自ずと神と共通項を有するこ

とになり、それだけ真であるということであった。人間による真理の探究は、自身の存在の

真理を基点に行われる。それは自身と神との類似点としての知解・記憶・愛の三能力を現実

に行使し、そのことで神の似姿を無でなくあるものとなすことであった。 

 能力の現実化を通して真理に接近するという道筋は、『モノロギオン』においては必ずし

も明確な輪郭で現れないが、『真理論』では、あらゆる「はたらき actio」の真理としてより

明確に定式化される。とくに「第九章」では、人口に膾炙した「表示の真理」を通して「事

象の本質の真理」を理解させるという意図を仄かしつつ35、あらゆる「はたらき」が真なる、

あるいは偽なる表示を行うと述べる。これはまさに人間の本質の真理が、その能力の行使に

よって現実化し、神への類似関係が成立するという上述の図式を反復しているかのようで

ある。無論、あらゆる能力の発揮が真である＝正しいということを主張することはできない。

現に人が虚偽を語り、悪事をなすという事実と、本質の真理をどう調停するのか。これは『真

理論』でアンセルムスが取り組む問題であり、また意志の自由の問題として『自由選択論』

以降も論じられてゆく。とはいえ、こうした議論すべてに先立つ基礎として、『モノロギオ

 
35 「だが表示の真理に立ちもどろう。私はそこ［表示の真理］出発したのだが、それは君をより知られた

ものからより知られていないものへと導くためであった35。というのも、だれもが表示の真理について語

るが、事物の本質のうちにある真理について考察する人は少ないからである。Sed redeamus ad veritatem 

significationis, a qua ideo incepi, ut te a notioribus ad ignotiora perducerem. Omnes enim de veritate significationis 

loquuntur; veritatem vero quae est in rerum essentia, pauci considerant.」(188, 27–29.) 
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ン』の中で練り上げられたいわば存在論的な真理論があったということ、これを本論は示そ

うとした36。 
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