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ジョルダーノ ･ブルーノにおける感情 と時間

『英雄的狂気』の三っの獣の頑をもっ時間の寓意から

岡 本 源 太

京都大学大学院 人間 ･環境学研究科 共生人間学専攻

〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町

要旨 『英雄的狂気』(1585)のなか, ジョルダーノ ･ブルーノ (GiordanoBruno,1548-1600)は,

狼 ･獅子 ･犬の三っの獣の頭をもつ形象に言及 している.古 くから ｢時間｣の寓意とされてきたこ

の形象は, ブルーノにあっても, 人間の至高の生たる ｢英雄的狂気｣ に生きる者にとっての ｢時

間｣を寓意するものである.けれども,あるひとっの細部が,ブルーノをそれまでの寓意解釈と隔

てているだろう. それまで力あり熱意ある ｢行為｣ の時間とされていた ｢現在｣ が, ブルーノに

あっては,苦 しめられ悩まされる ｢苦悶｣の時間とされているのである.この墳末とも思える差異

は,実のところブルーノの哲学の重要な論点を明るみに出すものである.ここでは,この細部の差

異を手掛かりに,｢感情｣ と ｢時間｣ をめぐるブルーノの思索をあとづけたい.それにより明らか

となるのは,現在の苦悶,ひいては感情の葛藤こそが未来へと持続する享受を可能にするという,

ブルーノの特異な思想である.

古代 も末期にあって,エジプ トからローマにわ

たり信仰をあっめた神セラピスは,蛇の絡みつい

た胴のうえに狼 ･獅子 ･犬の三っの頑をもっ獣を

したがえているという1).この三っの獣の頑をも

つ形象 こそ,ジョルダーノ ･ブルーノが,拝情詩

と紋章をめぐる対話のかたちをとった一五八五年

の対話篇 『諸々の英雄的な狂気について』(以下

では 『英雄的狂気』と略記)のなか,その第二部

第一対話で記述 しているものにはかならない.

でも,僕 らにとってはいっだって,ふっうの

どんな状態であっても,現在は過去よりも僕

らを苦 しめるし,そのどちらも未来ほど僕 ら

を満たしはしないんだ.未来はつねに期待と

希望のうちにあるんだよ.まさに古代エジプ

ト人たちから取 られたこの形象に示され,局

いだせるようにね.古代エジプ ト人たちは,

一つの同じ胴体のうえに三っの頑がっいた彫

像を残 している.一つは狼の頑で,うしろを
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見ている. もう一つは獅子の頑で,よこを見

ている.三っめは犬の頑で,まえを見ている.

これが意味 しているのは,過去のものごとは

思考によって苦 しめるものの,実際に僕 らを

悩ませる現在のものごとほどではなくて,未

来 は もっと善 さものを僕 らに約束 してい

る,つてことだ.だから,吼える狼,坤る獅

千, じゃれる犬なんだよ. 〔--〕狼のうえ

には ｢かって｣と,獅子のうえには ｢い ま｣

と,犬のうえには ｢これから｣とあるのが,

きみにも見えるよね.これは,時間の三っの

部分を意味する言い回 しだ. (BRUNO [EF:

289/174])

人間が到達 しうる至高の生たる ｢英雄的狂気

〔eroicofurore〕｣に陥った者は, ブルーノによれ

ば,｢時間の車輪のもと｣ で, この三っの獣の頑

をもっ形象が寓意するような状況に生きるという

(BRUNO [EF:31/15]).すなわち, まさに英雄

のごとく,未来への希望によって過去と現在の苦

悶を耐え抜 く,というのである. しかし, もしこ
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れだけのことなのであれば,それは独創的な洞察

どころか,むしろあまりに陳腐な発想に思えてし

まうだろう.そもそも狼 ･獅子 ･犬の三っの獣の

頑を ｢時間｣の寓意とするのからして,ブルーノ

の独創ではない.古代末期たる五世紀はじめのこ

ろ,すでにアンプロシウス ･テオ ドシウス ･マク

ロビウスが,エジプ トはアレクサンドレイア (ア

レクサンドリア)のセラピス神殿にあった彫像に

触れっっ,『サ トゥルヌスの祭 り』(MACROBIUS

[S:Ⅰ.20.13-15])にこの解釈を書き留めている.

またブルーノの生きた一六世紀には,マクロビウ

スに拠 りながら,この三っの獣の頑のことを ｢時

間｣の寓意として記述 した著作がひとっならずあ

る2). なかでも, ヴィンチェンツオ ･カルタ-リ

『古代の神像』(CARTARI[IDA:81-83])(Fig.1)

とジョヴァン ･ピェ トロ ･ピェ リオ ･ヴァレリ

ア-ノ 『ヒエログリフ集』(PIERIO VALERIANO

[H:160,324])(Fig.2)の二冊の書物は,一六

世紀中にいくども版を重ね,ひろく読まれること

になった.

とはいえ,独創的でない思想を独創ではない寓

意によって語っているように見えるこの 『英雄的

狂気』の一節 は,その論述 を慎重 に辿 るな ら,

Fig.1 カルタ-リ 『古代の神像』
(1571年ヴェネツィア版)より,

セラピス神の挿絵

Fig.2 ピェリオ ･ヴァレリア-ノ
『ヒエログリフ集』(1602年 リヨン

版)より,セラピス神の挿絵

｢感情｣と ｢時間｣をめ ぐるブルーノの特異 な

- あるいは独創的とも言えるような- 洞察

を示 していることがわかるだろう.それを理解す

るための端緒は,三っの獣の頑をもっ ｢時間｣の

寓意の記述の細部にある. この細部は,ブルーノ

の記述をマクロビウスの記述に照 らすとき,鮮明

になる.

そのため,獅子の頑によって現在の時間があ

らわされている.というのも,過去 と未来の

あいだにあるその条件は,力あり熱意ある現

在の行為によるものだからだ.けれども,過

去の時間は狼の頑によって示されている.と

いうのも,過ぎ去 ったものごとの記憶は,奪

い取 られ,運び去 られるからだ.同 じく,穏

やかな犬の像は,わたしたちの希望を生 じさ

せ,不確実にもかかわらず穏やかなものとさ

れる未来の時間の出来事を指 し示 している.

(MACROBIUS[S:Ⅰ.20.15])

一読 して気づ くのは, ｢獅子-現在｣ の内実が

ブルーノとマクロビウスとで異なっている,とい

うことである. ｢狼-過去｣ と ｢犬-未来｣ には

それほど異同がないだけに,この細部の相違を意

味のないことと即断すべきではない.マクロビウ

スが三っのうち獅子の頑をもっとも大きいものと

語 り,その獅子か ら記述をはじめていることも

(MACROBIUS [S:Ⅰ.20.13]), この細部を際立た
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せるだろう.そしてカルタ-リ (CARTARI[IDA:

81])や ピェ リオ ･ヴ ァ レ リア - ノ (PIERIO

VALERIANO [H:324])には, こうしたマクロビ

ウスとの差異は存在 していないのである.

力あり熱意ある行為の現在ではなく,苦 しめら

れ悩まされる現在.マクロビウスたちに照 らされ

ることで,現在を苦悶のもとにおくブルーノの特

異さが鮮明になる.とはいえ,現在 という時間は

なにゆえに苦悶という感情のもとにおかれるのだ

ろうか.その理由,その含意,その帰結は,どの

ようなものであり,いかなる哲学的な争点に応え

るものなのだろうか.それを推 し量るため,ここ

で しばし ｢感情｣と ｢時間｣をめぐるブルーノの

思索の跡を辿ることにしよう.

｢感情 〔affetto〕｣- ないし｢情緒 〔affezione〕｣

｢情念 〔passione〕｣｢心情 〔core/cuore〕｣3)- に

ついて思索を紡 ぐにあたり, 『英雄的狂気』 のな

か,ブルーノはその出発点を人間の本性的な複合

性にさだめている.ブルーノによれば,人間は自

然のなかにあるほかの事物と同 じく複合的なもの

だという. しかも,相反するものから構成された

複合体にはかならない.

なんであれ純粋で純正な事物はない 〔--〕.

さらに,すべての事物 は相反す るものか ら

なっている.それだから,事物の複合による

わたしたちの感情の継起は,なんらかの苦 し

みなしにはけっして楽 しみをもたないんだ.

もっと言えば,事物に苦 しみがなければ楽 し

みはありえないんだよ.疲労こそが休息に楽

しみを兄いださせるし,離別こそが結合に楽

しみを兄いだす原因だろう.一般的に考察す

るなら,あるものが望まれたり好まれたりす

るのは,それと相反するものが要因になって

いる, ということがわかるはずだ. (BRUNO

[EF:97/54-55])

苦 しみがなければ楽 しみはなく,楽 しみがなけ

れば苦 しみもない.相反する感情は,たがいのこ
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とを前提にしている. この指摘は,それ自体とし

てほとりたてて特異なものではない.とはいえ,

ブルーノはここからいくぶんパラドクシカルな帰

結を導 く.すなわち,感情は相反する両極へとっヽヽヽ
ねに同時に揺れ動 いている,というのである.

｢感情が節度の中間と中庸を離れるなら,両方の

極限へと向かうことになるんだ.そんなことだか

ら,上方や右方に動かされるとき,同じく下方や

左方にも動かされるんだよ｣(BRUNO [EF:107/

60]).苦 しみにつづいて楽 しみが生 じ,楽 しみに

つづいて苦 しみが生 じる,というのではない.普

しみを感 じるときにはつねにすでに楽 しみがあり,

その逆 もまた然 りである.というのも,休息に楽

しみが兄いだされるのは,つねにというわけでは

なく,まさに疲労の苦 しみを感 じているときであ

り,さらにはその苦 しみを感 じているあいだだけ

のことだからだ. この指摘は,前年に刊行された

対話篇 『倣れる獣の追放』の一節でも繰 り返され

ている.

ソフィア 〔--〕 原理的には, 休息のあ

とでなければ,労苦はよろこぼしくないわ.

そして原理的には,労苦のあとでなければ,

休息のなかに楽 しみなんてないの.

サウリーノ そうだとしたら,悲 しみと混 じ

り合 わなければ,楽 しみ はないんだね.

だって,この運動のなかには,満足させる

ものと辞易させるものとの分有があるんだ

から.(BRUNO [sBT :55-57])

楽 しみと苦 しみないし悲 しみとはつねに混 じり

合っている.労苦による疲労の苦 しみが消えてし

まえば,休息はなんら楽 しみではない.むしろ,

退屈や倦怠といった別の苦 しみを生 じさせかねな

いものだろう.そうなると今度は,退屈の苦 しみ

が持続 しているあいだ,そのあいだのみ,労苦に

よる疲労がむ しろ楽 しみをもたらすことになる.ヽヽヽ
つまり,楽 しみと苦 しみは,交互に生 じるのではヽヽヽ
なく,いっであれ同時に存在 しているだろう.楽

しみが感 じられるのは,そのとき苦 しみも感 じて

いるからであり,そのあいだのみのことなのであ

る.
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たしかに,感 じられている感情のことを,ある

折には楽 しみとだけ,別の折には苦 しみや悲 しみ

とだけ名指すこともありうる.けれどもそれは,

感情の両極のうちで,一方への揺れ動きが他方へ

の揺れ動きよりもいっとき強まったから,そう名

指されるにすぎない.｢生成するものと消滅する

ものとが結びっいていて,同一の複合 した主体の

なかにあるようなところでは,楽 しみと悲 しみの

感覚は一緒に兄いだされるんだ.だから,楽 しみ

のほうが優勢で,より大きな力で感覚を刺戟する

のであれば,悲 しみよりも楽 しみと名指されるこ

とになる, というわけだ｣(BRUNO [EF:303/

183]). たとえ名指されなくとも, また強度に差

があろうとも,感情は相反する方向へと同時に揺

れ動いているのである.

そのように相反する感情がたがいのことを前提

としており,つねに同時に揺れ動いているのだと

すれば,それらは,ブルーノにしたがえば,実の

ところ同 じ一つの感情か ら生 じているという.

｢心の一つの感情から,憎むことと愛することと

いう相反する二つのものが生 じる｣(BRUNO [EF:

75/37])のである.すると究極的には,あらゆる

感情が唯一の感情から派生するだろう.その唯一

の感情のことを,ブルーノはプラトン主義および

キリス ト教の伝統にしたがいながら, ｢愛｣ だと

語る4). これについては,未完のままに残された

遺稿 『紐帯一般について』に,もっとも端的なこ

とばが兄いだせる.

〔--〕 愛はあらゆる感情の基礎をなす. 莱

際,まったく愛さない者は,怖れたり,望ん

だり,誇ったり,昂ったり,騎ったり,蔑ん

だり,答めたり,許 したり,譲ったり,競っ

たり,怒ったり,ほかこうした類の様態へと

触発されたりはしない.(BRUNO [vG :ⅠⅠⅠ])

また 『紐帯一般について』の別の一節では,相

反する感情の葛藤を詠った 『英雄的狂気』のなか

の-篇の詩 (BRUNO [EF:95/53-54])を引用 し

ながら,愛によって,絶叫と沈黙,楽 しみと悲 し

み,希望と絶望,不安と果敢,激昂と柔和,涙と

笑いといった相反する感情と結果が引き起こされ

ると指摘 している (BRUNO [vG :Ⅰ.9]). ブ

ルーノによれば, ｢愛とはすべてであって, すべ

てをなすのであり,愛についてはすべてを語るこ

とができるし,愛にはすべてを帰することができ

る｣(BRUNO [EF:355/215]) のである. した

がって,人間においてはその本性的な複合性のた

めに,愛という一つの感情がさまざまに分裂 した

かたちで,相反する両極へと同時に揺れ動 くとい

うかたちで,生 じるとブルーノは考えるのである.

感情の揺れ動きが,唯一の発端から生 じっっも,

相反する両極へと分裂するのであれば,人間は感

情を抱 くときにかならず葛藤を抱え込むことにな

る.ブルーノのこの洞察は,ある意味では,伝統

的な魂の葛藤の問題系に連なるものだろう.感情

の引き起こす葛藤という主題は,その系譜を辿ろ

うとするのであれば,ブルーノがはっきりと対峠

している拝情詩 とその註解 に到 るだけでな く

(NELSON [1958:15-162];SANTAGATA [1999:

141-172]),す ぐさま古代の哲学にまで遡ること

ができ (SoRABJI[2000:303-318];SpRUIT [2007:

135-137]),さらにまた中世の医学にさえ通 じて

いる (AGAMBEN [1977:5-35,130-145/23-65,

224-251];GIOVANNOZZI [2007]). とはいえ,

ブルーノはこの伝統的な主題を別の視座のもとへ

と移 している.というのも,発端を同じくしなが

らも相反する方向へと同時に揺れ動 くものとしてヽヽヽヽヽ
感情が理解されることにより,感情はその内部に

葛藤を学むものとしてたちあらわれるからだ.っ

まり,このとき感情の引き起こす葛藤は,理性と

感情との葛藤でもなければ,意志と感情との葛藤ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
でもなく,感情それ自体の葛藤なのである.

こうした視座のもとでは,もし苦 しみや悲 しみ

から逃れることを望むのなら,感情そのものを避

けるはかないだろう.どのような感情も,それが

楽 しみやよろこびであったとしても,同時にそれ

と相反する感情とともに揺れ動き,分裂と葛藤を

生 じさせる.逆に,両極へと避けがたく同時に揺

れ動 く感情をなんであれ避け,楽 しみでも苦 しみ

でもないその中問に安 らうとき,分裂も葛藤も消
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え去る. つまり,｢中間に保たれていて,相反す

るものの双方から離れているときには,徳の状態

にある｣(BRUNO [EF:107/60]) のである. こ

うして,アリス トテレス主義的な中庸は,むしろ

ス トア主義的な無情念の形姿を纏うことになる.

ブルーノが ｢満足せず,悲 しみもしない｣という

｢賢者 〔sapiente〕｣について語ることは, ここか

ら理解できる.

このようなひとは,善さものと悪 しきものと

を考察することで,そのどちらも運動,変異,

流転からなっている変わりやすいもの (だか

ら,あるものの終駕はそれと相反するものの

発端だし,一方の極端は他方の端緒なのだけ

ど)だと見なして,落胆 もせず,慢心 もせず,

性向をおだやかにし,よろこびに節度を与え

るんだ.それで,このようなひとにとって快

楽は快楽 じゃないんだよ.その終駕を現在と

してもっているからね.同じく,苦痛 も苦痛

じゃない.考察の力によってその終極を現在

にもっているためだ.こんなふうに賢者は,

変異 しうるものすべてを存在 しないかのよ

うに して,そうしたものは空 しくてなんで

もないものにはかな らない,と主張するん

だ.だって,永遠に対する時間の比は,ちょ

うど線に対す る点 のような ものだか らね.

(BRUNO [EF:101/56])

快楽 も苦痛 もおわりあるものだと考え,あらゆ

るものを空 しいものと見て, ｢賢者｣ はいっさい

の感情を静める.これは,感情をまえにしたス ト

ア主義の実践 (HADOT [1986:73];SoRABJI

[2000:235-240])そのものとも見えるだろう5).と

はいえ,｢賢者｣については,『英雄的狂気』のなか,

墳末な脱線の一つというほどにしか語 られない.

ブルーノが人間の至高の生のかたちとして積極的

に仔細に語 りだすのは,むしろ ｢賢者｣と対比さ

れるかぎりでの ｢狂人 〔furioso〕｣,すなわち,檀

限的な感情の葛藤を抱えたままに生きる ｢英雄的

狂気｣の生である.これは一見 して不可解なこと

と思えてしまうかもしれない.というのも,『英雄

的狂気』で描かれる ｢賢者｣の生は,これも前年
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に刊行された対話篇 『無限,宇宙,諸世界につい

て』(以下では 『無限論』 と略記) の序文書簡に

てブルーノが語 っている ｢真の道徳への真の道

〔viaveraallaveramoralita〕｣と - したがっ

てブルーノの考える人間の至高の生 と- ほと

んど同じものに見えるからだ (GRANADA [2002:

356-357]).

これこそすべてが流転する変異の理です.こ

れによれば,逃れるべき悪 しきものなどあり

ませんし,向かうべき善さものもありません.

無限の場を通 して,永劫の変異によって,莱

体の全体は同じ一つのままにとどまるのです.

この観想から (それにしたがうのであれば)

帰結するのは,いかなる外的な偶然 もわたく

したちを哀 しませたり怖れさせたりはせず,

どのような運命 もわた くしたちを快楽や希

望によって舞い上がらせたりはしない,とい

うことです.こうして,わたくしたちは真の

道徳への真の道をもっ ことになるで しょう

〔--〕.(BRUNO [IUM :39/32])

時間のなか,あらゆるものが流転することを認

識 し,偶然や運命に一喜一憂することをやめる.

たしかに, この ｢真の道徳への真の道｣ は,『英

雄的狂気』で描かれる ｢賢者｣の生そのものに見

えてしまう. しかしながら, 『無限論』 の序文書

簡にて語 られていることは,実のところ異なって

いる.たしかに,出発点は異ならない.すなわち,

時間のなかですべてのものは流転 し,い かなるも

のも永遠ではないのである. ここから, 『英雄的

狂気』の ｢賢者｣は,善さものも悪 しきものも相

対的であり,すべてを空 しいものと見ることにな

る. けれども,『無限論』 の ｢真の道徳への真の

道｣ではまったく逆に,すべてが善であり,あらヽヽヽヽヽ
ゆるものをいわば神的なものと見なすことへとい

たる.というのも,たしかに時間のなかであらゆ

るものは流転 し,そのために永遠のものではないヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
にせよ,この流転それ自体は永遠のものであり,ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ ヽ
そのかぎりで神的なものであるからだ.そしてすヽヽヽヽヽヽ ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ ヽヽヽ
べてのものは,まさに流転するからこそ,この流ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
転という神的なものに与 り,その神性を分有する
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ことになる.このとき,いちどは相対的なものと

見 られた善 と悪 も,ただちに絶対的な意味で善と

して捉えなおされるだろう. 『無限論』 の序文書

簡では,す ぐあとにこう語 られている.

すべてのものは至高善の動力のもとにあるの

ですから,わたくしたちが信 じ,想い,望む

べきなのは,ほかでもなくこのことで しょう.

すなわち,すべてのものが善さものから来て

いるように,すべてのものが善さものなので

あり,善さものによるのであり,善さものへ

向けてあるのです.善から,善により,善へ

と,存在 しているのです.その逆に見えると

すれば,それは現在ある存在のほかは把握 し

ない者にとってだけでしょう.建物の美 しさ

があらわれるのは,石や塗土や壁面といった

建物の小部分だけを見ている者にではなく,

全体を眺めることのできる者,部分と部分を

比較す る能力を もった者 にこそなのです.

(BRUNO [IUM:41/34])

すべてを空 しいものと見る ｢賢者｣の姿はどこ

にもない. ｢賢者｣ は, すべてのものの流転を,

いわば現在において - 相対的に- しか見

ていない.けれども,すべてのものの流転を,覗

在にだけでなく未来にまで見やるなら,つまり永

遠において - 絶対的に- 見 るなら,すべ

ては善さものであり,あらゆるものが神性を分有

しているだろう.まさしく 『英雄的狂気』で語 ら

れているように,すべてのものの流転は ｢下位の

水を上位の水と等 しくし,夜を昼に,昼を夜に変

えるのであり,それにより,神性はすべてがすべ

てを受容する仕方ですべてのうちにあり,無限の

善性は諸々の事物の受容力全体にしたがって無限

に伝わることになる｣(BRUNO [EF:51/23])の

である.

そうであれば,感情は避けるべきものではない.

もし時間のなかで流転するかぎり,あらゆるもの

が空 しいのだとすれば,それによって引き起こさ

れ,それへと振 り向けられる感情はすべて,空 し

いものでしかないだろう. ｢賢者｣ のように感情

を静めるのが望ましいことになる. しか し,時間

のなかで流転するからこそ,あらゆるものが神的

で善さものなのだとすれば,それにより引き起こ

され,それへと振 り向けられる感情は,空 しいど

ころか,まさに真筆で切実なものにはかならない.

たしかに,いかに真筆であったとしても感情は避

けがたく分裂 し,つねに葛藤を引き起こす.けれ

ども,流転によりすべてが善さものであると認識

したとき,この葛藤は少なくとも悪 しきものでは

なくなる.

ここで彼が示 しているのはだね,彼の愛は蝶

とか鹿とか一角獣 とかの愛のようなものじゃ

ないということなんだ.蝶とか鹿とか一角獣

なら, もし火や矢や民のことがわかっていた

ら逃げただろうし,快楽のほかはなにも感 じ

ようとしないだろう.でも,彼はこのうえな

く聡明にしてきわめて明敏な狂気に導かれて

いるから,涼 しさよりも火を,健康よりも傷

を,自由よりも束縛を愛するんだ.なぜかっ

て,この悪は,絶対的な悪 じゃなくて,臆見

による誤 った善に照 らしての悪だからだよ.

〔--〕 この悪は,永遠の眼のもと,絶対的

には,善 としてか,善に導 くものとして理解

されるんだ.(BRUNO [EF:127/73])

葛藤を抱え込むことになろうとも,感情が善さ

ものによって引き起こされ,善さものへと振 り向

けられることは,悪 しきことではない.むしろ,

善さものへと感情を振 り向けるとき,たとえ葛藤

とともにではあれ,それを享受できるだろう. こ

うして, ｢賢者｣ にはそれこそ狂気の沙汰としか

思えないにせよ, ｢狂人｣ は,英雄のごとく葛藤

のなかで生きながら,流転 しゆくあらゆるものの

神性と善性へとその感情を真筆に振 り向けるので

ある.

あの狼 ･獅子 ･犬の三っの獣の頑をもっ時間の

寓意に戻ろう. 『英雄的狂気』 のなか, ブルーノ

がこの寓意を語るときの特異さは,現在 という時

間を苦悶と捉えていることにあった.獅子の頑に
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よって寓意される現在という時間は,マクロビウ

スたちにおいては ｢行為｣のもとにおかれていた

のに対 して,ブルーノにあっては ｢苦悶｣のもと

へと移される. つまりは, ｢英雄的狂気｣ と名指

されるこの人問の至高の生において,現在の時間

とは苦 しみ悩まされる時間にはかならないという

のであ る.その理 由,その含意,その帰結 は,

｢感情｣ と ｢時間｣ をめぐるブルーノの思索の跡

を辿ってきたいま,ようやく理解できるだろう.

現在 という時間が苦悶のもとにおかれるのは,

感情の本性による.感情は,唯一の発端をもちっ

つも,相反する両極へとっねに同時に揺れ動いて

いる.どれほど楽 しみやよろこびを覚えようとも,

その対極にある苦 しみや悲 しみもまた同時に生 じ

ているのである.そのために,だれも現在に満ち

足 りることはできず,感情にはつねに分裂と葛藤

が兄いだされるだろう.感情がそれ自体のうちに

学んでいるこの葛藤は,たとえ ｢英雄的狂気｣が

人間の至高の生のひとっであろうとも,けっして

治まりはしない.けれども,少なくともそれは悪

しきものではない.時間のなかで流転するあらゆ

るものに神性と善性を兄いだす ｢狂人｣にとって,

そうした流転するものによって引き起 こされ,そ

れへと振 り向けられる感情は,悪 しきものではな

いのである.とはいえ,逆に言 うならば,悪 しき

ものではないにせよ,葛藤はやはり葛藤でしかあ

りえない.ただその葛藤とひきかえにして しか,

あらゆるものの神性と善性は享受できないのであ

る. ｢英雄的狂気｣ という生のなか,現在が苦悶

にはかならないとは,こうした意味においてだろ

う.

ブルーノの生前から死後にかけて,狼 ･獅子 ･

犬の三っの頑をもっ形象は, ｢思慮｣ の寓意にも

なっていく (PANOFSKY [1930:1-35] [1955:

151-164/156-169]).テ ィ ツ ィア ー ノ ･ヴ ェ

チェッリオの手によるこの形象の描かれた油彩

(Fig.3)に,｢過去によって /現在 は思慮深 く行

為する/未来の行為を損なわぬよう｣という ｢思

慮｣を示唆する銘が兄いだせることは,よく知 ら

れている6). またピェ リオ ･ヴァレリア-ノは,

｢現在を検討するだけでな く,実のところ過去 と

未来 も省察する｣ という ｢思慮 〔prudentia〕｣を
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語る折に,簡潔ながらすでにこの形象に触れてい

た (PIERIOVALERIANO [H:160]).それをうけ

てチェーザレ･リーバ も,後世の造形芸術に広範

な影響を及ぼした 『イコノロジア』 のなか, ｢思

案 〔consiglio〕｣の寓意の細部 にこの形象を組み

入れながら,｢思慮 〔prudenza〕｣をあらわすもの

と語 っている (RIPA [Ⅰ-1613:130])(Fig.4)7).

こうした ｢思慮｣ の趨勢のなかでは, ｢英雄的狂

Fig.3 ティツィアーノ 《思慮の寓意》
(1540-1570年代頃),油彩,75.6×
68.6cm, ロ ン ドン (イ ギ リス),

ナショナル ･ギャラリー所蔵

Fig.4 リーバ 『イコノロジア』

(1613年 シエナ版)より,

｢思案｣の寓意の挿絵



46 岡 本 源 太

気｣はその特異さ,あるいは異質さを際立たせる

ことになるだろう.ブルーノにとって,過去 ･現

在 ･未来という時間は,感情と行為の中庸を正 し

く洞察するという問題には還元されない8). む し

ろ時間とは,すべてを流転させるものであるかぎ

りで,たえざる苦悶の条件であり,また同時に幸

福の条件でもある.

実のところ,苦 しめられ悩まされるものとして

の現在は,ブルーノにとって ｢悪 しきものではな

い｣という消極的なものにとどまらない.より積

極的に,人間にとっての幸福の条件という意義を

もっている.というのも,時間のなかにいる人間

にとって,いっであれ葛藤が生 じるために完全な

享受がありえないということは,逆に享受がおわ

ることな く持続 しゆ くのを可能 にす るか らだ

(BRUNO [EF:419-423/256-259]). 流転 しゆく

あらゆるものの神性と善性を把握する ｢英雄的狂

気｣は,人間を葛藤のなかに生 きさせ ることに

よって,この持続す る享受を もた らす.それは

｢神々の幸福 〔felicitadedei〕｣にも比すべきもの

である.

事実,神々の幸福が描かれているのは,ネク

タルを飲んだことじゃなくて飲んでいること

によってだ し,アンプロシアを食べたこと

じゃなくて食べていること,食べ物や飲み物

に向けられる持続的な感情をもっていること

によってであって,そうした食べ物や飲み物

に満腹 して欲望をもたなくなることではない

んだよ.だから,運動とか把握にあるものと

して満腹するのであって,静止や理解にある

ものとして じゃないし,食欲をもたずに満腹

するようなこともなく,どうであれ満腹 して

ないのに食欲をもっなんてこともないんだ.

(BRUNO [EF:423/258])

現在に絶対的な享受を欠いていることこそが,

未来へと持続 しゆく享受を可能にする.そのため

に,ブルーノにあって ｢現在の苦悶｣は,つねに

｢未来の希望｣と一対のものとして語 られるので

ある (BRUNO [EF:99,111,193,etc./56,65,

112,etc.]).すべてのものの流転を生 じさせる時

間について, 『倣れる獣の追放』 のなか, ブルー

ノがエビテル (ゼウス)に語 らせていることばは,

ここから理解できるだろう.

わしらはつづ く未来の状態を考えよう.そし

て,普遍的な神格をほとんど気にかけていな

いかのようにではなく,あの 〔時間という〕

あらゆる善の贈与者にしてほかあらゆるもの

の配分者へと,わしらの心情と感情を飽 くこ

とな く振 り向 けることに しよ う.(BRUNO

[sBT:89]).

もちろん,未来を ｢希望｣のもとにおくこと自

体は,三っの獣の頑をもっ時間の寓意からすれば,

ブルーノだけに特異なものではない.すでに見た

ように, マクロビウス (M ACROBIUS [S:Ⅰ.20.

15]),カルタ-リ (CARTARI [IDA:81]), ピェ

リオ ･ヴァレリア-ノ (PIERIO VALERIANO [H:

324])においてもまた同じく,犬の頑は希望に満

ちた未来を寓意 していた.けれども,未来の希望

を現在の苦悶と一対のものとして理解することで,

ブルーノは特異なことにも,人間の幸福を ｢狂

気｣に兄いだす.っまり幸福は,感情の葛藤のな

か,苦悶と希望,現在 と未来のあいだで引き裂か

れたままに生きることにある.

さらにブルーノは,｢行 くのは高さところへな

のか低 さところへなのか,釆たるのは高 さとこ

ろからなのか低さところからなのか,向かうのは

獣的な存在になのか神的な存在になのか,それを

魂は,諸々の情緒から認識できる｣(BRUNO [EF:

199/115]) とさえいう9). 感情い かんによって,

人間はどちらへもかわりうる.人間を時間のなか

で引き裂 く感情の葛藤は,幸福への道程,すなわ

ちブルーノの言 う意味での ｢神になる｣(BRUNO

[EF:150/88])ための道程なのである.

註

1)狼 ･獅子 ･犬の三っの頭をもつ獣がときにセラ

ピス以外の神 (アポロ,プルー トー, ミトラ,ア

イオーンなど)にも帰属 されたという歴史的事

実 (PANOFSKY [1930:1-35] [1955:151-164/

156-169]; W IND [1958: 259-262/223-227];

ALBANESE [2002])は,ここではさほど重要で
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はない.というのも,ここでこの三っの獣の頭を

もつ形象が問題になるのは,ブルーノの思想に反

響 しているかぎりでのことだからだ.ブルーノ自

身はこの形象をいかなる神の名にも結びっけてい

ない. また, ブルーノに反響を残 した - 直接

にであれ間接にであれ- 典拠と考えうるマク

ロビウスの 『サ トゥルヌスの祭り』では,セラピ

スに帰属されている (M ACROBIUS [S:Ⅰ.20.13-

15]).

2)正確を期するのであれば,この形象が ｢時間｣の

寓意としてだけ見 られていたのでないことも,考

慮 しておくべきだろう (PANOFSKY [1930:1-35]

[1955:151-164/156-169];W IND [1958:259-

262/223-227];ARASSE[1997:227-232];CoHEN

[2000:53-61]).とはいえ,それら ｢時間｣以外

の寓意解釈については, 『英雄的狂気』 との明示

的な繋がりを兄いだせない以上,ひとまず措 くこ

とにしたい.ただし,この形象がアリス トテレス

的な ｢思慮｣の寓意 とも見なされたことは,ブ

ルーノによる解釈との対比において興味深いため,

のちほどあらためて触れることにしよう.

3) 感情についてのもっとも包括的な - 体系的で

はないにせよ- 思索を含む 『英雄的狂気』 の

なか,ブルーノはこれらの語のうちおもに ｢感情

〔affetto〕｣をもちいている. これらの語がはっき

りと定義されることはないものの,おおむね ｢情

緒 〔affezione〕｣は感情とほぼ同義にもちいられ,

｢情念 〔passione〕｣がより強度のある (しばしば

否定的な)感情を指 し,｢心情 〔core/cuore〕｣が

諸々の感情の総体を示 している,と言えるだろう.

もちろん,それぞれ ｢触発 /変状 〔affezione〕｣
｢受動/受難 〔passione〕｣｢JL､臓 〔core/cuore〕｣
の意味で理解すべき箇所もある.

4)遺稿の 『呪術命題集』 では, ｢すべての感情と意

志の紐帯は二つのものに還元されるのであり,そ

れらに依拠 している.つまり気概と情欲,あるい

は憎むことと愛することである.けれども,つま

るところ憎むことは愛することに還元される. し

たが って,意 志 の唯一 の紐 帯 は愛 で あ る｣

(BRUNO [TM :LVI]) と述べたあと, ｢愛｣ を

｢偉大なる神霊｣と呼ぶプラトン主義の系譜にブ

ルーノ自身が言及 している.また,いま引用 し

た 『呪術命題集』の一節にて,それぞれ憎むこ

とと愛す ることに言 い換え られている ｢気概

〔irascibilis〕｣と ｢情欲 〔concupiscibilis〕｣の語は,

その内実は異なるにせよ, トマス ･アクィナスと

のつながりを予想させるだろう (ブルーノが トマ

スについての論文により神学博士となった ドミニ

コ会士であったことを,ここに附言することもで

きる). そして トマスもまた ｢愛｣ をもっとも根

源的な情念と見ているのである (THOMAS [sT :

II-I.Q25]). したがって, もっとも根源的な感

情として ｢愛｣を見ること自体には,なんら特異

なものはない.とはいえ,ブルーノがここから導

いているのは,感情はそれ自体のうちで分裂 し葛

藤を引き起こすという,いくぶん特異な帰結には

かならない.
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5)ブルーノがス トア主義に直接に触れることは,莱

のところ全著作を通 してほとんど見 られない.た

だ し唯一 の例外 は,セネカである (GRANADA

[1999] [2005:259-277]). ブルーノの哲学に見

られるス トア主義の影は,おそらくそのほとんど

がセネカ経由だろう.とはいえ,このあとすぐに

見るように,感情をめぐっては,ブルーノはス ト

ア主義とまったく異なる方位へ向かう.

6)ジャン-クロー ド･レ-ベンシュティンとダニエ

ル ･アラスによれば,このティツィアーノの 《思

慮の寓意》でもまた,｢行為｣ のもとにある ｢現

在｣が強調 されて い る とい う (LEBENSZTEJN

[1973:837-838];ARASSE [1997:215-218]).そ

の意味では,マクロビウス以来の ｢時間｣の寓意

における ｢行為の現在｣という論点は,そのまま

｢思慮｣の寓意にも流れ込んでいるといえるだろ

う.なお,この絵画作品の制作年代に関しては,

シモーナ ･コ-エンの研究 (COHEN [2000:61-

62]) にしたがい, 一五四〇年代に制作されたも

のが一五六〇年代ないし一五七〇年代に手直しさ

れ,老人および狼 ･獅子 ･犬の頭部が描き加えら

れた,という説をここではとる.この説によれば,

｢思慮｣を示唆する銘は三っの獣の頭が描き加え

られる以前からあったことになる.とはいえ,加

筆の折に銘が消されなかったことを鑑みるなら,

この事実は三っの獣の頭が ｢思慮｣の寓意と見な

されうることを否定するものではない.

7) ェ ドガ一 ･ヴィントは,『イコノロジア』 に触れ

つ つ,三 っ の 人 の 頭 を もつ 形 象 を ｢思 慮

〔prudentia〕｣の寓意,三っの獣の頭をもつ形象

を ｢思案 〔consilium〕｣の寓意として整理 してい

る (W IND [1958:259-262/223-227]). けれども

実際には,『イコノロジア』の ｢思案 〔consiglio〕｣
の項 目のなか, リーバは, ピェ リオ ･ヴァレリ

ア-ノの名を挙げながら,狼 ･獅子 ･犬の三っの

頭をもつ形象を ｢思慮 〔prudenza〕｣の寓意だと

語っている (RIPA [Ⅰ-1613:130]).すなわち,こ

の形象は ｢思案｣の寓意そのものではなく,その

細部であり,それ自体としては ｢思慮｣の寓意な

のである.なお, ヴィント (W IND [1958:259/

224]) もエルヴィン･パノフスキー (PANOFSKY

[1930:29-30] [1955:163/168]) も明らかにし

ていないが, 『イコノロジア』 におけるこの形象

への言及は,一六一三年シエナ版よりまえの主要

な版 (RIPA [Ⅰ-1593:48] [Ⅰ-1603:85-86] [Ⅰ-

1611:97-98])には見 られない.

8)他方で,ブルーノにおける ｢思慮｣の概念 は,

｢紐帯｣つまり感情の問題系のなかで捉えられる

ものである (OsKIAN [2007]). その意味では,

たしかに感情の中庸を兄いだす ｢思慮｣の伝統的

な問題系に樟さす部分もないとはいえない.けれ

ども,すでに見たように,ブルーノにとって理想

的な感情の状態は中庸ではまったくないだろう.

9)このブルーノのことばは,すぐさまルネサンスに

おける ｢人間の尊厳｣というトポスを想起させる

だろう.ルネサンスにおける ｢人間の尊厳｣の ト

ポスを扱ったミゲル ･アンへル ･グラナダの模範
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的な研究 (GRANADA [1993])か らも取 りこぼ

されているが,ブルーノにおける ｢感情｣と ｢尊

厳｣の連 関 は,『紐帯一般 につ いて』(BRUNO

[vG:Ⅰ.4,ⅠⅠ.4,ⅠⅠ.12,ⅠⅠⅠ.18])にも見 られる

重要な論点にはかならない.
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