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アウグスチヌスの三位一体論的思惟について

村 上 一 三

アウグスチヌス智学は三位一体的 思惟の発展である。 ここで 三位一体的 思惟

と いうのは， すべて のものに三位一体的構造をみいだすこと である。 では三位

一体的構造とは何か。 それにつ い て ， アウグスチヌスは様々な表現で 語って い

るが r83問題集』では「存在するものはすべて ， 一つ にはそれによって存在す

る(const are) ものであり， 一つ にはそれによって識別される(discernere) 
(1 ) 

ものであり， 一つ にはそれによって 関わる(congrer e) ものである」 と 語って

いる。 存在するものは全体と して 一つ であり， 一つの本質， 一つ の生命 ， 一つ

の精神であるが ， 三つ のいわば位格(persona)をもって い るのである。 しかも

それぞれのペルソナは他のペルソナが 果すことが で きない独自性をもって いる

のである。 アウグスチヌスがすべ て の被造物のうちに， 尺度(mens ura)，数

( numerus)，重さ (pondus)をみいだした り， 規準(modus)， 形象(species)， 

秩序 (ordo)をみ いだす時， それぞれ三つのものは， 全体と して 一つ のうちに

ありな が ら， しかも独自のものであり， 第1のものは， すべて のものが そこか

ら存在する存在 の恨源的 原因を， 第2のものは， すべて のものが それによって

造られ， 何ら かの仕方で 形づくられる形相を， 第3のものは， すべて のものが

そのうちにお いて存在する恒常性を示して いるのである。 そして r83問題集」

で 語られて いる「それによって 」 と いう言葉は， 神の三位一体に対応 して いる

のである。 アウグスチヌスが ， その聖書 的 根拠 と しているのは， ローマ書 11章

36節の使徒パウロの言葉である。「万物は神御自身から ( ex ipso) ，神御自身によ

って (per ipsum)，神御自身において ( in ipso)存在する。」

ここで ，ex ipso とはそのものから万物が存在する根源的 原理であり，per ipsum 

とは， それによって 万物が 識別される形相的 原理であり， in ipso と は， それに

おいて 関係づけられる， 持続的 原理である。 そしてex ipsoは御父( Pat er) に，
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pe r ipsumは御子(F ilin s) に， in i pso は聖霊(S pi ritus San ctu s) にそれぞれ

対応しているのである。

従って被造的存在 の三位一体的構造の原因は， 神の三位一体に存 する。 この

ことは人間存在 の探究において ， 一層重要な 意義 をもっている。 アウグスチヌ

スはr創世記� 1章 26節で「我 は々人聞 を我々の像(i mag o) と類似(si usiltn do)

じよって造ろう」と神が語り給うと ころの「我今」という複数を神のペルソナ

の三位と 解 するのである。

そこから， アウグスチヌスの生涯にわた る探究の課題である「神と 魂とを知

りたい」という問題 が ， 実 は三位一体的構造の問題であるということが明らか

と な るのである。 つまり， 創造主な る三位一体の神と ， その似 像 として造られ

た三位一体的構造をもっ私の魂を知りたいということ な のである。

では私の魂のうちにみいだされる三位一体的構造と はどのような ものであろ

うか。 それについて も， アウグスチヌスは様々な 表現で、 語っているが『独自』

では理性 (ratio)が アウグスチヌスに次のように語っている。

「誰も知識によって悲惨にな らないと 君 は信じている。 それゆえ， 知性は人を

幸福にするということ が是認される。 しかるに生きている(vive re) ので なけ

れば，誰も幸福ではないし，存在する(esse)ので なければ，議も生きていない。そ

こで存在すること(esse)，生きていること(vivere)， 知解すること(intellige re)

を君 は欲 する(velle) のである。しかしな が ら， 君 は生きるために存在するの

であり， 知解 するために生きるのである。 それゆえ君 は君 が存在することを知

って お り(sci re )，君 が 生きていることを知って お り， 君 が 知解 することを知っ

ているのである。」

ごこで存在すること (esse)，知解 すること (intell ige re )，生きること(vive re) 

という三位一体的構造が指摘されるのである。しかも生きるということは， ア

ウグスチヌスにおいては， 意志 する(velle) ということ と類似 のものである。

というのもアウグスチヌスにと って 生命 (v ita) は何かへの関わりをもってお

り， 生命は本来意志 的 な もので、ある。 従って 生きるということ は存在すること

と 知解 すること と 関係づけているのである。また『告白』では次のように語ら

れている。「私は 存在し(esse )，知り(n osse)，意志 する(velle)。私は知りかつ 意

志 する者として存在し， 自分 が存在し， 意志 することを知り，また存在し， 知
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知ることを意志 する。」

このように， 存在すること (esse)， 知解すること(intelligere)， 生きること

(羽vere)とか， あるいは存在すること(esse)，知ること (nosse)，意志 するこ

と (velle)といういわば魂 における三つの位格は， すでにのべたような構造に

対応しているのである。 従って， 規準 (modus)とか尺度 (mensura) とは存

在的観点から， 形象 (species)とか， 数 (numerus)とかは認識的観点から，

また秩序 (ordo)とか， 重さ (pondus)とかは意志的観点からみられるもので

ある。

それゆえアウグスチヌスが人聞の魂 (animus)あるいは精神(mens)につい

て語る時， つねに三位一体的構造をもっ存在として把握しているのである。 だ

から， アウグスチヌスの存在論を語ろうとする者がまず注目しなければならな

いのはこの点である。

ところで， 存在， 知性， 意志 は， 一つの本質， 一つの生命， 一つの精神であ

りながら， 三つのものとして区別される。 しかしながら三つのものがいかなる

仕方であるかは決しで 判明なことではないが， アウグスチヌスにとって， 存在

と認識とは対立するものではなく， む しろ相補 的なるものである。 実際， 我々

が知るということは何か存在するものについて知るのであり， また知るという

ことは知ろうと欲するのでなければならない。 また欲するということが生じる

ためには， 何らかの仕方で， 知っているのでなければならない。 全く知らなけ

れば知ろうと欲しないであろうし， 少くとも知らないということも知っている

のでなければならない。

だから神を探究する場合， みいだそうと， たずね求めるのでなければ， 神に

ついて知るごとはできないが， しかし神をみいだしていないということを少な

くとも知っているのでなければ， たずね求めることすらしないのである。 この

ような言表は， プラトンの想起説に類似している。 しかしアウグスチヌスの方

法は神の似像(imago Dei)としての魂 の三位一体的構造に求められねばならな

いのである。 というのもアウグスチヌスは 「告白」の冒E員で次のように語って

いる 「主よ， どう か私に知らせ (scire)， 知解させ(intelligere)給え。 あなた

を知ること (scire)と呼び求めること (invocare)といず、れが先であるかを。

しかるに知らないで誰があなたを呼びもとめることができょう。」また「三位一
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体論』では次のように語っている。「たずね求めているものがいかに把握されが

たいものであるかをみいだすこ とができた者は， 何もみいださなかったと思わ

ないように， 把f屋されがたいものはたずね求められねばならなしミ。 それゆえ，

たずね求めていたものが把握されがたいものであるというこ とを把握するなら

ば， まさに把握されがたいものの探究において前進し， またみいだされるため

に， たずね求められ， たずね求められるために， みいだされるほど大いなる善

をたずね求める者はますます善き者となる限り， とどまるべきではないという

こ とでなければ， 一体なぜ こ のようにたずね求めるのであろうか。」

こ のよう にして， 神をたずね求めつつみいだし， みいだしつったずね求める

のであって信仰から知解へ ， 知解から信仰へ と限りない進歩がある。 実際， 魂

はその方へ 向けて造られた創造主に対して根源的志向性をもっており， こ の志

向性は知性と意志とを含んでいる。

それゆえ知f生 (inteJlectus) とかE里性 (ratio) とかいわれるものを， それに

よって「みいだすこ とJ ( invenire) であるとし， また意志 (voluntas ) とか愛

(amor) とか信仰 (fides) とかいわれるものを， それによって，「たずね求める

こ とJ(quaerere )であるとすれば， たずね求めるこ ととみいだすこと， 即ち信

仰と理性， 意志と知性とは相補 的に関係しているのである。

意志と知性とが相補 的に働くこ とによって魂 の内奥へ進む 。 とこ ろで人間の

魂 は不思議 なあり方をもっている。 外的世界に対しては外出し (distendere)，

内的世界に対しては内出し (intendere)， 創造主に対しては超 出 (extendere)

する。 今、 神をみいだそうとたずね求めるものは内的人間 に向わねばならない。

そうして魂 の内奥へ進む とき， 存在， 知性， 意志という三位一体的構造を基本

として， 様今 のあり方がみいだされてくるのである。 存在すること (esse)，知

るこ と (nosse)， 生きているこ と (vivere)， 知るこ と (scire)， 思惟するこ と

( cogitare)，記憶しているこ と(memihisse)， 知解するこ と (intelligere)， 意志

するこ と (veJle)判断するこ と (judicare) ， 疑うこ と (dubitare)等々

精神が思惟するものとして自己を知る時， 自己が生きており， 記憶し， 知解

し， 意志 し， 思惟し， 判断しているこ とを疑うこ とはできないのである。 なぜ

ならば， もし彼が疑うなら， 彼は生きており， i皮が疑うなら， なぜ 疑うかを彼

は記憶しており， 彼が疑うなら彼は自己が疑っているこ とを知解しており， ま
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た疑うなら， 彼が確かであることを欲しており， もし彼が疑うなら， 1皮は自己

が知らないことを知っており， さらにもし彼が疑うなら根拠もなく同 意すべき

でないと判断しているからである。 さらに彼が存在しないとすれば彼はいかな

ることについても疑うことはできないのである。

こうして， 魂の内奥に入ることによって， 上記のごとく， 様々 なあり方がみ

いだされてくるが， それらは無限の層をなしていて， その底は測りがたいほど

である。 しかしここで重要なことは自己が存在するということは疑うことがで、

きないということでbある。

かかる仕方は， デカルトの懐疑の方法に類似している。 思惟する自己だけを

絶対に疑うことのできないものとして自己存在の直接的な確証をデカルトはと

りだすのである。 しかるにデカルトは思惟する自己を思惟実体として， それを

哲学の原理としている。 しかしアウグスチヌスは， 疑っていることが確か予あ

る根拠， つまりどこから確かであるのかをたえずたえず求めているのである。

またアウグスチヌスにとって cogitareとは記憶に散在していたものを集めて，

形象としてみることであって， 記憶に刻印されたままの知は，nosseとして区別

されているのである。 識知( se cogitar巴)と存知( se nosse)とが区別される

ゆえんもそこにある。

ところで， アウグスチヌスは外的人間 から次第に内的人間 に向かえ過程にお

いて， すでに述べたような三位一体的構造がどのように成立しているかを探究

している。

まず我々 が何かある物体を見る時三つのものが識別される。 第一に見られる

ところの事物自体 ( ipsa res quae videtur)があり， 第二に視覚 ( 羽sio)があり，

これは感覚に提示された事物を感覚する以前 にはなかったものである。 第三に

それが見られる限りにおいて見られるところの事物に視覚を保つ， 精神の志向

性( animi intenfio)がある。

次に， 感覚される物体が取り去られる時， その物体の類似性が記憶のうちに

残る。 そこで， そこから形づくられたまなざし( acies)を意志 は再び記憶ヘ向

ける。 このようにして， 記憶( memoria )， 内的視覚( interior visio) ， 意志

( yoluntas)いう三つのものが区別される。

さらに， この記憶のうちに形象( species)が刻印されることから， そこから
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思惟するもののまなざし( acies) が生まれ， また意志は両者を結びつける。

こうして， 認識される物体の形象から認識する者の感覚のうちに生じてくる

ものがあり， このものから記憶のうちに生じてくるものがあり， さらにこのも

のから思惟する者のまなざしのうちに生じてくるものがあるのである。 従って

意志 は， いわば生みの親( parens)と生まれた子( proles) とを三度結びつける

のである。

このような三つの段階における三位一体的構造は確かに神の三位一体である，

御父， 御子， 聖霊に類似している。 しかしながら， いづれの段階においても何

らかの統一を三者はもっているが， しかし三者が本質において同ーのものであ

るということはできないのである。

そこで真に三位一体である御父， 御子， 聖霊としての神の場合についての探

究がなされねばならない。 アウグスチヌスは，r三位一体論』において， まず神

の三位一体とはいかなるものであるかを探究している。 ここでは多くを語るこ

とはできないが， まず聖書において， 御父，御子、聖霊の同等性( parilitas) と

均等性( aequalitas) が語られていることを指摘し， 御子の派遣( mis針。) をし

もべの形( forma servi) と神の形( forma Dei) とに区別して， その本質が同

じであることを語る。 さらに神は本質において一つでありながら， ペルソナと

して御父， 御子， 聖霊の三つに関係的に区別されるという事柄を追求しようと

する。

ところで， 神の三位一体が， それ自体としていかなるものであるかというこ

とは， 我々 の弱い知性によっては把握することはできなしミ 。 一つの本質にして，

三つのペルソナが関係的に区別される神の三位一体それ自体を我今 は把握する

ことはできず， 我々 が何か語るとしても， それ肉体を把握しているが故に語る

のではない。 かえって沈黙しないためである。 我々 は本質を類とし， ペルソナ

を種としと， 一つの動物， 三つの馬という 仕方で語るとしても， かかるものは

神の三位イ本といかに異ったものであるかを知るのである。 神の三つのペルソ

ナの区別は単に概念的なものではなく実在的なものである。

では御父， 御子， 聖霊は実在的にどのように区別されるのであろうか。

御父は神性( deitas) 全体の根源 ( principium)であり， そこから御子を生む

という仕方で根源である。 また聖霊は御子とともに発出するという仕方で根源
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である。しかしながら御父は、 いかなる意味においても生まれざるもの(ingenitus)

であり， あらゆるものが， そこ から発出する唯一絶対の根源なので、ある。

次に御子は御父から生まれたもの(genitus)である。 生まれた者は生む 者の

似像 (imago) であり， 御子は御父と本性を同 じくするという意味において唯

一 の似像である。 似像とは何よりも何かあるものの似像である故に， 関係的に

( relative)語られるのである。 そして似像は御父が御言(Verbum)を発出す

るというこ とにおいて関係的に語られるのであり， 御言はペルソナである。 い

うまでもなし こ の御言は言及されるこ ともできず， 音響し， 過ぎ去ってゆく

のでもなく， 御父とともにあったとこ ろの御言であり， 万物がそれによって造

られたとこ ろの御言である。 それは御父と同 じ本質であり， 常に不可変的であ

り， 常に御父御自身を語り給う御言である。 御父について諮るこ とは同時に働

き(operatio)なのであり， 従って御言は力(virtus)であり， 知恵(sapientia) 

である。 今やこ の御言が肉となったのである。

さらに聖霊は出で来る ( exire) のであるが， それは生まれたような仕方，

( quomodo natus )ではなく， 与えられたような仕方( quomodo datus)で発出

したのであった。 聖霊は御父と御子との両者Jから発出したのであって， アウグ

スチヌスが生まれたような仕方ではなく， 与えられたような仕方で発出したと

語るのは御子と聖霊とが， それぞれペルソナとして関係的に対立するものであ

って， 聖霊が御言と異って意志 にもとづく愛 の発出であるこ とを示さんとして

いるからである。 というのも， 聖霊は愛 であり， それは与えられたものとして

賜物 (donum)にほかならないからである。

神のペルソナについては多くのこ とが考察されねばならないが， アウグスチ

ヌスの三位一体論における言葉には詳細な研究の可能性を含んで、いると思う。

前 述のごとく神の三位一体， それ自体は我身の弱い知性によって把握するこ

とができないのであり， それは玄義(misterium)であるとアウグスチヌスは語

る。

そこ でアウグスチヌスのたどる道は創造主によって造られたものとして有し

ている類似性(similitudo)による道である。 確かに類似性による道は鏡をとお

して， 謎においてみる仕方ではあるが， できる限り， 明瞭にみいだそうとたず

ね求めるのである。
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アウグスチヌスは『三位一体論」の14巻まで探究をすすめて来て， 精神の最

も内奥において， 神に最も類似した精神の三位一体として記憶 (memoria)， 知
(24) 

性(intelligencla)， 意志 (voluntas)をみいだしている。 こ れらは一つの本質

(essentia) ， 一つの精神 (mens)一つの生命(vita)であり， また三つのもの

は相互に関係するこ とによって三つなのである。 しかも記憶はあたかも御父の

ごとく知性を， あたかも御子を生む ごとく生み， また意志はあたかも聖霊のご

とく傾きをもって両者を結び、つけているのである。

しかしながら精神のうちにみいだされる， 記憶， 知性， 意志の三位一体は神

における， 御父， 御子， 聖霊の三位一体に類似性をもっていると同時に， いか

に大きな非類似性( dissimilitudo)をもっているこ とであろうか。 アウグスチヌ

スは神と精神との聞で類似性をみいだせばみいだすほど， ますます非類似性を

もみいだすのである。 アウグスチヌスは類似性と非類似性のきびしい尾恨を登

りつづける。

こ の問題を神と人間 との聞で共通に語られる言葉(verbum)をとわして少し

考えてみよう。

我々 が肉体的感覚を通して， 外界の事象(res)を知覚するこ とによって， 感

覚の何らかの記録として事象の心像(imago)が記憶の奥の院に運dれ， 保持さ

れているし， また肉体的感覚によらずして， 内 においてイデアとして記'意に保

侍されている事象がある。

こ のように， 記憶が保持していたとこ ろのものから言葉が生まれる。 しかも

こ の言葉は音声として響く以前のものであり， 音声の似{象が思惟においておも

いめぐらさせる以前のものである。 従ってそれはいかなる言語でもないような

ものである。 こ うして内に生まれた， 内なる三葉を精神はながめるのであり，

内 において諮るのである。 しかもこ の言葉は記憶が保持していた知識と同じ種

類のものであり， さらにこ の言葉を概念(notitia)として誰かある人に知らせ

たいと思う時， 意味表示されるために， 何かあるしるし( signum)となるので

ある。 たとえば耳を媒介とする場合は音声となり， 日を媒介とする場合は文字

となるのである。 こ うして我々 の精神のう ちに生まれる言葉は肉体的感覚に対

して音節をもち， ある言語として， 物体的なしるしによって， 誰かある人に矢口

られるようになるのである。 こ れが外なる言葉である。
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また言葉は知性として内 に抱かれたものを外 に概念として生みだされた子の

ようである時， 意志とか愛 とかは， まさしくたずね求める者がみいださんとし

て， そのものへ 結びつけようとする欲求として働くのである。 たずね求める者

はすべて， 知ることを欲しており， 欲することによって内 に抱くのである。

それゆえ， 我々 の言葉の発出においては意志 が同伴するばかりか， まず精神

が記憶においてながめようと意志 することがなければならないとすれば， 意志

することが， 言葉の発出に先行しているともいえるのである。

このように言葉をめぐって， 記憶と知性と意志とは深い関係をもっているけ

れども， 我々 人間の場合， 三つのものが全く同等性をもっということはできな

い。 というのも精神が言葉を生む時， 内なる言葉がふさわしい音節や文字によ

って外なる言葉として表現されない場合があるし， また外なる言葉が語られで

も， 内なる言葉は生まれていない場合もある。 このような場合， 詐欺や不和や

誤解が生じるのである。

しかしながら， 神における言葉の発出にはこのようなことは生じなしミ 。 とい

うのも神の言葉は事 象(res)そのものの原因であり， それによって万物は造ら

れたのである。 実際神は「光あれ」と言葉を発することによって， 光そのもの

を， 無から存在せしめるのである。

また神においては， 言葉としての御子の発出には意志は同伴しないのである。

なぜ ならば神が意志 することによって御子を生んだとすれば， 御子は御父の意

志 によって神であって， 白己の本性によって神であるのではないことになるか

らである。 また意志 に反して御父が御子を生んだとすれば神は悲惨なものとな

るであろう。 しかし， このようなことは最高の三位一体においてはありえない。

また我々 は精神が生んだ知性(intelligen!ia)としての言葉によるのでなけれ

ば， 我々 は認識することができない。 しかし神において， 御父は御子によるの

でなければ， i卸白身をも， 御子をも， 聖霊をも認識できないということは決し

てない。

このようにアウグスチヌスは， 神と魂との問の類似性と非類似性をみいだし

ながら探究を進めている。 ところで類似性と非類似性との接点になるものは，

r教師論」で語っている， 内なる人間 に住み給うキリストであろう。 内なるキ

リストこそ言葉であり， それは 「私」のうちにあって， しかも「私」を超えて
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いる。 そして， 内なるキリストにおいて， 三位一体としての神と人間とは把握

されがたい仕方で， 結びついているのであろう。
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