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教養と発明
一一一

教父時代の哲学と神学
今

道

友

信

この論考の主題は， もともと第2 0田中世哲学会に於ける， 神学と哲学の
関係に関するシンポジウムに際し九州大学教授(当時南山大学教授)稲垣
良典氏が中世に就いて， また聖心女子大学教授エリザベート・ゲスマン夫
人が主としてフランシスコ会の伝統に力点を置きつL哲学及び神学の概念
の史的変遷を問題としたのに並んで， 教父時代に関する問題を私が担当し
て 提題者の一人となった時に提出した問題である。 由来， 私の思ふところ
では， 体系は歴史を形成するものであるがゆゑに， それは決して歴史以前
にとどまるものではなく， 歴史を通じて超歴史的領域に歩み出る営みであ
る。 従って， 歴史研究は単なる過去の再現ではなく， 過去に於ける有意味
的契機の発見であらねばならない。 すなはちそれは過去に於ける意味群の
結晶体であるところのテキストを通じてしかなされ得ないことである。 そ
れゆゑ， 徒らにテキストから隔たることはテキストの研究を終へた後でな
い 限りは非歴史化の象徴である。 すなはちそれは歴史以前への退化に他な
らない。 それゆゑ， 一般的な課題としての「哲学と神学の関係」に就いて
教父時代に於けるその問題の歴史的状況を再現するにとどまらず， その有
意味的契機を発見し，

r教養と発明Jといふ体系的解答を企てるに際して

も， 漠然と教父時代を達観するだけの資料的準備がないから， 範囲を限ら
うと思ふ。 すなはち， ギリシア教父からニュ ッサのグレーゴリウス， ラテ
ン教父からアウグスティーヌスを取り上げ， 教父の二大系列に於ける典型
的思索家の原典解釈を介して， その時代に提起せられた問題の中で現在も
意義深い構造を持つものを選び出し， 課題を非歴史的にではなく， 歴史的
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にとどまることもなく， これを越えて超歴史的な方向に迄塑及さ せ て み
Tこし、。

1

哲 学の理想

ニュ ッサのグレーゴリウスに至って完成を見たと思はれるものはプラト
ニズムとキリスト教との人間教育に於ける融合である。 それはすなはちパ
イデイアといふ古典的理念として完成をみた哲学的教育観と救済といふ宗
教的理念に由来する神学的教育観の最初の見事な一致であり， 次の世界に
展開をみる修道院的教育の理想やキリスト教的ヒュ ーマニズムの結晶への
過程の最初の踏み出しとして， ギリシア人のポリス， ローマ人のインベリ
ウム， ヘレニズム時代のユ ダヤ人のポリテウマの自らなる統合， 完成を暗
示するものであった。
しかし哲学はパイデイアを果たしてそれ程までも理想とするであらう
か。 哲学の関心事は「自己自身の発見J I正確なる定義J

I価値の定立」

「存在の解明J I真理探求」 であり， それらはし、づれもプラトーンやアリ
ストテレース， プロティーノス等の文献に頻出する術語であり， しかもい
づれもパイデイアとは深い関係が直接的にはなささうに思はれる。 そこで
我々としては， 哲学的営みの目的が果たして何であるかを知らなければな
らない。 少なくとも正統的なプラトン哲学に於いて何と考へられていたか
を極く手短かに反省してみなければなるまい。 周知のようにプラトーンは
自己の哲学の理想像として， 自らの師であるところのソークラテースをし
て語らしめるところから著作活動に入ったのであるが， その対話の課題は
概ね成人の理解追究すべき道徳的価値(正義・徳・節制・勇気など) であ
り， 決して直接に教養としてのパイデイアがその中で高い位置を占めては
ゐないと考へる人もゐょう。 しかし「国家篇」のやうに， また，

I法律」

でもさうであるやうに， プラトーンには青少年の理想的教育を最大の関心
事とみなしてゐる書物もあるし， 何よりも自らアカデメイアといふ学園を
経営して幾多の俊才を各界に送ってゐた。 これをみてもプラトーンの哲学
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が外面的にもパイデイアと関はりをもつことは明らかであり， 事実を精細
に調べればソークラテースは円熟した徳の保持者として現はれはするが，
対話の多くは， 如何にして真実の生活に達する可能性があるかといふ， ソ
ークラテースの言論と行為による青年に対する教育なのである。 プラトー
ンに於ける教育の重視は， 実は人間の哲学的完成としての「神との一致」
( óμO{Iωσ"

{}吋zα吋τò ðúvα!"ov) を目指すがゆゑであり，

その意味で

は，

プラトーン の哲学の理想は 彼自らが書く通りに 「神の一族となるこ
)
とJ(el， {}ewv réν0' &cp，，，vürJ{}αt) に他ならないが， これこそ人聞を教育

して神に親しき者とすることであり， この考えをキリスト教的に継承した
ニュ ッサのグレーゴリウスでは， I神の友となることJ(!"ò CPo.OV réveσ0αt

? という言葉が明らかに示すやうに， 彼に於ける「神との一致J

he

(仰叫

ωσ"

{}eφια吋!"ò ðúνατov) では神とは類を異にしつつもそれと友にな

ることが人間の目的であった。 すなはちプラト ニズムに於いては極端に言
へば人間神化が語られるが， グレーゴリウスの場合， 神との一致は直ちに
神化ではなく， 友たることにおける神と人との一致であり， かかる一致の
保証として恩寵であるところの神顕 ( {}WcpαvJα〉 による導きが必要であ
った。 かうして神及びその予言者を教師としてその教示の下に果たすべき
パイデイアの体系が新たに意識せられることになる。 このことに関して我
々が注目しておかなければならない記事が創世記第三章にある。 蛇にそそ
のかされて智慧の木の 実を食したア ダムと エヴァは，

その裸体を恥ぢて

いちぢ〈

無果花樹の葉を綴って裳を作ったが， 神に斜められいよいよ楽園を追はれ

ることとなった。 その時エホヴァは， 二人を楽園から追い出すに際して今
かお

迄の祝福とは異なって， 彼ら二人の将来の悲惨を予言し「汝は面に汗して
つひ

食物を喰らひ， 終に土に帰らん。 その中より汝は取られたればなり， 汝は
ちり

(5)

ちり

塵なれば塵に帰るべきなり」 と言ひ っつ「アダムとその妻の為に皮衣を作
き

(6)

りて彼らに衣せ給へりJと言ふ不思議な優しさを示してゐる。 この神の与
えた皮衣については， 古来いろいろな註釈家が説を立ててゐるが， ヴァレ
γティヌスの考へでは， 人間の肉体が， 人間の真の本性とは既にして異な
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あかし

っている証であるとみてゐる。 オリゲネースは象徴的解釈を通じて復活す
る筈のエーテル的肉体と地上の肉体とを対立させてゐる。 ニュ ッサのグレ
ーゴリウスは多くの点で最初の頃はかかるオリゲネースの解釈に啓発され
るのであるが， やがて殆んど全ての分野に於いてこの先輩を凌いで別様の
独自の解釈を打ち立てて行くやうに， この問題に関しても又さうである。
グレーゴリウスは，

人間の原初的 な姿は神の 肖像である筈なのに，

今や

ア ダムは死すべきものの皮衣によってまとはされている。 これは， 神の像
が今や肉の醜さによってかくされていることに他ならない。 それゆゑ， 神
の像としての人聞は， 悲惨な地上を離れて行かねばならない。 何故かと言
へば人聞が罪の後追放された場所がこの地上だからである。 従って， この
後 ， 肉 の交を脱 ぎ捨てて皮の衣を， すなはち， 肉的精神の衣を脱がなけれ
ばならないのである。
この問題は人間学の問題ではなく， 改宗の問題である。 しかしながら，
その言ってゐる意味は明らかであると思はれる。 これはプラトーンやプロ
ティーノスの哲学の目的が， 精神を肉体から解放して霊として神の一族と
なることを哲学の理想としていたのに対 し， グレーゴリウスは人聞が自己
を解放しなければならぬのは， 肉体からではなく皮衣にふさはしい人聞の
動物的条件から精神を自由にすることであ
、 った。 従って， プラトーンの哲
学を継承してゐるとはし、へ， グレーゴリウスの場合は， 虚偽の認識がつき
まとふところの認識論的悪たる肉体を捨てることが， 知の主体としての精
神によって目的とされたのではなく， 動物的な状態、に堕ちた人聞がその肉
体を捨てるのではなしに， 動物的な状態から解放されて皮衣を脱いだ元の
人聞の姿， すなはち肉体を持てるままの人の姿で神の友となるといふ違ひ
がある。 ここに人間全体の笑存的上昇としての教養の意味がある。 それゆ
ゑ， 彼に於けるやうに， 教父に関する限りは哲学的に理論化されてのキリ
スト教では， 神学と哲学の区別はなく， 無学に近かったキリスト教が学的
反省、を加えられるにつれて神学的哲学が成立してきたので、ある。 固有な意
味での神学とは， 教父時代に於いては神の自己啓示， すなはち， 神顕の極
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みとしてのキリストについての学説(キリスト論〉のみではなからうか。
このやうな傾向は， 思弁的性格のギリシア教父に於いては， ニュ ッサのグ
レーゴリウスにその典型をみる如く， 甚だ顕著であって， 例へば後代の神
学者であ
、 れば，

‘i
m t ai t oi Ch r sti '
i すなはち， キリストを模範として人生

を形成するといふべきところを， 預言者としてはモーゼを論ずることとキ
リストを論ずることとにあまり大きな差はないかの如くであり， モーゼを
模倣することによって人間の理想は達成されるといふ程である。 キリスト
はただ， かかる自然、的な営みを超自然的な域に迄高める保証的存在とみら
れると言ふ も過言ではない。
その結果として，

I哲学の営みは神との一致乃至同化である」とするプ

ラトーンの理念でもって「自己の肖像として人聞を創造した」といふユデ
オ・キリスト教的な神の創造論を基本とする人間観を解釈しつつ両者を結
び合はせて， アノー ・ カトーの統ーを完成することができたのであらう。
従って， プラトニズムと旧約神学の接点といふところにグレーゴリウスの
著るしい特色があり， 神秘思想、(ミュ スタゴー ギア)といふ如き問題も出
て来る次第である。 しかし これはあくまでも理性的思弁による論理的必
然(アコルテイア) の探求なのであり， 啓示といふ歴史的事実の現象的可
能性を論理的に明示しゃうといふ形式に於ける思索なのである。
2.

テオロギアとテオロギケー

それゆゑ， ニュ ッサのグレーゴリウスの試みるところは， 純粋に神に関
する思弁であり， 神に関する歴史ではない。 その意味でここにはテオロ ギ
o a i はなく，
ア t he ol g

(10)

テオロギケー the ol g
o këがある。
i
といふことは

何を意味するか。 周知のやうにアリストテレースは単なる神に関する伝承
乃至歴史的記述をテオロ ギアと称して学問の中には入れず， こ れ に反し
神的存在の論証に関する学聞をエピステーメー・テオロギケ- e pist ë
më
t he l
o g
o këすなはち，
i

神学と呼んだが，

グレーゴリウスの試みが神の歴
あと

史より歴史的イメージの断絶的連続を介して神の跡を論理的に辿るといふ
のである限り， 彼の思弁はアリストテレースの伝統に従ふならば， 確かに
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テオロ ギケーとして第一哲学でなければならず， タ ・ メタ ・タ ・ピュ シカ
(形而上学)であらねばならず， 当然の帰結として哲学も神学も区別され
る筈はない。 およそ人間である限り， 自己の知らなければならない道を，
知性に恵まれた人ならばその恵みに対 する責務として， また文化的恩恵に
浴したならばその恩恵から生ずる社会的義務として， 反省的に論証しなけ
ればならないが， さうし、う知識人の必須教養として旧約聖書と ギリシア哲
学， あるいは神学と哲学はひとつであり， ひとつのものとして全人類の道
標となるパイデイアである。
3.

パイデイア

ニュ ッサのグレーゴリウスに於いて， 人聞が成長する為に持たなければ
ならない教養としてのパイデイアは前述のやうに， 具体的には旧約聖書と
ギリシア哲学であると言ってよい。 しかし， それならば， その証拠はどこ
にあるか。 いふ迄もなく彼が預言者モーゼを人間の理想として立てたこと
からして明らかである。 周知のやうにモーゼは， 神に呼ばれる迄， 当時と
して最新の知識であ
、 ったエジプトの学聞を身につけてゐたが， 特にその管
理社会に於ける法律的な知識を駆使して神の言葉を契約と命令として地上
にとどめることに成功した。 ニュ ッサのグレーゴリウスは自らこの人を模
範とすることによって， この命令と契約が， 人聞の内的な， 自発的な探求
を通じて， 実は自己の願望であり決断であることを論証しゃうとしたので
あり， いはばモーゼが律法に具体化した神の言葉を哲学の中に概念、化して
理論づけたと言ふことができる。 しかしそのことが可能であ
、 った所以は，
彼が模範としたモーゼすら， ある一つの人格の予表に過ぎ、なかったと言ふ
ことである。 それは誰であるか。 言ふ迄もなくキリストであるが， そのキ
、 ーコ‘ス(教育者)と呼
リストのことをグレーゴリウスは他ならぬパイダゴ
び， パイデイアがそもそも何を誰のもとに学ぶものであるかを明らかにし
てゐる。

周知のやうに ニュ ッサのグレーゴリウスは基本的にはプラト ニストであ
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りながら， 人間の行為に聞はる自由の問題については， アリストテレース
のプロアイレシス説に影響を受け， 悪の起 源を人間の決断に置こうとして
ゐる。
教師としてのキリストの教育内容は言ふ迄もなくその言行を記録した新
約聖書にある。 そして新約聖書の精神は， モーゼに於いて具体化された神
の言葉の地土的形態としての律法を越えるものてあ
、 った。 それは律法を否
定するのであるか。 キリストが神の子である以上自己を準備した律法を否
定する筈がない。 それならば，と言って律法のままであるならば，モーゼと
キリストとの聞に教師としての点に於いては何ら差はないと言はねばなる
まい。 それでは何者かを更に提として古き律法につけ加えるのであるか。
もしさうであれば， キリストは単に新たなるモーゼに 過 ぎない。
おきて

こ』ま

きた

こ』ま

きた

rわれ
かえ

律法また預言者を設つために来れりと思ふな。 致たんとて来らず， 反って
成就せん為なり。」

とキリスト自らが山上で明言したやうにキリストの教

えは管理社会の生活規範として縮小せられてゐた神の言葉を人の心に映し
のほ

昇らせ， 内心からの喜 びとして強制を自発に変質させることであった。 例

へば「汝らの仇を愛し汝らを責むる者のために祈れ。」

と説くところを

見ても明らかなやうに， 律法の成就とは神の言葉が人間の善の最低限を示
すに過 ぎなかったのに対 して， その最高形態を積極的に示すことであり，
それは管理社会の体制jの下で過失なしに生きる為の外的な手がかりを残し
つつ， しかしそれにとどまらず， 内的世界の善を示すことに他ならない。
このことこそ， ニュ ッサのグレーゴリウスが志向した問題， すなはち， 法
律を哲学に高めること， 事 物を観念に高めることに他ならない。 従って，
旧約神学とプラトニズムの接点にグレーゴリウスの著しい特色があると述
べたことは歴史と論理， 律法とイデア論， ポリテウマとポリスをキリスト
の人格の写しとしての哲学に止揚することに外ならない。 ということは繰
り返しになるが， 神学と哲学のパイデイアとしての一致を物語る。
4.

ギリシア教父の特色

グレーゴリウスの思想を中心としてみたギリシア教父の特色は次の三つ
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の概念によって示される。
付， dμ0/1ωσ'<:。 イソテースと|司じではない。 つまり， 神と神の一族となる
といふ風に神と己れを同格化するプラトン的ホモイオーシスではなく， 神
と友となるといふ類縁的ホモイオーシスが自覚されてゐること。
同，

&ICOÀOU{}εí，α。

ベイタルキーア(忍従)， アナンケー(強制〕ではなく

必然性の論理的認識の啓示的歴史の論理への還元， その意味では地上的現
象の歴史的， 物理的秩序を観念の価値的秩序に変換して理解すること。
同， éρμ甲νεfα 。 イオーン的霊感の芸術的伝達 としてのプラトーン的へル
メーネイアではなく， 神の言葉を具現しているそーゼの如き範例を解読し
て内心に於いて神の言葉に回帰する為のへルメーネイア。
この三概念を通じてギリシア教父に於けるパイデイアは自然人から神へ
の立ち帰り， 神に対 する人間の回帰であると言ってよい。
5.

方法的に析出された発明

上に述べられたやうな回帰乃至上昇の一つの道の理論的発展をもたらす
ものは何か。 その方法論的反省の結果， 更に独自の成果が達 成せられるの
は私のみる所ではヲテン教父の白眉としてのアウグスティーヌスに於いて
である。 意外に思ふ人が多し、かとも思ふが， その方法論的自覚の最も明確
に示されている書物は題名からみてそのやうなことの期待できさうもない
所の『思寵と自由意志について』といふ長文の24章に亘る書簡である。 WE t
si c di spu t asse ， ut non magi s ego ， qu am di vi naip sa S crip tur a vo bi scu m
o
l cu t a sit eir denti ssi mi s te sti monii s verit ati s (そしてまた， 私の論じ方
は， 私が話すといふよりもむしろ， 聖書自体が真理に関する最も明らかな
証拠を示して， あなた方と話し合った， といふやうな仕方であ
、 ったと思ひ
ます) .Jlこの短い文章に示されてゐる方法は甚だ意義深いものがある。 そ
れによると彼の思索の方法は， 自らの意識の地平の上に普遍的具体者とし
ての問題提起者， すなはち， 問題を共通とする一般の人間と scrip tur a す
なはち聖書に具体化せられてゐる神の言葉との対 話が行なはれるやうにす
ることで‘あった。 そしてここで注目すべきことは， 三者すなはち， 聖書も
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平均的普遍人も自己も既に神によって創られ与へられた存在者 で あ る か
ら， 思索そのものには創造がないといふことである。 しかし， それならば
理性の課題としての思索には新しい創意に溢れた躍動は最早ないのであら
うか。 さうではない。 如何に問ひ， 如何に聖書の言葉の教示を組み立てて
行くのか， すなはち， 自己の意識の中で， つまり独自の文化的背景及 び人
間的体験を持つ自己の意識の中で， 普遍的人間の理性の疑ひに満ちた問ひ
と， 真理の断片として予在する聖句を弁証法的に対話せしめる と い ふ 言
語の次元に 於ける 真理の言語的組み立てを如何に 構築するか といふ発明
Ci nv enti o ) に人間の理性の独創的営みがある。 創造C c reati o )からも製
i nv enti o )の意義は甚だ大きい。
造Cprod u c ti o)からも区別される発明(
これについてはその方法的価値に関して�De d octri na Ch ri sti anaJとし、
ふ著作に於いて論ぜ、られる所も多いが， 今我々はこの言語的次元に於ける
真理の発明に関しての， 方法的自覚が最も明瞭に現はれてゐる『恩寵と自
由意志について』 から具体的な問題を抽出して考察を深めてみたい。
めぐみ

例へば， 誰かが問ふて， 聖書には「汝らは恩恵により， 信仰によりて救
これ

よ

おとなひ

たまもの

ょ

はれたり， 是おのれに由るにあらず， 神の賜物なり。 行為に由 る に あ ら
ず， これ誇る者なからん為なり。」

とあると言って「信者にとっては善行

は必要ではなく， ただ信仰だけで十分なのだ」 と主張するならば， 一方で
はまた逆にそもそも「信仰と善行とは無関係であり， 善をなしとげるには
自分達の力だけで十分である」 といふ意見も生じるかも知れな い と す れ
ば， 一体そのやうな時に我々はどうすればよいのか。 アウグスティーヌス
の先程の方法論的自覚によれば， このやうに聖句と人間的な疑問とを対話
させつつ次第に言語的関連を辿って考へを進めるといふのであるから， こ
のアポリアに際してもまた予在する聖句に頼る外はない。 アウグスティー
ヌスはただちに「我々は神の作品にして神の予め備え給ひし善行に於いて
歩むべく， キリストイエズスに於いて創造せられたるなり」 と附言するパ
みわざ

ウロの言葉をヲ!\，、てゐるが， これによると神の御業である我々が神の御業
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であるキリストを介して， 神の御業である善行に向かふといふ動向が明ら
かになる。 といふことは人聞に於ける善とはそもそも何であるかといふこ
とについて深い省察を強いるものである。 善とはこれによれば神の御業か
ら神の御業への神の御業であるものの飛躍である。 この飛躍があるといふ
ことは， また飛び越されなければならない空虚乃至亀裂の存在幸子意 味 す
る。 従って善の否定としての思の存在に罪は由来するとみなければならな
い。

�神国論』 において悪魔をも利用する神といふ表現があることも， こ

の事実を裏書きするものである。
6.

哲学と新約神学

さて， 前述の「我々は神の作品であって， 神が予め備え給ふた善行の為
に， これにそひて歩むやうに， キリストイエズスに於いて創られたものだ
わぎ

からである」 といふ意味のエベソ書の言葉は「信仰が人の業によるのでは
ない。 かくて誰もかりそめにも誇ることができないやうになっている」 と
いふ言葉に続いてゐる所から見れば一体如何なる意味連関が隠されてゐる
のであらうか。 アウグスティーヌスは「人の業によるのではない。 」とい
ふことを説明して，

わざ

I業とは人間である汝自身によって汝に生じてくる所

の汝の働きのことであるが， しかし その汝の業はもともとそれが行われ
るやうにとその主体として神が， 放を組み立て形作り創造したJ Cnon ex
o perib us d ic tum ， tan q uam tu is ex te i pso tibi exi s ten ti bus ， s ed tan q uam
(17)

his in qui bus te D eus fin xit， id es t fo rmav it et c reav it. ) と言って，
業とはさうし、ふものでなければならないとしている。 このゆゑにこそパウ
ロは， 我々は神の作品であって善行の為にキリストイエズスに於い て創造
せられたものである， と言ふのである， と続け， その次に極めて大事な次
のような言葉た述べる。 すなはち， non il la c rea tion e q ua homin es faci t
s um us ， s ed ea d e q ua il l e d ic eba t，

.qui uti q ue jam homo era t， co r

m und um c rea in m e， D eus CPsa l . L 12); et d e q ua dici t a pos tol us ， si
q ua g
i i tu r in
s un t nova .

Ch ris to nova c rea tura ， v etera transi erun t ， ecc e fac ta
Omnia a utem ex D eo . 01. Co r. v . 17， 18)ここでパウロの
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言う創造とは， 我々人間が創られたあの創造で
であつた所のものが， すなはち「神よ， わがうちに清き心を創り給へ
ダヴィテが唱った あの創造のことである。 これに関しては，

1

j1

また使徒も

「それゆゑ， もしもキリストに於いて在る人がし、れば， それは新しい被造
物である。 古いものは移い行き， みよ新しきものが造られてゐる。 しかし
(19)
それらは， すべて神から出たことである。」 アウグスティーヌスは続けて，
我々は「善行の為にこそ組み立てられ形成せられ創造されてゐるが， その
善行とは我々が準備したものではなく， 我々がそれにおいて歩むやうにと
神が予め備へ給ふたものに他ならない」 と言ふ。
従って， これで見ても分るやうにアウグスティーヌスの体系 に 於 い て
は， 神と人との相互契約の発展史といふ旧約聖書の理性的理解 と い ふ 形
で， 人間の歴史を通じて旧約聖書に接点を求めた哲学， といふ形の神学は
皆無ではないけれども， 少なくも新しい意図として， キリストを恩寵に於
いて捕へ， 新約聖書に接点字ピ求めるといふ形の哲学としての神学が作られ
てゐる。 それは恩寵としての信仰を新しい創造と見る創造論の拡大を介し
て内的な間ひに屈折せしめられ， 存在論的には無である所の悪の道徳的実
在を論証すると共に， 新しい形の倫理神学が考へられている。 それは， 善
き行為とは丁度神学的弁証論が方法論的に自覚された時に， 神学的思索と
は人聞が言葉を創造するのではなく， 与えられた聖書の語句の組み合はせ
の発明C n
i ven ito )による問題解決で、あったのと同様に，

我々が所与存在

たる我々自身と神の用意したキリストに於ける善行を状況の要求と共に組
i v en ito )することによりひとつの行為を実現し，
合はせて行く事を発明C n
亀裂としての無である所の悪を越えて行くことで、あった。 しかし， それは
度々繰り返したやうに彼の哲学が常に新約神学との接点を求めるといふこ
とに他ならず， それは純粋論理が， 断片的集結といふ形ではあれ， 個々の
聖句といふ， 結局は歴史的人格であるところのキリストといふ啓示の歴史
性に従属する傾向を生み， 論理に対 する歴史の優位が成立する恐れもない
わけではなかった。 しかし， アウグスティーヌスに於いては， それがロゴ

'n
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スとエートスとの相加に転嫁しないです
、 む限定があった。 それが失はれた
時， 事実とし てのエートスは， 事実としての啓示に神の婿理として収数せ
しめられ， 創造による所与とし ての人間の新しき創造によって可能となる
エートス超越としてのi nven ito であるところの思索も行為も， それこそ
が神に接する道であることが忘れられ， 哲学は哲学史になるであらうし
神学は啓示的情報の整理学に堕するであらう。 今の世の姿はその意味では
十三世紀にもあったと思はれ， その点では教父の時代は新鮮である。
テオロギケーへの意向

7.

l gikëと改め
このことは場合によっては， 今日でもt heo logi a と theo o
て区別する必要があるといふ事実た暗示するものである。 前述 し た や う
に， 神の系譜とか歴史とか物語を集録した史的情報の整理された大系を，
アリストテレスは theo logi a と呼 び， これを全くのところ学問(エピステ
ーメー〕とは考へず， 自らがその初期の断片以来求めて止まなかった神の
存在証明としてのこつの道

ひとつは不被動の動者を論証する外的証明

一一

とし ての五つの道で， 彼が『形而上学� 13巻で行なったもので， 後にトマ
ス・ アクウィナスの踏襲したものである。 今ひとつは自己充足的存在とし
ての神を， 認識論的・道徳的・存在論的に論証したもので， 後にユコマコ
ス倫理学第10巻6章以下で、扱ったものである

によって完成さるべき体

ーー

i st ëm ë
t heo o
l gikëすなはち，
系としての神に関する学聞を彼は e p

真の

意味の神学であるところのものと呼んだことは前に述べた。 これに比べれ
ば， キリスト教の世界で， いはゆる scienti a sac ra

乃至 t heo logi a と呼

ばれてゐるものの多くは， 啓示的情報の秩序化に過 ぎず， たかだか解釈は
あっても歴史の彼岸に過 ぎず， 歴史を超ゑての発明は絶無であると言って
も良く， 神の系譜乃至は神話に過 ぎない。

アウグスティーヌスの学聞が， ロゴスの自己展開のみではなく， 神の所
与としてのロゴスと神の所争たる啓示としてのエートスを弁証法的に生か
し て結 び合はせる創造とは言へなくとも， 創意に満ちた発明としての神学
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であるならば，

基本的に自覚された方法論 と し て先程述べた ego及 び

s cr ip tur a と vos ut h omines

の三者の発明的対 話関係が最も重要である

としても， このs cnp tur a すなはち聖書の扱い方に何か特定の方法がない
ならば， 折角の inventio も無駄になりはしないか。

それに関して， 彼は

uDe doctr ina Chr istianaJの中で極めて明瞭な基本的方法を述べてゐる。
すなはち，

Su nt pr ae cep t a qu ae dam tr act andaru m S cr iptur aru m つま

り「聖書を扱うために法則がある」 と述べて

magnu m r e me diu m es t
(2旧〕

lingu aru m cognitio r言語の知識が究めて大きな方法である」と言って，
神学研究についてはへブライ語とギリシア語の知識が， ラテン語を母国語
とする人々にも必須であるとしてゐる。 しかしそれは決して既に知られ
f rendi q uae inte ll e ct a su nt すなはち
てゐることを伝へる面 modus pr o e
神学的情報の伝達だけでは なく
su nt すなはち，

modus inveniendi quae intel il genda

明らかに 知らるべき事柄を発見して行く側面が大切なも

のとして考へられるからである。 神が無限であるならば， 神の教へは無限
に深い。 modus inveniendi すなはち， 発見的な創意に満ちた精神の位相
としての哲学的精神を持たない神学， 自己の未完成を自覚し， 神の秘筏に
聞かれた哲学的精神を持たない神学， それはアウグスティーヌスに於いて
は， 神学の死なので、あった。
apu t

Deu mすなはち，

Ne time as

M ar ia ， invenis t i enim gr atiam

マリアが神の使いたる天使ガブリエルから聴いた

言葉は， 神の秘密の前に恐れてはならない， 汝は神に於いて恵みを発見し
ている， といふ言葉で、あった。
l gia ではなく神学たる t heologikëを営むことこそが，
神話たる theo o
哲学と神学を結 び合はせて神の創った世界の論理的必然の探求(アコルテ
イア) を主張したニュ ッサのグレーゴリウスや行為的実存の活路を 発 明
C inventio)しようとしたアウグスティーヌス， この二人の教父の現代神学
に対 する警告なのである。 神学は， しかしパイデイアで終らずinventio
に至らねばならない。 ここに394年に死んだグレーゴリウスをも凌ぐ430
年に死んだアウグスティーヌスの新しさがある。 日の下に新し き こ と な
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し， とは真であるが， しかしまた， 神が日毎に創造を続けていることも真
である。 40年の違ひに， 尚神学上の進歩があるのであるとすれば， 神が用
意している真理に向けて， 20世紀は13世紀を神学のパイデイアとして学ぶ
にしても， それを越えた inventio を怠って良いものであらうか。
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