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研究 ノ ート
アウグスティヌス『三位一体論J �乙於る三一性
小
I

浜

普

{言

はたらき op eratioには二種が反別される。 ーは， はたらく者のうちに止まる

もの， 他は， はたらく者から外へ出るものである。神に於てもとの三種のはたらき
が見られる。 ーが神の内への発出であり， 他が神の外への発出即ち創造である。 で
は神の内への発出とは如何なるものか。御父なる神が即白An sichとして， 御子な
る神として外化し対日 Für si ch となり，

乙の両者から聖霊 なる神が発出しとれが

両者を結合して， ととに即且対日 An und Für si ch としての三位一体なる神 Deu s
Trinitas即ちーにして三， 三lとしてーなる唯一神が現出する。
此様な三位一体なる神によって万物ば創造される。 果lま閃を多様な仕方で反映す
るから被造物のうちには三位一体なる神の様々の類像 simi li tudo が見い出される。
アウグスティヌスは特lとく精神> mens のうちに見い出される類像をく神の似像〉
imag oDe iと呼ぶ。即自 an si chとしての精神が認識 notitiaを発出して対自 fürsi ch
となり，

乙の両者を愛 amor が結合してととに 即E対日an und für si ch の 精 神

mens trinitas が現出する。 即ちく精神・自 己認識・間己愛>という三一性 tr initas
が見い出される。精神とその自 己認識・自 己愛との関係は， 基体と偶有との関係で
もなく， 全体と部分との関係でもなく， 三つの実体の混合による一つの実体の存立
というのでもない。とれら三肢は関係という観点から区別され ， 実体的にーなるも
のである。
(4)

しかし此様な精神の三一性は抽象的原理論である。 我々の精神は具体的なはたら
きをなしている。それ故我々はく精神・自己認識・自 己愛>をく記憶・認識・意志>
という三一性に換言する。何故精神が記憶に， 愛が意志K換言され得るのか。先づ
精神が記憶に換言され得るアウグスティヌス的根拠を見ょう。 アウグスティヌスは
早くから記憶に就て関心を寄せ? 回心( 386年 )翌年の『魂の大きさに就て，B 1ζ於て
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は魂an lma の力の無量性を明らかにするために記憶の問題に言及し，

次で『音楽

論』 に於ては numeru s(リズム・ハーモニー・数〕の種類とその序列を論じる第
六巻で， 感覚的なリズムの他に確実で不変の nume ru s例えば詩作術や数学で言う
(6)

nume ru s も魂(但しこの場合 mens)或いは記憶のうちにあるという。 更に親友ネ
ブリディウスへの389年の返信に於てもほぼ『音楽論」と同様の記憶論を述べてい
る。しかし「告白」第十巻に於てその記憶論は独自性と詳細さとに於て飛躍的な展
開を見せている。 そこで彼は可感的・物体的なものから得たその似像及びこの再生
像である p hantasma そして学

これらの記憶の他に，

一一

魂としての自己の記憶と

神の記憶を論じている。アウグスティヌスは記憶を世界と自己と神と一一凡そ存在
するもののすべてが何らかの形でそこに見い出される<場>として把握する。

IF告

白』第十巻は極めて注意深く順序立てて述べられている。先づ感覚を通じての似像
の記憶， 次にそれらを判断する学の諸規則の記憶， そして判断に於てなした魂自身
の行為の記憶Il[Jち自己自身の記憶に就て述べるという順序になっている。 自分の行
為に於てもった感情は知標として記憶のうちにある。 又忘却そのものも記憶は保っ
ている。記憶を記憶する場合には， 記憶そのものがそれ自体によって記憶それ自身
に現在する。ここで言う記憶は， 感覚・想像・判断・行為・感情

要するに体験

全体の直観的記憶のことである。 そして 乙のような記憶の観点が『三位一体論』に
も受け継がれたものとしてそれを我々は<精神>と換言する。
次lζ何故又如何なる意味で愛が意志に換言され得るのか。

IF三位一体論』第十巻

l乙述べられるく記憶・認識・意志>という三一性は再び同第十四巻に於て論じられ
る。 そ乙で彼はこの三一性を自然的自己の<記憶・認識・愛>と呼んでいる。 第十
巻の三一性はこのような三一性であったのである。 自然的とは， 意識されようがさ
れまいが， 人間が人間として存在する限り如何にしても失うととのできない

人

一一

間存在そのものを根底から成立せしめる規定として具わっているというととである。
そして彼がここでく意志>を<愛> amo rと言い換えている 乙とに注意しなければ
(3)

ならない。 意志はつねにその向うべき対象をもたねばならず， それを求めている限
(4)

りに於て欲求 app e titus と言われ， それを得ている限りに於て愛と言われる。 <意
志>という規定は現実的なはたらきの一般的規定であり， 精神の自 己意志は既にそ
の対象(自己 )をつねに得ているのであるからく愛>と言われる。
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かくて即自としての記憶が全体として完全に外化して認識を生み対自となり， 自
己記憶と自己認識とを自己愛が結合してここに即且対自の精神の三一的構造が現出
する。 自己記憶・自己認識・自己愛の三肢は， 一つの生， 一つの精神， 一つの実体
である限りに於てーである。 これに対しそれらが相互に関係づけられる限りに於て
三である。
ところで以上の三一性は精神の直観的自己認識に関するものである。 しかし人間
のく魂>と言われる生命は， 決して確実で誤りなき直観的自己認識によってのみ生
きているのではない。 人間の魂はつねに肉体と結びついている。 精神は比量的判断
・想像・感覚の諸能力とつねに結びついてはたらいている。 このような人間の魂の
うちには， 神の似像とは言われないがしかし神の似像の反照とでも言われるべき他
の類像が見られる。 如何なるものか。 先ず前述の記憶論で可感的イマゴ・ ファンタ
スマの他に学或いは永遠不変の概念 rat ion esの記憶もあると言われた。 然るに『三
位一体論」では，

乙の永遠不変の概念は我々のうちにあるというより寧ろ我々(の

精神)を超えていると言われる。 而もそうでありながら我々は何らかの仕方でそれ
によって物体的なものに就て判断するのである。 とのような ration esの内在と超越
は如何なる関係にあるのか。 我々は精神の全体的直観的自己認識の構造性格と反省
的・形相的認識のそれとを明獲に区別しなければならない。 前者に於ては， 認識の
主体も対象も同ーのもの即ち自己である。 自己が自己を超越したりすることはあり
えない。 ところが後者に於ては成程認識主体は精神であるが， 判断されるもの及び
判断がそれに基づいてなされるととろの r a tion esと精神とは別のものである。 別の
ものである限りに於て精神は判断の際自己から出て自己を判断の対象へ向け同時に
判断の根拠へ向けねばならない。 精神のこの両者へのとの超越に於て判断が成り立
つ。 而も判断は他ならぬ我々のもとで(ap ud nos)なされる。 こうして我々は精神
或いは魂の 自 己 超 越 に 於て可感的イマゴ・ ファンタスマを自己のうちに取り込み，
それに就て判断する ration esを我々のうちに現象させる。 即ち魂の自己超越以前l乙
於ては我々を超えて隠れていた rat ion esが我々のうちへ明るみへ出される。 調わば
(18)

内なる内から， そζK.於て即自にあったものが対自に置き戻される。 魂はこういう
ものの現象する場でもある。

11三位一体論』で精神を超え て い る (supra rnen tern

hurnan arn)と言われた ration 田は， この ration es の我々のもとへの生起現象に於
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てそれを成立せしめる<根拠>である。現象してきた即ち記憶の野に現われ出てき
at ione sく概念>或いは学はそ 乙から消失し得る。しかし根拠としての r
at ione s
たr
そのものは精神を超えて不変に止まる。こうして我々は神の似像の反照とでも言わ
れるべき類像を判断のうちに見い出す。即ち魂のうちに現象しそ 乙に刻まれた概念
の記憶を即自とし， それを謂わばく親>とするく子>として外化し対自化する学的
ciplina
，両者を結合する意志， これら三者によって成る或る種の三一性を見
規則 dis
い出す。しかしこの場合の三一性に見られる即旦対自的構造に於ては， 精神の直観
的自己認識の場合と違い， 対日
は即自の完全な外化とは言われずどこまでも即自の
ままのものが残される。何故ならやj断者の目は一度にすべてのものを判断すること
はできず， つねに比量的でなければならず， こうして時間的規定を受けねばならぬ
からである。完全な対白として外化しないというこのことから又この三一性は神の
似像ではない。
次に， 人間の魂のこの比量的判断は物体的・可感的なものに就てなされるが， 可
t io によって 媒介 されね
感的事物lζ就て直接関わるのではなくて想像作用 ima gina
ばならぬ。感覚を通じて取り込まれるイマコ。は想像を媒介として判断へと引き取ら
れる。この想像能力は単に再生能力lこ限定されない。媒介能力としてそれは判断能
力と無関係ではないということが指摘されねばならない。動物の想像能力も人間の
それも共に感覚能力の受動作用の浸透を受けている。この限りに於て想像能力を見
る限りそれは全く受動的なものに止まる能力でしかないだろう。しかし人間の想像
能力はそれに尽きるものではなく， 同時に上位の能力即ち判断能力の規制浸透を受
けている。ここから人間の想像能力は感覚の受働作用と判断の規制作用の協働する
く場>として特有な性格をもつに至る。アウグスティヌスは前述の判断の行われる
く場>を固有には mensと呼ぶのに対し， このような想像能力を遂行するく魂>を
国有にはa nim
u sという言葉で表現する。従って想像能力の特有な性格は又a nimu s
と言われるく魂>の性格でもある。この能力の特有な性格とは， その対象

感覚

を通じて取り込まれたイマゴを保持し続ける作用ばかりでなく， 分離・結合・統ー
する作用， その対象へ向い超えようとする超越作用をもっということである。乙の
性格は又意志のそれでもあり，

an
lffiUSとは一言で言って意志的側面を濃厚にもっ

たく魂>と言いうるだろうし， 我々の意志の特性は想像力に於て余すところなくそ
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の姿を露顕する。 このような人間特有の性格をもっ想像に於て我々は或る類像を見
い出すことができる。 即ち感覚を通じて取り込まれたイマコoの貯えられている記憶
を即白として， それを謂わば<親>とするく子>として外化し対臼化した内的まな
ざし(visio i nterio rl両者を結合する意志

これら三者によって成る即且対自的な

一一

三一性である。 こういう三一的構造に於て我々が通常<想像する>というはたらき
は成立している。 これら三肢は成程一つの魂に属するものとして見い出されはする。
しかし明らかにイマゴと魂とは別のものであり， 又�J断の場合と同様， 内的まなざ
しは決して乙の記憶に含まれる 全体を一挙に見ることはできず時間的規定のうちで
移ろいゆかねばならなし、から， 即自はどこまでも即自のままのものを残し完全な自
己外化の姿で対自になる乙とはなく， その三一性は何らかの類像ではあるにしても
神の似像とは言われない。
人間の想像能力は上記の様lこ判断能力の能働規制浸透を受け独自の作用性格をも
っ。 しかし逆に， 想像能力である限り判断へイマゴを媒介する性格をもつものとし
てどこまでも又感覚の受働作用の浸透を受けている。 乙の感覚は肉官とも呼ばれ，
物体的・可感的事物との謂わば接点、をなすものであり， 肉体をもったものに固有の
ものと 考えられるであろう。 既に我々は動物のからだから我々のからだを区別して
肉体と呼ぶ。 この動物のものから区別された肉体に属する感覚も又動物の感覚とは
何らかの意味で異るものであろう。 人聞に於ては

<魂>の諸能力の最下位に措か

れる感覚のはたらきの場合ですら， これは魂の他の上位の諸能力から完 全に独立に
はたらいているのではないと 考えられる。 丁度想像作用の場合に， 上からの判断能
力の規制作用と下からの感覚能力の受働作用とが同時に協働したように， 感覚の場
合にも， 何らかの仕方で想像能力従って判断能力の能働規制作用と可感的事物によ
る触発・受働作用とが同時に協働するものと考えられる。 こういう固有のはたらき
のなされるく場>として人間の感覚は把匿されよう。 こうして我々は感覚に於ける
或る種の三一的類像を見い出す。 旦[lち感覚のうちにイマゴ， それを謂わば<親>と
する<子>として対自化し外化するまなざし， 両 者 を 結合す る 意 志 或 い は志向
i ntentio， これら三者によって成る三一性である。 普通に<感覚する>という働きは，
こういう構造に於て成り立っている。 勿論乙の三一性も似像の弱い反照に過ぎず神
の似像とは言われない。
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他方我々は又ど 乙までも人間の能力の範囲を逸脱する世界の存在， RPち神によっ
て創られそれ自体で存立する物体的事物の存在を認めない訳にはいかないのであっ
て， ζの世界自体は我々の能力によって産出されるものではない。 そしてこのよう
な存在によって感覚は何らかの仕方で触発受働作用を受けるのであり， との持我々
は物体的事物， まな ざし， 志向の三者による三一的類像を見い出す。

11

人間のく魂>と言われるものは感覚・想像・判断の諸能力の協働に於て一つ

の生命を構成している。 感 覚 に 於 る 三 一性， 想像に於ける三一性

これらは現

実には純粋に独立に成り立つものではなく， つねに魂全体の諸能力の協働に於て成
り立つものである。 銀像といってもそれは既に感覚の触発を通じて物体的なものの
イマゴが魂のうちに取り込まれるのでなければ働かない。即ち可感的事物による感
覚の触発を通じて成立するく物体的事物・外的まな ざし・志向>或し、は<感覚のう
ちにある物体的事物のイマゴ・まなざし・意志の志向>という三一性に於て取り込
まれる物体的事物のイ7コ''fß， 想像に於て成り立つべき三一性の第一肢即ち(感覚
的)記憶の位買に借かれ，

乙うして<記憶・内的まな ざし・意志>という三一的構

造が生じる。 この想像を媒介として， 感覚に於て取り込まれたものが判断の対象に
なる。 想像に於て保持されるものが判断の三一性の第一技即ち概念の記憶に包摂さ
れ， こうしてく概念の記憶・学的規則・意志>という三一的構造が生じる。 想像は
感覚を， 判断は想像を従って感覚をも前提してはじめて成り立つのであるQ しかし
逆に， 判断能力の想、像能力への浸透， 想像能力の感覚能力への浸透ということが言
われうるのであり， 我々が<感覚する>というときにすら想像能力・判断能力が何
らかの仕方で協働していると言われるだろう。 少くももの言い語らう人聞に於ては
純粋に感覚するということは 考えられないのではなかろうか。 このような謂わば下
からの受働作用と上からの能働作用とが海然一体分ち難く協働して， ここに我々が
く魂>と呼ぶものの全体的機能が果されている。
人間は純粋に直観的自己認識に於て生きているのではなく， つねに同時に魂の他
の諸能力との協働に於て生きている。 さればこそ又通常この直観的自己認識は隠さ
れたままである。 即ち魂の能力は先ず感覚を可感的事物によって触発されるのでな
ければならず， こうして取り込まれるイマゴが想像作用に託され，

乙 乙lζ媒介され
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たものに就て判断し， 或る者は自己の魂をこのイコ。7と混同し， 魂をすら物体的な
(21)

何ものかであると見倣すという誤謬に陥る。 人間の魂はその機能を果すために先づ
以て物体的なものによって触発されねばならぬという宿命のために， 不断lζ物体的
なものへと自己超越せねばならぬ。 こうして人聞は次第に自己忘却へと陥ってゆく。
く汝自身を知れ>と言われるとき， この自己忘却からの脱却が命じられているので
ある。 アウグスティヌスはく外から内へ>という内省の道によって自己自身に到達
する。 そしてこの自己自身が上記の三一的構造に於て存し， これは仮令意識されな
かったとしても我々の存在のはじめよりして我々の根底に具わっていたものである。
しかしアウグスティヌスの場合， このく自分自身を知る>ということは単に精神の
直観的自己認識をもっということに尽きるのではなく， 宇宙に於ける人間存在の定
(22)

位の自覚をも 合意する。 即ち自己が下属すべきもの(神 )の下lζ， 自 己 が支配す
べきもの(物体的世界〕の上に， 規定される 乙とを欲するという意志規定も合意す
る。精神は自己を物体的なものと思い込み自己忘却に陥る傾向性をもっ。 このよう
な自己忘却を脱却しでも， しかし神を忘れるならばより以上の自己忘却に陥るだろ
う。 従ってく記憶・認識・意志>という精神の自己自身の三一性が神の似像と言わ
れうるのは， それが今言った宇宙に於ける人間存在の定位の自覚に於て成り立つ可
(23)

能性をもつものだからである。 しかし又もし精神が神を愛する可能性をもったまま
現実IC神を愛するのでなければ決してその三一性すら真実には三位一体なる神の似
像とは言われないだろう。 従って真lζ神の似像と言われる三一性はく記憶・認識・
愛>に於て見い出される。但しこ 乙で言うく愛>は閤有には di lec tio のことである。
アウグスティヌスは< 愛>を表わすものとして先程の amor の他にこの di lectio そ
して charit as という言葉を使う。

amor は広義の概念で，

物体的なものへの愛，

自己愛， 神の愛， 乙れらの執れにも使う。 しかし固有には， 物体的なものへの愛，
そしてその限りでの愛及び単なる自己愛を彼は cupidi t asと呼び， 神の愛を di lect io
(24)

或いは charit as と呼ぶ。

11三位一体論』第九巻・第十巻lζ述べら れ る 三 一 性 の

く愛> amor はど 乙までも自己愛に止まるもの， しかしまたどこまでも神への愛の
可能性をもったものとして考えられる。 そして現実に神を愛するときにく記憶・認
識・愛( dilectio)
>という神の似像たる三一性が見い出されるのである。 アウグステ
イヌスが第十四巻IC於て精神の三一牲に関してく me mori a. i nte llig e nti a. vol untas.
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(25)

s ive am or， vel d ilec tio>という表現をするとき， 以上のような観点が予想されてい
るであろう。くs ive>， くvel>は単なる言い換えではない。意志は対象をもち， そ
の可能対象は物体的なもの， 自 己， 神である。その可能対象をもちうるものとして
意志は又愛( am or )とも言われよう。しかし既に神を現実に愛しはじめたときに意
志は固有には d ilec tio と言われるのである。 神の愛の 可能性 をもったものとして
くmem oria' intelligentia' voluntas' s ive am or>という三一性も神の似像と言われう
る。しかしこの神の愛はど乙までも可能性でありその意味で即目的であり， 全体と
してζの三一性は即自的である。アウグスティヌスが nosse の段階での意識に於け
る精神の三一性を論じるときとのような即自的なものが考えられており， そしてそ
の愛の対象は専ら自 己であり， c ogitare の 段 階 で の 意 識に於る三一性を論じると
きくmem or ia' in te lligentia . d ilec tio>という謂わば対自的・自覚的なものが考えら
れており， その愛の対象は専ら神である。ととで言う対自的とは， 既に宇宙K於け
る自 己の定位を自覚して生きる意識のことである。そしてとの限りで即ち神のため
に物体的なものを， 自 己を愛するならばその愛も決して c up id itas とは言われない。
しかしこのく対自>もまだ完全なものとは言われないだろう。何故なら， この定
位の自覚のうちには又人間は「我 は在りて在るものJと言う無制約的創造者によっ
て創られたものであるζと， 正にそれ故に制約された存在しかもたず， 存在そのも
のである神とは存在上の無限の距離をもつこと， このような自覚が合意され， 従っ
てこの自覚は， 不断lζ神への自 己超出を続け自 己を創造してゆくダイナミックな運
動に於て深められてゆかねばならないからである。
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