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れはむしろ， われわれがわれわれのあることを， r片l侍も同ーを保たないも の」 と

いうつまりはドクサ的な把握の場に埋没させてしまうか， 或いは， rつねに同一性

においてあり同ーのあり方を保つものjという存在そのものとのかかわりの場でそ

れを把えるととが出来るかという， その根滅的な二者択一を示すものとして， つね

にあったといえよう。 さて乙のようなプラトンの思索が， まさにイデアの「離在J

と「分有 Jという， いわば存在自体のもつアレーテイアの構造をめぐって， 以 後い

かなる哲学の問題を生みだしたかについては， 今はそれを語る時間的余裕はすでに

ない。 ただ以上の考察にもしも大 きな誤りがないとすれば， プラトンのイデア論の

意味とは， 存在とか真理という問題をわれわれが問わねばならない必然牲をもっ場

面の構造を， まさにゆ';'0σotþ!a自身の問いとして 問うことにあったといえるので

ある 。 そしてそのかぎりプラトンの哲学というのは， 単Iζ或る時代の思索のひとつ

の記念碑として終るものでは決してなかったのである。

提題 アウグスティヌスのプラトニズム

加 藤 信 朗

中世のプラトニズムの問題は何らかのな味で「プラトン的1な中世哲学の諸類型

の呈示と源泉の探索で終つてはならない。 それらがいかなる意味で「プラトン的」

であるのか， つまり， いかなる意味で「プラトンの」哲学とかかわるのかが!日jわれ

ねばならない。 これは「プラトニズムとは何か J を問う乙とであり， また， rプラト

ンとは何か]を問うことである。 アウグスティヌスのプラトニズムについてもフ。ロ

ティノスの影響が語られ， ポJレピュリオスの影響が諮られる。しかし， これら源泉へ

の探索に先んじて， とれらの仲介者を通じてアウグスティヌスが学習し，みずからの

骨肉としたプラトン哲学が何であったかの問がある。 このようなものがアウグステ

ィヌスの内にあったとする時， アウグスティヌスの主要著作がactualitasをもった

中世世界1C， プラトンの哲学もまた何らかのact ualitasをもったと見なされなけれ

ばならないだろう。 おもうに， 中世哲学の中でもっとも重要なプラトニズムの問題
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は， 乙の正統キリスト教思索の骨肉に洗着融合したフ。ラトニズムの問題なのである。

このようなものとして， 私はv erítasをめぐるアウグスティヌスの 思索を取上げ

る。 おもうに， q uaestio v eritatisは 彼の終生の課題であったが，v eritas はintellect出

血l eiという 彼の打学の方法においてその五nisとしてintellectusの面を代表する 語

であった。 そして， この認をめぐる思えさのうちに彼のプラトニズムもまた来約され

ていると思うからである。

『神国論』第8Y，;主Wは， 争11のうちに存在と認識と 行為の原理( causa su bsistendi， 

ratio intellcg endi， ordo viv cndi)が見出されるとする説をプラトンの説として述べて

いる。とれをアウグスティヌスがどのような源泉から学んだとするにせよ， 乙れは

他ならぬアウグスティヌスのプラトン解釈である。 そして， それはまたそのままア

ウグスティヌスの哲学でもあった。ととにはプラトン哲学の勝義における受存と変

貌がある。 ζの受容と変貌の本質相を見究める乙とに「アウグスティヌスのプラト

ニズム」解明の鍵がある。 私は， 神がv eritasとして捉えられる乙とによって， ア

ウグスティヌスにおいて， 神がとれら三者の原理として把握されたと考える。 そし

て ， 乙のv eritasをめぐる独異な思索によって(三一的思考に終極する)アウグス

ティヌス悶有のプラトニズムが結晶しえたと考える。

I 認識の原理としてのv eritas。 アウグスティヌスの認識論は「照明説 Jとして

知られる。 しかし， これまでの解釈は大方向rumとv eritasを共に[真理J， truth， 

v己ritéと沢し， 両者の同にある認識論上の板本差別を充分に明篠iこしえなかった点

で v eritasをめぐるアウグスティヌスの思索の根本動向を 捉え損じた憾みがある

(乙の点tLついては， 初期の著作では， 円熟期の著作におけるような一貫した用法

が必ずしも見られないという事実がある。 しかし， だからといって初期の著作を解

釈の規準とするのは誤まりである。 むしろ， 初期の著作iともノ出現の著作の思考の萌

芽は凡られるのだから， そこには徐々に熟成してゆく思索の展開を見るのが妥当

である)0 v eritas (只)は， 何であれ， rtLである(v erumest) J と言われる かぎり

のものがそれによって「其である Jと乙ろの根拠である ( cf. Solil. XV 27 si q uid 

verum est， v eritate utiquc v er um cst.)o v eritasと v erum の間には原因づけるもの

と原囚づけられるものの問の関係がある。 だが， ζの原因そのものの直観は原因つa

けられるものの内に充足的に与えられているわけではない。 ここから， r照明(illu-
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mina tio)Jと言っても， そこには次元を異にする三つの事象のありうることを 弁別

しなければならない。(イ )精神がver itasに照明されて， ve rumをvcru mとして

認知すること。 ζ乙では， ve rum は見られるが， ver itasそのものは見られない。

理性的， 反省的な真理認識の次元がそこにある。 in tusve ritate m consule re ，  luce m 

consulereとか， in l u ce ve rita t is [vcraJ co n tu cri， vera in tu cri (cf. Mag. XI -XII ) と

いう表現はこれを言う。 初期著作の論述の力点はそこにある。(ロ)精神を照明し

てver u mを認知させているve ritasそのものが観られること。 このためには魂の視

向の転回( conve rsio) を要する。 観られるのは ve raではなく， ve ritasである。『告

白録』第7巻の光の体験の次元がそとにある。(ハ)人間の全体が神の光lζ照らさ
あか

一つの「明り(lucer na)Jとなるとと。 Vosestis lux mund i (Matth. V 14) と言われ

れて， る場合の lu xはとの lucer naの意味である。それは単なる理性認識の次元の

ととではなく， 聖化の次元， 神都の次元のととである。(ロ)は合理の*t1湿， 神秘

の端初として ， (イ )と(ハ)を結ぶ。 とのように「照明 J Iζ三種の次元を弁別す

る時， 照明説にはいかなる自家撞着も含まれず， かえって， それとそ ve rit 前に向

うアウグスティヌスの思索の道を一つの統一休たらしめる構造原開であるととが明

らかとなる。

乙のように理解されたver itasはveru mと falsumの弁別の原理である。 それゆ

え， それはve rumと fa lsu mがあるあらゆるととろに働く。 verumを falsumから

弁別してゆく精神の道行において， との道行を導く veritas そのものへと振りかえ

る時， 精神は光lé刺し貫かれる。

とれはプラトン対話篇IL合まれるソクラテスのモメントである。知念(σoØ!a)の

否定者であったソクラテスも àJ..�8E:lαを語り， àJ..�8E:la Iζつくという点でははっ

きりと肯定の態度を示す ( cf . Aþ. 17B， 24A; Gorg. 472B， 479E， 486E， 526D)。 い

わゆる「イデア論」もひとがàJ..�8E:laléつくための魂の視向の転回収ε'l'aσ'l'pO併

Reφ. 518 D， 525A， 525C， 526E， 532B) Iζ定位されて始めて意味をもつであろう。

「洞窟の比倫J はとれを語る。「洞窟の比除Jはアウグスティヌスの愛好したlo cu s

p latonicusであったろう。 そして， 彼の ve ntas 論はそれの独異な転位として成立

っているのである。

E 存在の原理としてのver ita so r存在する(esse)Jとは「真なるものである(veru m
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esse)Jということである(omniavera sunt， in q uantum sunt.-Conj. VII， XV， 21)。

ところで ver umはver itasによってver umである。それゆえ，ver Îtasは存在の

原理である。 一一一 乙れはアウグスティヌスの存在論の根本原理である。とこで三わ

れる六とは命題のJ'Iではなく， 存在のJ'Jである。それゆえ， そこでは「存在する」

ということをわれわれがどのように捉えるかという存在把握の方式そのものが問わ

れてくる。そして， そのようにわれわれの存在把提の方式そのものを問うという仕

方で存自にかかわる存;(E照究の方式はフ。ラトンのそれであったのである。 (イ)学

物の名前に対応するものとして'F物の存在が抗定され， 存在の問勉ーをとの芯味での

事物の存在と虫干存在のriUJJIHc日限する時， 田se は essentJa を問われぬままに， し

たがって， そのnを同われぬままに処理されるも の と な る。存在の認 知は名前に

よって精神のうちに(in mentc)芯き起きれる哀史に対応する事物の 存在 の杭正だ

けの問題となる。唯名論への道がそこにある。(ロ)アウグスティヌスにおける存

衣の理解はこれとは異なる。esse は ver um csse としてだけ把捉される。そして，

vcr umはまずd isc ip lina， ar s によって確かめられるものだった。a rs によって確か

められるver um とは，たとえば， ひとが grammatica によって文を語り，文を書

くことによって知られてくる ver um であり， そ の よ う な ものとして知られてく

る存在者(q uod est)である 。 それは 名前に応ずる表象の対応者として精神の外に

措定されるものではなく， 事物にかかわるわれわれの関わり方を規制す る一つの

r cgulaの認l滑によって生れる「存在するもの」の把握なのである。このように把握

される q uod cstは incommutauileである。だが， それは mutabileなものをも， そ
きま

れが regula Iとかなうかぎりで，そのようなものとして存在させている定りである。

mutauileが存在するなら，それを存在させている原因(causa subsistend i)である。

このような esseは bonumesse である。 csse はことで esse d cbcre を含むものとし

ての essc，存在の根拠を合むものとしての esseである。ver itasとは乙のような ar s

lとより捉えられるものとしてのver urnをver umとして存在させる根拠を言う。そ

れは「あるべし(deuctesse )J を定める規範(regula) そのものを亘う。 q ui est est 

(Conj. XIII， XXXI 46) とは乙のようなものを言うと考えられる。それは事物を形

成し，存在させている根拠としての fo rmaである。

国 行為のj尽flITとしてのver itas。 人間の存在， したがってまた， 自己の存在が認識
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されるのも「二本足の直立するもの」という表象の類似性によってではなく， われ

われ自身が生 きている乙と( se vivere) を知り， さらに 「ただしく生 きること(iuste

vivere)Jの regul a Kよって生 きているととを知ることによってである。と乙から

して， veritasが or d o vivendiである所以も明らかである。それはわれわれの存在

が本来そのようにあるべく造られている regula， I eges ae ter naeの根拠であり， 回復

されるべ き本然の性( na tura)， 還帰すべ き終械を告示するととによって， 行為を総

体的K規制するものだからである。

さて，乙のような存在の諒解， また， 存在の根拠の諒解のiuはまさ しくプラトン

哲学の送であった。またプラトン哲学の勝義における受容と変貌の過程で生れてく

る哲学の道であった。との意味においてアウグスティヌスはプラトン析学の正統の

後継であったと言いうるであろう。

問題1 アウグスティヌスにおいて veritasは時間の根拠を合み， 例物の存在をそ

の incipere と desinere において限定する規範として働くと考えられるが， ζのよ

うなととはプラトン哲学の枠組のどとかに収められうるであろうか。 『ピレボス』

篇のr:Æraproνrllloc;をどのように解釈すべ きかが悶われてくるであろう。

問題2 アリストテレスの自然学書， 形而上学書の流入と共!c起った， い わ ゆ る

113世紀革命Jがアウグスティヌスの著作!c保存されていたプラトンの哲学の良 き

穏を踏み潰すととはなかったのか。われわれはいまアリストテリズムの得失の再検

討を迫られているのではなかろうか。

提題 12世紀のプラトニズム

大 谷 啓 治

クレルヴォーのベルナルドゥスの弟子サン ・ティエリーのギョームは， rコンシ

ュのギョームの誤謬について』の中で， íコンシュのギョームは新しい哲学 を提唱

するJ(P. L. ，  180， col. 333 )， r自然、学者， 哲学者たる人聞が祈11ごついてn然学的に

哲学しているJ (同 col.33 9)と非難の声をあびせている。




