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研究ノ ート

第一の探究する自由

(Prima quaerendi libertas) 

片 柳 栄 一

序

若きアウグスティヌスの精神的発展， 殊lとその回心に関する研究は， すでに一世

紀にもわたる長い期間の論争を経て， 幾多の研究者達のすぐれた労作をうみだして

きたが， 未だ異論なき明確な結論を引き出すには至っていない。

この研究は， 研究史的にみておよそ三つの時期に区分されえよう。 つまり批判的

問題提起の時期， 調停の試みの時期， 総合の試みの時期にである。

付) 批判的問題提起の時期

この研究は， アウグスティヌスの『告白』と初期のカッシキアクムの対話篇との

聞に， 見過しがたい思想的溝渠が存在することの発見により始まる。 ドイツのA ・

フォン・ハノレナック
〉
と， フランスのC ・ボワシェは， ほとんど時を同じくしてこの

事実を指摘した。 r告白Jは， 回心以前の生活を， 実際以上に暗く， 迷誤l己満ちた

ものとして描き出し， 回心も， 実際以上に， そうした過去との完き断絶としてきわ

だたせられている。 乙れに対して初期著作におけるカッシキアクムのアウグスティ

ヌスは， 生成途上の新プラトン主義哲学者である。 彼の主要関心事は， 真理， 懐疑，

悪の問題等の哲学的諸問題であり， こうした問題を何人かの親しい友人， 弟子達と，

自由なとらわれない精神で議論している。 ここに『告白』の悔俊せるキリスト者を

みいだすのは困難である。

多くの研究者達が， ハルナックやボワシェに続いて， アウグスティヌスの回心は，

キリスト教へのものであるというより， むしろ新プラトン主義へのものであること

を， 様々な角度から主張した。 その代表的研究者は， プロテスタントに多く. F ・
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(3) (4) (5) (6) 
ローフス，L・ゴJレドン，0・シェ-)1/，W・ティンメ等である。 P・アルファリックの

未完の大作『アウグスティヌスの精神的発展 マニ教から新プラトン主義へ』は，

こうした批判的見解の総決算とも言えよう。彼はこれまでの全ての研究を， ここに

総括しようとしている。 彼の見解は， 次の文のうちに要約されよう。 I倫理的にも

知的にも， アウグスティヌスが回心したのは， 福音にというよりも， 新フ。ラトン主

義にである。」

批判的研究者に帰せられる功績は， 彼らが， アウグスティヌスの回心における新

プラトン主義の大いなる役者lを明らかにした点にある。 乙れ以後， アウグスティヌ

スの回心に関する学問的研究は一一 過度の強調は別として←ー若きアウグスティヌ

スの新プラトン主義の問題を度外視しては， なしえなくなったのである。

(ロ) 調停の試みの時期

アウグスティヌスの回心が， 新プラトン主義へのものであり， カッシキアクムの

アウグスティヌスは， 単なる新プラトン主義の哲学者に過ぎないという主張は， そ

の批判的鋭さの故に多くの研究者逮をひきつけたが， そ乙lとは少なからぬ一面性が

存していた。初期の対話篇のうちには， 紛れもないキリスト教的色彩が， 容易に見

い出されるのである。1922年， デンマークのネールゴールは， その精微かつ大部な

る研究書『アウグスティヌスの回心? 附いて， アウグスティヌスが， その少青年

期を通じて， キリスト教信仰に対してどれほど大きな関心を寄せていたか， 如何に

マニ教への回心そのものが， キリスト教理解の深まりを求めてのものであったか，

そのミラノでの回心において， カトリック教会の権威への信仰がどれほど大いなる

役割をなしていたか等を， 豊富な資料を駆使し， 鋭敏な方法論的意識をもって， 説

得的な解明を行なった。

フランスのC ・ボワイエも， 少し以前tc. カトリックの立場からその著『アウグ

スティヌスの精神形成附けるキリスト教と新プラトン主義江 附いて， 同様の結

論K達していたが， との書はネールコ、、-)レの書K較べると， 固定的ドグマ的な理解

が目につき， 初期のアウグスティヌスの哲学と宗教の関係を， いささか表面的lζ理

解しているきらいがある。

ドイツの教会史家カール・ホルも. rアウグスティヌスの内的発展i 附いて，

アウグスティヌスの回心， 及びそれに続く精神的発展において， カトリック教会の
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存在が， 如何に大きな影響をアウグスティヌスに及ぼしているかを， 鋭く批判的に

解明している。 (さらにP ・アンリの『プロティノスとラテン的西洋』の中のアウ

グスティヌスの章も， こうしたアウグスティヌスの回心におけるキリスト教信仰の

決定的役割を明らかにした貴重な研究として挙げてしかるべきものであろう。)

こうした研究者達に我々が感謝するのは， アウグスティヌスの回心が， 新プラト

ン主義の大いなる役割にもかかわらず， キリスト教へのものであったことを， 彼ら

が明らかにしたことである。

付 総合の試みの時期

第二の時期における研究は， きわめて説 得的な成果をもたらした。 しかしこれら

の研究者達には， 意識的， 無意識的な暗黙の前提があった。 それは， 哲学か宗教か，

新プラトン主義かキリスト教かという二者択一的な思考法である。 とれはきわめて

近代的思考であり， 問題意識であるが， とうした思考法を， 古代末期の宗教人にそ

のままあてはめうるのかどうかはきわめて疑わしい。 1950年， フランスのP ・クノレ

セルは， その画期的研究書『聖アウグスティヌスの告白録研究」において， これま

でのこうした傾向を批判した。 そして題名とは逆に『告白」以外のアウグスティヌ

スの伝記的資料を徹底的に検討し， 若きアウグスティヌスをっき動かしていた最大

の関心が， 理性的な宗教理解の問題であった乙と， 乙れまで見遇されてきたがアン

プロシウスがプロティノスの影響を受けていたこと， さらにミラノの知識人階層に

おいて， 新プラトン主義とキリスト教の総合の試みがなされており， そうした流れ

の中でアウグスティヌスの思想をとらえるべきであること等を， 厳密な文献学的考

察を通して主張した。 とうしてクルセルは， 若きアウグスティヌスの思想における

キリスト教的なるものと， 新プラトン主義的なるものとを， 不毛な二者択一として

把えるのではなく， 両者を総合的に把える新たな理解の道を示したのである。 彼IC
(14) (15) (16) (17) (18) (19) 

続くオメアラ， ケルナー， ケーニッヒ， リュトケ， ドゥクロウ， 清水正照氏等は，

前の時期の二者択一的思考を脱して， アウグスティヌスにおける哲学的なもの， 宗

教的なるものを， 一つの総合として統一的に， そして(クルセルは文献学者として
(20) 

避けたが)体系的IC理解しうる地点を求めて探究を続けている如く思われる。
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1 第一の探究する自由

とれまで研究史的状況をふり返ってみたわけであるが， 我々も， 若きアウグステ

ィヌスの思想における哲学的なものと宗教的なものを総合的に把えうる場を求めて

ゆかねばならない。 筆者にはそうした試みに適った概念としてアウグスティヌスに

おける「探究J qu a er ere という概念があるように思われる。そう考えるのは，アウグ

スティヌスの「自由意志論』のーテキスト!C由っている。との箇所は， これまであま
(21) 

り注意されていなかったが， アウグスティヌスの回心!C新らしき光をあてるもので

あるように思える。 そとでアウグスティヌスは「第一の探究する自由」 というとと

を語っている。 「君が提起した聞い(悪は何処から)は， 未だ若かった私を苦しめ，

疲れ切った私を異端に追いやり， 打ち棄てた聞いである。 乙の転落によって私はひ

どくいためつけられ， 空しい神話のうずたかき堆積のうちに埋れてしまったので，

見いださるべき真理への愛によって， 私が神の助けを得(imp et r a viss et )ることがな

かったなら， そこから脱けだし(eme rg e re )， 第ーの探究する自由そのもの(in ipsam 

pri mam quae r endi l i b ertat em)のうちに， 深く息づく(r espi rar e) こともありえなか

ったであろう。」

我々はこのテキストに関して， まず乙れが何時のことであったのか， 回心の以前

だったのか， 回心に際してであったのか問うことから始めねばなるまい。

『告白』の第四巻lとは， 乙のテキストIC書かれた事態lて相応するとも考えられる

叙述が存する。 とこでも悪の原因について彼は問うている。「それ(悪の原因〉が

如何なるものであれ， 次のような仕方で求められねばならないことが私にもわかっ

てきた。 つまりそれ(悪の原因)によって不変なる神を， 可変的なものとして信ず

るようなζとにまきこまれではならないのである。 そんなことをすれば， 私自身が，

私の求めているもの(悪の原因)になってしまうのであるから。 こうして私は， 安

んじて(secu rus )悪の原因を探し求めた(qu ae r ebam )。 そしてかのマニ教徒達が言っ

ている乙とが 真理でないζ とを確信した。」乙れはミラノの回心以前の叙述である

から， ここに叙述された乙とを先のテキストの事柄と同一視するなら， í第一の探

究する自由」 を得たのは， ミラノにおける回心よりも以前であったととになる。

しかしそう結論するには 少し無理がある。『告白』によれば当時の アウグスティ
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ヌスは， 悪の問題の故p::神を可変的なものと考えるようになってはならないという

ζとを理解しうるようになっている。悪の問題を二元論や相対性の次元で考えるの

でなく， 絶対の相のもとに考えねばならないととを理解し始めたのである。 しかし

当時のアウグスティヌスは， 神を絶対としてとらえる場， 不変性を理解しうる場を

得てはいなかったのであり， 感性的な思考法の故に， 不変的なものを把握しえない

でいたのである。 アウグスティヌスは当時， 悪の問題が解明しえず， 困懲し切って

おり， そこには何らの解放も， 精神の安堵もなかったようである。 そうした当時の

精神状況を示す二つの『告白』の箇所をあげておく。「こうして私は， 悪は何処か

らと間い求めていたが， 悪しき仕方で求めていた(male quae re bam)。 そして私の
(24) 

探究そのもののうちに (in ipsa in quisitione ) 悪をみなかったのである。J í産まん

とする私の心の苦悶が如何なるものであったか， 如何なる晴ぎであったか， 私の神

よ。 しかもそ乙IC， 私は知らなかったが， あなたの耳があったのです。 そして私が

沈黙のうちに倦まず探究していた時(cu m in sil entio fo rtite r quae re re m )あなたの憐

れみを求める大声があげられていたのです。 私の魂の黙せる苦闘がです。 私がどの

ような苦しみをなめていたか， あなたは御存知でした。 たとえ人間のうち誰一人知
(25) 

らなかったとしても。j乙うした状態を. í第ーの探究する自由」 に深く息づく状態

とは言難いであろう。

ととろでカッシキアクムで書かれた『アカデミア派論駁』のうちには， 先の『自

由意志論』のテキストIC似た言葉づかいの筒所がみいだされる。 そうした言葉をア

ウグスティヌスは， ロマニアーヌスに対して使っているのであるが， 同様の精神状

態を彼自身のうちに推測しえよう。「我々としてはあなたに対して， 次のような願い

があるのみです。 つまり配らいたもう神が， あなたをあなた自身に還したまい・

すでに安堵 ( respi rationem )を卒んでいるあなたの魂が， いつか真の自由の大気の

うちに脱けだす (in au ras ve rae li be rtatis e me rg e re ) のを， 神が許したもうとと
(26) 

を， もしできるなら我々が か ち う る(impet re mus )乙とです。」 とこで i mpet rare，

respi rat io， li  be rtas e me rg e re という言葉が偶然に使われたとは思えない。 (キケロが，

resplra re と e me rg e re を結び合わせて用いている用例がある。) 或る相似た状態を

指す時IC， 乙れらの言葉は一緒IC用いられると考えられよう。 そしてとうした言葉

が使えるほどに (或いは伝統的な言葉づかいであったかもしれないが)そうした精
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神状態を， 当時のアウグスティヌスは知っていたと言ってよいであろう。又『アカ

デミア派論駁』の他の箇所でも， qua er ere と r espi ra r eという言葉が 結びついて用

いられてい石。 「私が今， 休息をいかにもせよ喜び， 浮わついた欲望の鎖から解き

放たれ， 死すべきものの煩いの重荷をおろし， 深く息づき(respi ro )， 正気にもど

り， 自らに立ち還り， 心を尽くして真理を探究し， (v erit at em .  ..qu a ero ) すでに発見

しはじめ， いつか長高の基準そのものへ達するであろうことを信じているとすれば，
(28) 

それは， あなた(ロマニアーヌス)が励まし勧め， なさしめたからです。」 ここで

は深く息づく r espi ra r eという言葉は，彼自身の当時の精神状態を表わす言葉として

用いられ， しかもそれは，真理を探究するということと深く関係していることが知

られる。

さらにカッシキアクムで書かれた書簡のうちにも r espi rati o という言葉が， 当時

の彼の精神状態を表わす言葉として用いられている。 「というのも， 困惑し， 感性

的刺激を求める思いわずらいで充満した精神の眼を， しばしば，あなたにはよく知ら

れたかの推論(ratiun cula )が深き息づきに導いて(in r cspirat io nem l evat )くれる。

その推論とは，精神及び知性は，肉眼やとの俗的なまなざしよりもすぐれているとい

うことであり， そうであるのは，我々が知解するものが， 知覚するものより， より
(30) 

大いなるものであるから以外ではない。」この推論 ratiu n cu la は，イ也の書簡では，

ratio cinatio と言われ， 当時の アウグスティヌスが， 唯一かけがえなきものとして

いつくしんでいると言われるものである。 そしてとれはアウグスティヌスの哲学的

探究を支え， 方向を与えるものなのである。 乙の箇所からも，我々は，真の正しき

探究の仕方をみいだして深く安堵している一人の探究者の姿をみいだしえよう。

このようにみてくると，1第一の探究する自由」 という言葉で表現される事態が，

回心以前のものというよりも， 回心を経たカッシキアクムにおけるアウグスティヌ

スを特徴づけるものであると推測することが許されよう。

さらにこの言葉に関して一言しておくなら pri ma qu a er en di li b ertas とは， 探究

するζとから解放されるという意味ではなく， 探究することへ解放され， 自由にな

るという意味であると思う。 確かに『自由意志論』の先の箇所lζ続いて， 1との問

いから解放されるために， 私は真剣に， 自ら取り組んできたのであるから， あなた

とも， 私がそれに従って脱したその秩 序に従って， 共に取り組んでゆきたい。」と
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語っている故， 前者の意味にとりえない乙ともない。 又例えば古典古代のプラトン

の著作などにも時折. I探究から解放されるJ (&n'aÀ仰向νat u/CÆcþsω，，)という表現

が出てくるととを考えると， そうした意味で， 古来からこの表現が使われていたと

考えられなくもない。 しかしこの言葉の意味を， 探究することへの自由と解するの

は， 文脈の故のみならず， アウグスティヌス自身が『洗礼についてj (De Baptismo) 

の中で， 明らかにそうした意味で， 乙の言葉を使っているからである。 そこでアウ

グスティヌスは， ドナテイスト派の人々が自分達の主張の拠り所としてキプリアー

ヌスの権威をもちだしたのに対して諮っている。 íそれ故我々は探究する自由意志

(quaerendi liL e ru m  arbit riu m )を所有している。 キプリアーヌス自身のきわめて優
(33) 

しく， 真率な説 話が， それを我々に認めているのである。」 乙の言葉 からもわかる

ようにアウクボスティヌスには， 探究することの自由(権威にとらわれず)という問

題意識が明確に存したのであり. r自由意志論』においても， その意味で用いたと

考える方が適当であるように思える。

2 回心以前の「探究」

第ーの探究する自由pri ma qu ae rendi li be rtas-一乙の言葉づかいそのものがすで

に並ならぬものであり， きわめて印象深きものである。普通人は探究する場合K.

自由に探究していると思っている。 何も特別探究する自由など必要ではない如くで

ある。 しかしアウグスティヌスはそう考えていない。 彼は探究する自由を必要とし

た。 との言葉のうちに， 彼の若き日の精神的初径のうちで味わった苦き経験がにじ

みでているとも言えよう。

19才のアウグスティヌスは， キケロの『ホルテンシウス』を読んで， 真理を探究

する決意をする。 以来彼は常にこの決意に忠実であったと言える。 しかし彼は探究

する自由を得ていたとは 言えなかった。『ホルテンシウス」を読んでから マニ教に

入るに至る頃のアウグスティヌスの精神的状態を示すテキストを一つ， 初期の著作

から引用しておく。 「しかし私にも霧がなかったわけではない。 それによって私の

航路は乱されてしまったのである。 又私は告白するが長い間， 大洋1<:::沈みゆく星を

ながめていた。 そしてそれによって私は誤謬に導かれたのである。 というのも或る

子供っぽい迷信(supe rstitio qu aedam pue ril同によって 私は， 探究そ の も の(ipsa
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in quisit io)を恐れていた。 そして私がより自立的になって， かの蒙昧を追い払い，

命ずるものに( iu benti bu s )よりも， 教えるもの(do centi bu s )に従うべきであると自
(34) 

らに言いきかせた時， 私は(マニ教の)人々の手K落ちた。J í或る子供っぽい迷信」

なる語を， ローフスは， アウグスティヌスの子供っぽいキリスト教理解と解してい
(35) 
る。 又ネールゴールは， カトリック教会の権威への盲目的服従と解釈する。又クル

セルは. íアウグスティヌスの周囲において， 或るカトリックの人々は， 彼がまさ

に親しみ始めた聖書に関しての知的好奇心K. 不安 を抱いていたと考えるべきであ
(37) 
る。」 と言っている。 いずれにせよこのテキストから明らかなのは， アウグスティ

ヌスが7ニ教に入信する前K. 探究するのに不自由さを覚えていたととである。 ア

ウグスティヌスがマニ教に入信したのは， カトリック教会の権威に服従する思惟よ

り解放され， 理牲にのみ従って，宗教的真理を探究せんがためであったのである。

マニ教に関しては， 別に詳細に論じられねばならないが， アウグスティヌスの出

会ったマニ教は， キリスト教的色彩を帯びた混浴宗教であり， その本性においてグ

ノーシスの流れを汲 むものであった。 その本質に関して乙乙では， 次の二点のみに

触れておく。 その一つは， グノーシスの流れに適わしくマニ教が， 全てを権威への

信仰によってではなく， 理性によって解明するとの約束をもって， アウグスティヌ

スの前に現われたことである。 そして聖書のうちにあるユダヤ教的要素，殊lζ旧約
(38) 

聖書を鋭く批判し， その批判的理性の故にアウグスティヌスを魅したことである。

もう一つは， マニ教が， 乙の世界を，悪しきものによって造られたものとして全面

的に否定し， 離脱を求める二元論的救済宗教である(とれもグノーシスの特色であ

るが)ということである。 このことはアウグスティヌスにおける悪の問題の解決に

とって重要な意味を持ってくる。 との点で7ニ教は， アウグスティヌスにとって克

服すべき対象であったと同時に， マニ教によってζの問題の重要さを教えられ， 深

く思索するよう導かれた反面教師であったのである。

ここでは7ニ教が知何K探究を重んじたかを示すテキストを一つ引用しておく。

「あなた方(マニ教徒)も口lとすることを常とした次の言葉はこの事に関している。

『願え， そうすれば， 受けとることになろう， 求めよ， そうすれば見い出すであろ
(41) 

う。(マタイ7・7).JlJ 

しかしマニ教の理性的解明の約束にもかかわらず， アウグスティヌスが7ニ教の
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うちに見いだしたものは， 非理性的で， 唯物論的でさえある二元論的神話であった。

彼は探究の自由を得るどころか， とうした神話の感覚的表象によって精神的には窒

息しかけていたのである。

7ニ教の指導者ファウストゥスに失望して， マニ教のうちに真理の探究， 発見の

希望を失ったアウグスティヌスは， 次第に懐疑主義l己競近感を覚えるようになる。

との思想は元来，ストア主義の唯物論的独断主義lと反対して起ったものとされ，あら

ゆる臆見と独断を排するために， 全てを懐疑のうちに置とうとするものであった。

マニ教の神話的独断に苦しめられたアウグスティヌスには， との懐疑主義の理性的

批判的態度は， 魅力的であった。 この思想のうちに彼は， 自らの求める自由な探究

の精神を見出だしたとも言えよう。 しかし彼は次第に， との思想、のうちには真理探

究の意志を失なわしめるものがあるととに気づいてゆく。 真理は見出だしえないの

であるから知者は， 何ものも肯定すべきでないとのとの思想は， 探究の意志をも祖

喪せしめるのである。 真理をあくまで探究しようとするなら， 別のとζろに出口を

求めねばならないのである。 乙乙で当時のアウグスティヌスの精神状態を示すーっ

のテキストを引用しておく， Iしばしば私には， (真理は)見い出されえないように

思われた。 そして私の思惟の大波は， アカデミア派を支持するような方向に流れて

いった。 又しばしば， 人間の精神がかくも生気あふれ， 鋭敏であり， 洞察力に富む

ものであるζとを， 力の及ぶ限り認識したので， 真理が隠されたままであるとする

なら， それは精神のうちに， 探究の方法( qu ae rendi modu s )が隠されているから 以

外ではなく， 又乙の方法そのものは， 或る神的権威( ali qua divina auct oritas )によ

って包括されねばならないと考えた。」 ことでアウグスティヌスは， I探究の方法」

( modu s qu ae rendi )について語っている。 19才のアウグスティヌスは， カトリック

の権威主義的思考から逃れれば， 探究は自由になしうると単純に考えた。 しかしマ

ニ教と懐疑主義とにおける苦い体験はアウグスティヌス1(， 探究lとは正しき方法が

必要である乙とを教えた。 との方法なしには探究そのものさえ自由になしえぬので

ある。 さらにこのテキストの神的権威 divina auc t orit as という言葉は， かつて探究

を阻害するものと考えた宗教的権威を， アウグスティヌスが当時， 探究そのものに

必要なものとして再評価しだしていたととを示している。 乙のようにアウグスティ

ヌスは， 回心の前， 懸命にとの「探究の方法」 を見い出すべく努めていたと言えよ
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つ。

とれに関連してなお一つのテキストを引用しておこう。 カッシキアクムのアウグ

スティヌスは， r秩 序論J において， その弟子達と共に， との世界における秩 序の

問題を論じている。 そして問題が， 神的秩 序のうちに悪が厳然として実在している

のをどう考えたらよいのかという点に至った時， アウグスティヌスは突然議論を中
(46) (47) 

断する。(この故にティンメやホルはアウグスティヌスが 当時乙の問題を 解決して

いなかったと考えるが， 筆者は考えを異にする。)そして次のように書いている。

「ここで私は皆がきわめて熱心に， 各々の力に応じて 神を求めている(D eu m qu 

ae re re )ことを知った。 しかし我々が今問題にしているその秩 序そのものを(ipsu m

o rdine m )彼らが所持していないこともわかった。この秩 序によってかの言い表わし

難き壮厳さの知解に達するのであるが。j 乙乙でアウグスティヌスは quae rendi o rdo 

について語っている。 ここで問題なのは， 悪の問題である。 乙の問題の故に， 先の

自由意志論のテキストが示す如く， 彼は若き日の精神的初復をなさざるをえなかっ

たのである。 そしてマニ教は， 善と悪を二元論的IC分離し， との世界を悪しき原理

による被造物と断定する解決法を提示したのである。 絶対の探究者としてこの二元

論的解決に満足できなかったアウグスティヌスは， 正しき解決法を求めて附吟して

いたのである。我々は先にアウグスティヌスが回心の前に「探究の方法」 を求めて

いたことを知ったが， この回心の直後に書かれたテキストは， この「探究の方法」

が彼の最大の関心事であった悪の問題に関わるものであり， この「探究の方法Jの

発見乙そ， 彼の最大の関心事であった乙とを確認している。

アウグスティヌスは， その回心において， 悪の問題の解決法としての「探究の方

法」 をみいだしていたのか。 これには肯定的に答えられねばならない。 何故なら，

『秩 序論』においてアウグスティヌスは， 彼の弟子達が何ら「探究の方法」を所有

していないと 判断しえた。 こうした判断をなしうるのは， 少なくとも 自分なりの

「探究の方法」を保持している者だけである。 そして実際彼は， r秩 序論』におい

て以後， ["探究の秩 序J qu ae rendi o rdo を論じているのである。 それ故我々は， ア

ウグスティヌスがカッシキアクムにおいて， 悪の問題に収数する宗教的問題の「探

究の方法」を所有していたと言って良いであろう。

アウグスティヌスの回心とは， 本来何であったのか。 との問いをめぐって1世紀
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にもわたる論争が展開されてきた乙とはすでに見た通りである。 そして現在ほとん

どの研究者は， 彼の回心が，情緒的で劇的に華々しい出来事であったというよりも，

知的， 内面的な静かな出来事であったととを認めている。 クJレセJレは次の如く言う。

「アウグスティヌスの回心は， 知的，個的な回心であり， 熱狂主義や集団の運動!C

抗した回心である。」

筆者がこの間いに答えるとすれば， アウグスティヌスの回心は， 彼が 「探究の方

法」 を見い出し， 彼の生を， との秩 序， 方法に従っておくろうと，固く決意したこ

とにあるというととである。 そして「第ーの探究する自由」という言葉は， 乙の方

法を発見した喜びと， この秩 序に従うことへの決意と， 真理の発見への希望を表現

していると言えよう。

しかしそれではこの「探究の方法Jとは，一体何であったのか。 それは，若きア

ウグスティヌスにとって， 何よりも， 絶対者に至る新プラトン主義的な， 精神の内

的上昇の道である。 これによって彼は， マニ教の二元論K代わる一元論 (二世界論

であるが両者を原像一一模像関係によって， 対立としてではなく段階としてとらえ

る)的思想を我がものとしたのである。 するとアウグスティヌスの回心は， 新プラ

トン主義への 回心に過ぎなかったのか， そうではなく， 乙の「探究の方法」 は，

「理性jと「権威」との間の正しき関係を内に合んでいるのである。 アウグスティ

ヌスは， キリスト教信仰のうちに， 新プラトン主義的精神哲学の現実的遂行，具体

化をみていたのであり， カトリック教会の権威への服従のうちに， 探究する第ーの
(50) 

自由をみていたのである。(K ・ホノレの意見とはとの点異なることになる。)

3 r探究の方法」

アウグスティヌスは， r秩 序論』の第二部の 後半において「探究の秩 序」につい

て叙べている。 ζれは先にも見たように，弟子達が，悪の問題を扱うのに未だ十分

な探究の方法を学んでいないととを知ったためである。 とれについてアウグスティ

ヌスは晩年の『修正録Jで次のように述べている。「しかし知解するに 困難な事柄

を，討論することによって我々の対話者達に理解させることが誠にむずかしいのを

みてとったので， 私は物体的なものから非物体的なものに進歩する際の学びの秩 序
(51) 

o rdo stu dendi について叙べることを選んだ。」
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乙の「秩 序」が， 古来の「自由学芸」 の伝統を受け継いでいるものであることは
(52) 

確かであるが， アウグスティヌスの場合に乙れが， 平板な単なる学びの階梯IC終っ

ていないのは， この秩 序がはっきりと， 宗教的二元論としてのマニ教の惑の解決法

に対決し克服することを意図した， 絶対的ー者の探究方法として考えられているか

らである。 「しかしきわめて不明錯綜とした， しかも神的な問題に関しては. つま

り， 如何にして神が何ら悪を創造せず， 全能であり， かっかほどの悪が生じえたの

か， 又如何なる善なる目的をもって， 神はとの世界を創造されたのか， ……悪は恒

に存したのか， それとも或る時に生じ始めたのか……それ故こうした事柄， 又とれ

IC類した事柄に関しては， かの学知の秩 序 o rdo erudi ti oni s I乙従って 探究するか，
(53) 

或いはまったく探究しないでおくべきかである。」

付) 理性による「探究の秩 序J
(54) 

アウグスティヌスによれば， 学知の秩 序(o rdo eruditionis )は， 二つに分たれる。

権威によるものと， 理性によるものとである。 我々はまず， 理性による秩 序をみて

ゆこう。 何故なら「時間的には 権威が先であるが， 事柄l乙即しては 理性が先であ
(55) 
る」から。

理性による探究の方法を， 最も簡潔lこ語っているのは， 先l乙引用した第4書簡の

推論 rat iuncula である。 それは精神の物体IC対する優位性を述べる推論である。 同

様のことを第3書簡では， ratioc inati o として少し詳細に論じている。「我々は， 如

何なるものから成り立っているか? 魂と身体とからである。 これらのどちらがよ

り良きものであるか。 もちろん魂である。 人は身体のうちで何を賞賛するのか， 美

以外には何もないと思う。 一体身体的美とは何であるか。 或る種の色彩的甘美さを

伴った諸部分の調和である。 この形相は， 真なるところと偽 りなるととろでは， ど

ちらがより良きものか。 真なるととろにおいての方がより良きものであることを誰

が疑うであろうか。 それでは何処で真であるか。 明らかに魂においてである。 それ
(56) 

故魂は身体よりも， より愛さるべきである。」

『秩 序論』においては， とうした推論が， 一層詳細に論じられている。 それは，

感覚的事物のうちに 理性の跡を探し求める作業としてなされている。「それ故ζれ

らの感覚的快感のうちで， 或る穫の尺度， 調律を持つものが， 理性K属するとせざ

るをえない。 Jとうして アウグスティヌスは， 感覚そのものと， r感覚を遇して」
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(pe r  s ensu m )ということが， 異なるととを述べる。「というのも美わしい動きは感

覚を喜ばせるが， 動きのうちにある美わしい意味 sig ni fic atio のみが， 感覚を通し
(邸〉

て， 魂を喜ばせるからである。」感覚のうちに理性の跡を， みいだしたアウグステ

ィヌスは， さらにその跡を一層明らかにすべく， 探究の方向を諸学問に 向ける。

「文法学j. I弁証学j. I修辞学jj • I音楽j. I 幾何学j. I天文学」 等がその対象に

なる。 そしてアウグスティヌスは， ζうした全ての学聞において， 数が最も重要な

役割をなしているととに注意し， とうした数の基礎をなす「ー」 の考察において，

理性の跡を求める探究は頂点K達する。「それ故私は分析するにしても総合するに
(60) 

しでも. Iー」 を欲し. íー 」を愛している。」 とうした諸学聞の 探究を際限なしと

感ずるものは「できる限りにおいて「ー」 とは何かを知るようにすべきなのである。

しかも未だ事物のかの最高の法， 最高の秩 序としてのそれではなく， 日常到る所で
(61) 

感じ， 為している事物のうちにおいてそれを知るべきなのである。」

このようにカッシキアクムのアウグスティヌスは， 数を， 感覚的事物と超感覚的

事物との聞を結ぶ橋の如く考え， その根本に全て事物の源としての「ー」を考えて

いる。 それは明らかに新プラトン主義的な精神哲学であり， しかもとうした考えの

背後には， 明確な一つの世界観， つまり「二世界論」が存している。 これらについ

てアウグスティヌスは， 初期の著作のいくつかの場所で論じている。「乙れが 知を

学び求める秩 序である。 それによって人は， 事物の秩 序を理解するに適わしくなる

のである。 つまり二つの世界， 及び宗宙の創造主を認識するに適わしくなるのであ

る。 この創造主の認識が魂のうちにあるとするなら， それはとの方を如何に知らな

いかと知る認識以外ではない。」アウグスティヌスは， 乙の考えがプラトンIC 由来
(64) 

していることを知っている。「プラトンは二つの世界が存すると考えた。一つは叡

知的世界であり， そのうちには真理そのものが住している。 もう一つは感覚的世界

であり， それは我々が， 視覚， 触覚によって感覚するものであるととは明瞭である。

それ故前者は， 真なるものであり， 後者は真に似たものであり， かの真なるものの

似像として創られたものである。」

との二世界論は， アウグスティヌスが『ソリロキア』で展開している如く， 彼の

真理論の核心をなすものである。 彼は， マニ教の二元論による現世の徹底的否定の

思想、を， このプラトン・プロティノス的な原像一模像の段階的二世界論によって克
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服しているのである。 との思想は， との現象的世界を， マニ教の如く， 悪， 虚偽

として徹底的に否定しまうのでなく， 永遠の真理の模像として受け入れうる理論的

根拠となっているのである。 しかもこの二世界論によるマニ教的二元論の克服は，

探究を止揚してしまうものではなく， 一層の探究を促すものなのである。 何故な

らこの思想は， 乙の現象的世界の模像にとどまるべきではなく， 原像に至るべきζ

とを教えるからである。「次のことをわきまえないほどの 精神の盲いがあろうか，

つまり幾何学において教えられる事柄は， 真理そのもののうちに住むか或るいは真

理がそれらのうちに住むのであるが， かの物体的形相は， あたかもかの叡知的事物

に至ろうと努めている如くみえるのであるから， 何かしら真理の模倣imitatiov er i. 

M出を所持している --U アウグスティヌスには， との感覚的世界全体が，叡知的

世界に至ろうと努め， 模倣している如く思われる。(quasi ad is tas te n dere vi de ntur) 

それ故精神的存在者としての人間が、叡知的世界を求める探究それ自身， 最も自然

に適った， 又必然的な運動なのである。 こうして二世界論は， 魂と身体からなる人

間存在の途上的性格を明らかになし， 真理の探究の存在論的な根拠つeけを与えてい

ると言えよう。

(ロ) 理 性 と 権 威

カッシキアクムの対話篤で， 宗教的権威の問題が， 主題的IC取り扱われている箇

所は， 二つある。『秩 序論.1 JI. 9. 27と『アカデミア派論駁J m. 19. 42とである。

論旨はほぼ同じなので， ととでは『アカデミア派論駁』より引用しておく。 とれは

先の二世界論に関連して述べられた箇所である。i(プラトン， アリストテレスの哲

学は)， 我々の聖書が正しくも忌み嫌う乙の世の哲学ではなく， 1.)IJの叡知的世界の

哲学である。 この叡知的世界に対して魂は， 諸々の陪き迷誤によって盲いとなり，

身体的汚れの深みに埋れてしまっているので， かのきわめて鋭敏な理性が， との魂

を呼び返しうるのは， いと高き神が， 人々に対する慈愛によって， 神的知性の権威

を，人間的身体そのものにまで下し給い，低め給うことによる以外lこなかったのであ

る。 そしてその誠命のみならず，その行為によっても目覚めさせられた魂は，哲学的

議論の争いなしにも， 自らに立ち還り，祖国を望見しうるようになったのである。」

ととに人は， 初期のアウグスティヌスの受肉 inc ar natio IC関する解釈を読みと

るととができょう。 こ乙ではキリストIC収飲する神的権威は， 迷誤にひたり切って
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いる人聞の魂を， 叡知的世界へ覚醒する範例と考えられている。 そしてアウグステ

ィヌスは， 乙の神的権威が， 人聞には不可欠なものであると考えている。 アウグス

ティヌスをしてそのように言わしめているのは， 人間理性の弱さの意識である。 こ

うした意識は，古代末期の知識人に共通するものであると言えようが， アウグステ

ィヌスの場合には， 彼独自の経験l乙根ざしているように思われる。 そうした消息を

「告白』のvn巻は印象深く語っている。 (乙の点を， p ・ アンリはその著『プロテ
(69) 

ィノスとラテン的西洋』 で取り上げている。)この巻の9章で彼は， 新プラトン主

義との出合いとそれに続く神秘的体験の意味について考察している。 我々が注目し

なければならないのは， この出会いに関して述べるその序文とも言うべき箇所であ

る。「あなた(神)は， あなたが如何に高ぶるものに抗し， へり下るものに恵みを与

え給うか，又あなたの言葉が肉となり， 人々の聞に住まい給うて，謙遜の道が，主[J

何ほと、のあなたのあわれみによって， 人々に顕わされたかを， まず私lζ示そうとし

て，恐るべき倣慢にふくれあがった或る人を通して，ギリシア語からラテン語K訳
(70) 

された或るプラトン派の書物を配慮し給うた。J乙ζでアウグスティヌスは， 新プ

ラトン派の書物によって，真理を知ったと諮るよりも，それによって，謙遜の道の

重要性を何よりも知るようになったと語っている。 それは何故なのか， アウグステ

ィヌスは， との経験の意味を述べ終えるに際して次のように語っている。「という

のも， まず私があなたの聖なる書物によって形づくられ， あなたがその親しみやす

き甘美さに私をひたらせ，その後私がかの書物l乙入って行ったとしたら，恐らく私

は，敬農の堅固さから引き離されるか， 或いはすでにひたっていた救いの状態にと

どまったとしても， 誰かがそうした書物だけを学んだとしても，その書物からそう

した状態を得るととが出来ると 考えたことでしょう。」 乙れらのテキストは， 新プ

ラトン派との出合い，及び神秘的体験が何よりも，彼lζ，人聞の精神が理性的探究に

あまりに適せず弱いことを悟らしめたと語っている。 アウグスティヌスの新プラト

ン主義体験は，一方で彼lζ叡知的世界とそれに至る理性的探究の方法を示すと同時

IC，それに不適当な人間理性の不完全性を痛感せしめたのである。 それ故この体験

は， 新プラトン主義的内面牲の精神哲学に基づく哲学的真理探究への第一歩を踏み

出させると共に， 弱き者が， 真理であると同様に真理への導き子， I道Jであるキ

リストの権威に服従して精神をきよめ，強き者となるキリスト教信仰の重要性をも
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理解せしめる契機となったのである。 (確かにアウグスティヌスは， アンプロシウ
(72) 

スによって， 権威への信仰の重要性を理解しえるよう導かれていたが， その深い意

味を開示するととになったのは， との体験であろう。)ととでは信仰は， かつて恐

れていた如く， 理性的探究を阻害するものではなく， むしろそうした探究を促がす

ものとして把えられるととになるのである。

以上みてきたように， アウグスティヌスの「探究の方法」 においては， 理性的探

究と権威への信仰は， 互いに排除しあうものではなく， 理性的探究の深まりは，一

層人間的理性の弱さ， 問題性を明らかになし， 信仰の重要性を教えるものであり，

権威への信仰も， 決して探究を阻害せず， 促す役割をなしているのである。 とうし

た「探究の方法 」の発見とそれに従う決意とが， アウグスティヌスの回心の核心を

なすものであり， その発見の喜びと決意とが， この「第一の探究する自由 」 という

言葉にとめられていると言えよう。
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