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Forma ]ustitiae 

一一アウグスティヌス『三位一体論」

第八巻における神認識についての一考察一一

上 野 正 二

アウグスティヌスの『三位一体論J第八巻において， 我々は， 神の認識をめぐっ

て一種の悪循環を含むと思われる二群の記事に遭遇する。 以下の考察は， それぞれ

のテキストを解釈する乙とによってアウグスティヌスの真意を明らかにすることを

最終的にめざすものであるが， この小論では特K. そのてだてとして， 同書同巻に

おいてアウグスティヌスが語る， 義人IC対する愛と認識に関して生じてくる一つの

問題を解明することに向けられる。

アウグスティヌスは「三位一体論』第八巻第四章で次のように言う。

「私たちは直視によってではなく信仰によって歩くから， たしかに私たちはまだ

使徒パウロがいうように『顔と顔を合わせてJ 神を見てはいない。しかも， いま私

たちが 神を愛さなければ決して 神を見ないであろう。」

文字通りに受けとって， こζiζは 我々が 神を見ていないこと， 神 を 愛 す る こ と

(diligere)を条件として 我々は 神を見ること(videre)ができるようになる乙とが記

されている。

しかるに， ただちに続けてアウグスティヌスは言う。 rしかし， 誰が知らないも

のを愛するであろうか。知られ得るが愛され得ないものはある。私は問うのだが，

知られないものが愛されうるであろうか。もしそれが可能でないならば， 誰も 神を

知る前には愛さないことになる。 神を知るということは， 神を精 神によって観て，
(2) 

確固として認めるととでなくて何であろうか。」

上iζ 神を愛することによって 神を知ってゆくと言ったが， 愛するという乙とをふ

り返ってみると， 愛するためには まず知っていなければならない。 知 (scire)が愛
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(dilige同)の条件となる。 そうすると， 神を愛するためには， 我々は 神を知ってい

なければならないととになる。

神を知るためには 神を愛さなければならず， 神を愛するためには 神を知っていな

ければならない。 これは悪循環ではないであろうか。 このような聞を前にして， ひ

とはしばしば， 上の「 神についての知」を二つの意味で読みわけで解決しようとす

る。すなわち， 神が何であるか等， 神についての全き知は持たないけれども， 何ら

かの仕方では知っているのである， と。そして， この何らかの知は， 神についての

根原的知であるというふうに述べられる。

だが， むしろ問題はここから始まるのではないか。アウグスティヌスは同書同巻

で， その他にも一見矛盾すると見られる表現を用いている。すなわち， 一方で 神と

は何かを 我々は知らず， 当fC今それを探究していながら， 他方でその 神である善そ

のものの観念 (notio boni) が 我々のうちに刻印されているという。 また， 我々は

神を愛することによって 神を見るといいながら，たとえば 義の不可変な 形相(forma

justitiae)を 神 の うちに観る (この表現は， 神を見ているが故にそれに照らして不

可変の 形相を見るととができるという類似の表 通を想起させる)とのべている。 こ

れらの表現が矛盾するものでないことは， 上のように意味の相違を明らかlとすると

とを通じて了解することができるであろう。 しかし， それでは， í何らかの仕方で知

っている 神の知」とはいかなる知であるのか。また「 神の観念が 我々のうちに刻印

されている」や「 神のうちに 義の不可変の 形相を見る」とはし、かなるととであるの

か。

我々の手近にあってすでに知られたことがらを通じて未だ知られていない 神へと

到ろうとする， いわば 上昇の道を示す表現と， 神が予め知られているが故に 我々は

諸々のことがらを判断し， 知るととができるとする下降の道を示す表現とが錯綜し

ているテキストを， 我々はアウグスティヌスの真意を間いつつ読むことによって，

これらの諸点について可能な限り明らかにしてゆきたし、。

2 

神を知ろうとするアウグスティヌスは， 我々の手近にある， íいわば知られたとと

がら」から出発する。たとえば， 我々の日常行っている判断をふり返って 我々は 神

に到る， という例があげられよう。 すなわち， 我々は， しかじかの大地はよい， し
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かじかの人は善いと言う。このように言う時， たしかに 我々はそれらを知っている

ととがらであるかのように諮っているのである。しかし， 我々はそれを本 当に知っ

ているのであろうか。 知っているといえるのはどのような場合であろうか。ζの問

K答える乙とによって， 神への接近がなされるであろう。

アウグスティヌスはいう。

「乙れはよい。あれはよい。 ζれ， あれをとり去れ。そして， できれば善そのも

のを見よ。 乙のようにして君は， 或る他の善によって善であるのではなしすべ

ての善の善である 神を見るであろう。」

あれこれのものを善いということからどのようにして善の善である 神を見るのであ

ろうか。アウグスティヌスは「ζのようにして (ita)Jというが， 我々 に は そ れが

どのようにであるかはいまだ不明である。 しかし， 彼は次のように語をついで説明

しようとする。

「というのも， これらの全ての善きものにおいて・ …私たちが真実に判断する時，

もし私たちに善そのものの観念が刻印されていなければ， 或るものを他のものよ

りも善いとはいわないからである。」

と。おそらく， 乙乙には， 我々が善きものについて判断する時， いいかえれば， 我

々が或る善きものについて知っているといえる時， 当面の善きものは， 或るいっそ

うよく知られた「善の判断の規範Jに合致しているのだというととが前提としてあ

る。 よって， 我々が判断を行っているという事実から， 我々は判断の規範を知って

いるはずだといわれるのであり， また， 善の判断の規範たる善そのものを 神である

とするならば， 我々は 神を知っているはずだと結論されるのであろう。

けれども， 善の観念の刻印とは何をいうのであるかは， なお問題である。 また 我

我が日常善について判断を行っているとしても， そこからただちに 我々は 神を知っ

ていると結論するのは早計であろう。 我々の判断には判断の規範の認識および乙れ

への照合が必ず伴うとはいっても， その都度の判断の規範が， 神とも呼ばれる善の

善たる規範であるとは即断しがたいからである。

たとえば，í肥沃な農園はよい」という判 品をとってみる。 なぜ「肥沃な農園」が

「よい」と結びつくのか。ここでただ善の観念が 我々のうちに刻印されているから

だというだけでは説明は不充分である。 その都度の判断が直接lζ， 神ともよばれて
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いる「善そのもの」の観念に照合されるとは限らないからである。この例の場合，

たとえば「多く生産するととはよい」という判断が先にあり， 肥沃な農園は多くの

生産を可能にするが故に 「よい」といわれるにすぎないとも考えられるからである。

また， との先在する判断がどうして成立したのかも再び関われるであろう。 そして

「多く生産するととはよい」というのは「よい」と判断するための規範に依ってい

るのだとしても， その規範自体は結局 我々の単なる約束ごとにすぎないという可能

性がある。そして， もしそのようだとすると， アウク守スティヌスが，r君が個々の善

きものについて語られるのを聞く時， 同時に善そのものを知解するから 九とい

うのはいかなることであるか， さらに関われねばならないであろう。

しかし， アウグスティヌスIr従って， その都度の判断の規範と， いわば究極の規

範との懸隔をうめるべく考察するためには， 我々は， もっと 我々に身近な別のとと

がらについての考察をてがかりとしなければならない。 アウグスティヌスは， その

ようなものとして 義人に対する愛と認識の問題， 特にその根底にある 義の 形相の問

題を論じていると思われるのである。

3 

さて， アウグスティヌスによれば， 義人を 我々が愛するというととからして， 我

々は 義人とは何かを知っているはずであると考えられる。 人は自分が 義人ではない

時にも 義人を愛する。しかし， 愛するためにはひとはその対象を知っていなければ

ならない。そとで， 我々が 義人を愛するというそのととからして， 我々は 義人を知
(14) 

っていると 結 論き れ る のである。 しかし， 神について先にのべたように， 愛の条

件としての知は全き知であるとは限らない。 義人を愛する前提条件となる 義人につ

いての認識も「 或る仕方での認識」であり得ょう。 神の愛の場合，í知られずとも信

じられるものは愛さ 412Jとアウク。スティヌスは言う。 こ乙で「信じられるもの」

とは疑いもなくI�であると信じられるもの」である限り， �の観念はすでに信じ

る者のうちにあるのであり， 従って「何らかの仕方で」知られているものであった。

義人の愛の場合， ノマウロがI�� 義人」である乙とは信じられるものであるが， 義

人の観念はそこで信じる者のうちに何らかの 形ですでにあるのである。それがどう

いう仕方で生まれ， どういう仕方であるのかが問題である。
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「 義しい(justus)jとは身体についていわれるのではなしそれは心の或る美しさ

(quaedam pulchritudo animi)である。 との美しさが， あるいは，あれとれの人を 義

人としてきし示す徴し (signum) が 義人の身体の動きや， また， 人々が 義人につい

て語る話の中に躍動し， 放射されてくるとも考えられよう。とはいえ， あれこれの

人を 義人としてさし示す徴しが 義人の身体の動きに従って放射されるというととと，

義という心の美しさの或る 形(forma)が 義人に関する 我々の経験において受けとら

れるものであるという見解は全く別のととがらとして考察されねばならない。前者

は『教師論』 以来アウグスティヌスの持っているíres-signumJ論を 論 拠にして退

けられるのである。それによれば次のようになる。 もし 義人の行動において 義人の

徴しが放射されるとしても， 徴しとはもともと事柄をさし示すものである限り， あ

らかじめ事柄を知っている者 以外には， それが何を表示しているかは不明であるか

ら， 我々は徴しから 義人が何であるかを学ぶことはできないのである， と。

それでは， 徴しがではなく， 義人を 義人たらしめている 義の 形相そのものが放射

されるとしたらどうであろうか。 アウグスティヌスは rcs sensi bilis と res intelli-

gibilisを区別する論法をもって， この間K対しでも否定するかのように見える。

「もし私たちが自分の外において知るならば， 或る物体において知るのである。

しかし， 私たちが語っているものは物体的なものではない。」

と。だが， 乙のように否定するζとによって残されるのは，

「従って， 私たちは自分のうちで 義人とは何であるかを知っているので ヰ之」

という， すでにくり返された答である。 義とは心IC関するものであり物体ではなく，

従って眼で見るものではない。 しかもそれに関して何らかの判断がなされる時， 我

々は自分のうちでそうするのである限り， その何らかの観念が 我々のうちにあると

は一旦いうことができょう。だが 我々が問うているのはそれがいかにしてあるのか

ということであった。 これについては未だ何らの回答も得られていないのである。

4 

そこで 我々は， アウクースティヌスの語る「内なる観念」の考察を一歩進めて， そ

こに合意されている一つの注目さるべき側面を明らかにしてゆくととにしたい。 ア

ウグスティヌスは， 我々が 義人を愛するという事実にもとづく一連の考察をしめく
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くるに際して次のように述べはじめる。 我々は聖書の句を読んで 義人パウロへの愛

を燃えたたせられる。 それは 彼がその句の示すように生きたと 我々が信じるからで

あるが， また， 我々が信じているような 彼の生き方が 神の奉仕者の生くべき生き方

であるということを 我々が認めるからである。しかも， そのように生くべきである

ということは

「他の人から聞いたことを信じるのではなく， 内的に私たち自身のもとで， ある
(20) 

いはむしろ私たちを越えて真理そのもののうちで認めるのだ。」

彼の生き方を 神の奉仕者の生くべき生き方= 義人の生き方であると認めるのが「私

たち自身のもとで」と言われるのは， 一つには先にも見たように， 義が物体的なも

のではないからであるが， そればかりでなく， そこで行なわれている判断の主体が

ほかならぬ 我々の理 性であるととの表白でもある。 けれどもここにいう「私たちを

越えて真理そのもののうちで」とはいかなるととであろうか。類似の表現が用いら

れる， たとえば『真の宗教』では， 判断主体たる理 性は， 判断される対象よりは優

位に立っているが， それ自身によって判断するのではなく， 理 性が内なる真理に依

拠することによってはじめて真なる判断がなされるのだと語られた。 それによると，

認識の原理たる 確実な真理が見てとられ， 我々の判断とは， その都度提示される対

象をその真理に照会するという手順が考えられていることになるであろう。

だが， 乙の『三位一体論』第八巻でいわれる「真理そのもののうちで認める」の

意味するところは， それとはちがっているように思われる。ここでの問題は， 我々

が聖書IL記されたパウロの生き方を 義人のそれと同定する際に， 義の 形相がどのよ

うにして 我々に見られるのかというところにあり， アウグスティヌスは先にはただ，

我々は知っているとか， 我々のうちにあるとのべていたのを一歩進めた表現で「真

理そのもののうちで認める」と言うのである。ややおいて

「なぜなら私たちは 神のうちで人聞がそれに則して生きるべきであると判断する
(22) 

義の不可変の 形相を見るのであるから。」

といわれるととからも明らかなように， ここでは， 我々の観るのはあくまでも 形相

なのであり， 従って真理は， それに 当面の判断の対象が照合されるものとしてある

のではないのである。ζのようなコンテキストで語られる「真理そのもののうちで認

める」とはいかなる意味で把捉されるべきであろうか。 我々は次のような方向へ考
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察を進めてみたい。

5 

アウク事スティヌスは 上のように， 義の 形相と聖書iζ記されたパウロの生き方の同

定という問題を考えている。しかし 義の 形相という「心のととがら」と聖書の記述

することがらとが同定されるとはどういうととであろうか。 聖書が何らかの 形相を

記述し 我々に示しているが故に乙そ， それがいわゆる「 我々のうちにある 形相」と

照合されるのではないか。 しかし， そうだとすると， 我々のうちにあらかじめ 義の

形相は存しなくとも， 或る 形相が他から示され， しかもそれが 義の 形相であると知

らされるということも考えられ得るのではないであろうか。 これまで保留してきた，

義の 形相が外から与えられる道がここにあるととにならないであろうか。

アウグスティヌスは， 義の 形相を真理そのもののうちに見て， これに基づいて 義

人を愛するのだと述べた直後に， 乙う言う。

「しかし，私はいかにしてかは知らないが， 私たちは 或る人がそのように生きたと

信じる信仰はって， より烈しく 形相そのものの愛 へと促されるの 発。」

と。 我々が 義人を愛するという事実からして， 我々はまずもって 義の 形相自体を愛

するのだといわれる。とれは， まず 形相自体を愛し， そζからその 形相をそなえて

いるものを愛するという， いわば愛における下降の道である。しかるにそこに同時

に「いかにしてかは知らないがJと断りながらも， 形相を分有するものに対する愛

にはじまり 形相そのものの愛へ向うという愛における 上昇の道が認められているの

である。 いまアウグスティヌスのいう「 形相自体をより烈しく愛する」とは， 形相

自体がすでに自らのうちで見られており，それ への愛がつのるというのであろうか，

それとも， 形相自体があらかじめ自明であったのではなく， 何らかの仕方で次第に

明らかになり来り， それに対応して愛が烈しくなるというのであろうか。 との 文脈

からは必ずしも明らかではない。しかし 我々は別の箇処で次のことばを読むζとが

できる。

「だから 義人であると信じられる人は， 愛する者が自らのもとで認め知解するζ

の 形相と真理に基づいて愛されるのである。ところが， 形相と真理はそのように

他によって愛されるものではない。なぜなら， 私たちは 形相と真理 以外にはその
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ような 或るものを見出さず， 従って， それが知られていない時には， すでに私た

ちがそのような 或るものを知っているものに基づいて信じるととによって愛する
(24) 

であろうから。」

乙こには， 愛されるものは愛の根拠となるものに対する愛IC基づいて愛されること

が述べられると共に， その愛の根拠となるものは無限に湖源して求められるべきも

のではなく， 愛の第ーの根拠となるものが 形相と真理として押えられるとと， およ
(25) 

び， その 形相と真理自体 (何故乙乙で真理自体が語られているのか?) が見出され

ない時にはかえって， それ自体が， その都度愛されるようなものについての知と愛

からして愛されるのだという乙とが述べられている。たとえば， しかじかの生き方

が 義人の生き方であるというととを， 信頼する者・権威ある者から聞き知っている

者は， 義の 形相そのものは知らない場合でも， 今知っている限り 一一ー問われてしか

じかであると答え得る限り一一ーでの 義人の生き方を愛するととができるのであり，

そ乙からして， それが精 確にどのようにあるべきか， 義の 形相を知ろうとするので

ある。知ることの端緒として権威への信があるとするのはアウグスティヌスの『秩

序論』 以来 確固として持っている立場であるのだ。 ともかくとうして， 我々は 形相

が 或る仕方で外から受けとられる方向をアウクースティヌスの中にさぐることができ

ょう。

6 

しかし， 乙の方向によって， 権威ある者のことばを信ずる等のことにより， アウ

グスティヌスが「 義の 形相そのもの」と呼んでいるものが外から与えられるもので

あるとするのは明らかな誤りであろう。 上の方向が， 他方で 彼のいうi( 形相を ) 真

理そのもののうちで 認める」ということと矛盾するものではないこと，否，むしろ後

者が前者をも合意するものであることを示すために， 我々はこの点を精 確に理解し

ておかなければならない。 アウグスティヌスが， 上のように見れば， 形相が外から

与えられるかのように述べながらも， あくまでも「 我々のうちでJi真理そのものの

うちで」 認められるとする理由は思うに次の点にある。すなわち， 我々がその都度

獲得してゆく 形相の不完全であることを 彼は徹底的に自覚していたのである。 我々

は自分の信頼する人のことばを通じて 義人に関する 或る 形相を得る。乙れはアウグ
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スティヌスの言う「 我々がすでにそのような 或るものを知っている」ものである。

しかしとれらの 形相は， 未だ 義人の 形相として完全なものではない。それはいまだ，

我々にとって知られている 形相にすぎず， 真にととばのさし示す完成・充実した 形

相に 我々が向いゆく途上にあるものである。 全き 仕方で 義人の 形相そのものを知

らない 我々は， とのある意味で知られた 形相をもとにして， それを知るべく探究を

始めるであろう。この時， 我々は二重の意味で信に先立たれている。 すなわち， 一

つはとのような仕方で 義人について知っているといえるためには， そのことばを伝

えた権威が信じられている。また， 発見さるべく探究される 形相そのものの存在が

信じられているのである。

その都度の判断の規範として見られる「 我々のうちに刻印された」 形相とは， 乙

のような途上において 獲得され， たえず完成へ向けられる 形相であろう。従って，

それ自体はいわばたえず真理IL晒されているのである。iC 形相を ) 真理そのものの

うちで認める」という表現は， 形相の常IC探究さるべきものであること， 人聞の探

究者としての境位を伝えるものであると思われるのである。

7 

以上のように見てくるならば， 今や 我々は 義人についてのべた， 愛が知iζ先行さ

れねばならぬという乙とと， 知が愛lζ先行されねばならぬということのE当な順 序

を見てとることができるであろう。そして， ここからただちに， 神に関してはじめ

にかかげた問題に進むことができょう。しかし， その論究は別の機会にゆずらなけ

ればならない。
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