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「告白Jl VIl-vl[巻に;b-.ける悪の象徴
リクールの象徴解釈に学んで
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P. Ric æu r ， La Symbolique du Malを読み， 非常に興味深かったので，
Augu st inus ， Confess iones， l b
i . W VIll をその方法にならって検討してみよう，
-

というのが小論の趣旨である。

(1 )

リクールのFinitude e tCulpabilitéの第 1 分冊はLH
' ommeFaillibleで ，
第 2 分冊が今あげた書である ( 共に1960年)。 この第 2 分冊 は前半を Le昌
s ymb oles pr ima ri es と題し， それに属する三つの審級として「 犠れJ sou 
il ur
1 e ， í罪J péc h é， í負い目J cu lpab il it é をあげる。 後半はLes m yt hes du
commencement et d巴la f in と題する。 第 3 分冊はLaS ymbolique Spécula・
tiveという題を予定しているが， 今日まで未刊である。 以上の三冊の構成
は， 悪の問題を論ずるに際して， ただちに形而上学的な悪の本質論や ， 高
度に合理化された原罪論から出発するのではなく， 逆に今あげた第一次象
(2)

徴から出発し， 次に 「非 神話論化J dem yt hologisat ion と呼ぶ方法に従って
創造・堕罪・終末の 神話をとりあげ， そのあと思弁的問題へ進 むという解
釈学の立場を表している。 それは「還元的解釈学J
に対する「回復的解釈学J

her m éneu t iq
u e r édu ct ive
(3 )

h. instau rat ive とも呼ばれる。 考察材料はオリ

エント 神話， 聖書(同新約)， 古典ギリシアの文学・哲学である。 その広汎
な使用は ， 神話の言葉の象徴的本質を明示し，

か っ そ の前経験たる「告

白J の 言葉を再現して， これらを哲学のディスクールの中に採り入れよう
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とする根本意図に沿うものである。 われわれは， このように哲学のディス
クールを広げることによって， 哲学のファンダメンタリズム化を避け， か
つまた哲学と 神学のカ テゴリアルな不毛な対立を避けるという点に大きな
関心を抱いている。
リクールによれば，

1械れ」 は恐怖や不安のような主観的要素を伴いな

がらも反省を妨げる物質的なものーーたとえば「よご れJ tac heの象徴で
示されるもの一一に出会い， そこでは倫理的なものと物理的なものとの分
化が行われていない， ということが見られる。 そのため， 械れは乗り越え
られることによって初めて理解されるのである。 しかも「単に来り越えら
れてしまっているのではなくて， 未だ保持されてもいる経験， すなわち恐
らく乗り越えられない何かを隠し持っていて， それによって多くの変化を
こう むりながらも生き残るような経験」である。 そ こ で「罪」 と「負 い
目」の中にも， 械れとの弁証法的な関わりが認められる。 械れは恐れを通
じて内在化し， 単なる恐怖から苦悩と自責へ深まって行くが，
(5 )

l\'、かに内

在化しでも自らの外在性の象徴においてしか映し出されない」というのが
罪過の本来的性格である。 それは過失可能性を持つ人聞のダーザインであ
(6 )

る。 積れにせよ囚われにせよ， 1自由による自由の侵害」 を象徴している。
プラトンも言うように，

1鎖につながれる者を鎖でつなぐ時にもっとも協
(7 )

力的なものは， 多分彼自身であるだろうJo 1告白J ]'a veu はこの人間主体
から出るのである。 人は自らの不条理， 不安， 苦痛， 怒りの情動的な調べ
の中で告白し， これを通じて過ちの意識が客観的に表出されることになる。
告 白の言葉を持たない過ちの意識といったものはない。

1告白の言葉が存

在する。 そして 神話や思弁の言葉はその告白の言葉を二次的・ 三次的に反
(8)

復したものにほかならなL、Jo 1もっとも原初的で， もっとも 神話的でない
(9 )

言葉はすでに象徴言語である」。
アウグスティヌスの「告白」が単なる経験の記録ではなく， 自らの解釈
によって展開された叙述であり， その告白が単なる過失の表 白から深刻な
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負い自の表出一一特に contriti o や odi m巴 ipsum

までを含んでいるこ

とは言うまでもない。 その\Jll-VJll 巻はとりわけリクールの言う第一次象散
における三つの審級がまとまって現れている所であり， その点でこの箇所
は初期著作にはまだない成熟期の思想、を見せている (第二次象徴たる創造
・ 望罪・終末については「創世記逐語解J

r神の国J，さらに『ユリアヌス

駁論」などによって論ずるのがよいであろう)。その中で， 罪の自覚はマニ
教との対立を鮮明にすることから生ずるが， その自覚は決して抽象的なも
のではなく， かつて神を物体的にしか考え得なかったことからくる被れの
意識とかさなり， これを深化して行くのである。

I深化」ということに，

告白の持つ象徴思考が見られる。 さらに負い目の意識は，

プロティノス的

な形而上学的悪の理解とアダム神話とを含んでいるが， これらは負い目意
識を捨象するものではなく， むしろそれぞれの仕方で負い目意識を深くし
ていると見られる。
以下「告白」からの引用はデクレ版により， 章番号をはぷいて 巻・節番
号で示す。

I

穣れの意識
リクールが指摘するように， 橡れとよごれとは同じでない。 被れは接触

・感染を表す contami nare， 黒さ・暗さを表す s o rd es によって象徴される。
teneb rae， ti mor も暗さを表している。 検れ ( 感染・闇) と清さ(分離 (erui
purga rque
i
， W， 3 J ・明るさ)との 対立 は全く基本的であって， これはマ
ニ教，

プロティノスのみでなくアウグスティヌスをも貫 い て い る。 r告

白J\Jll-酒 巻のテーマをこの対立に見ることができる。 唖， 26 �27におけ
る「古なじみの女」と「貞潔」 との対比を見よ。 被れの意識はこの対立の
カテゴリーの中で動いている。
\11 巻前半の 1 �12節は， 械れの意識から罪意識への移行を述べている。
その際，

3 節のマニ教批判と，

8� 9 節の占星術反駁が重要で， こな二つ

4
をここに置いたのは， アウグスティヌスの解釈が働いていると思われる。

四， 1 によると， アウグスティヌスは神が「滅亡・損傷・変化 」 の可能
性をまったく持たぬことを既に確信していたが， それにも拘らず神を非物
体的な仕方で考えることができなかった， という。

["回りをとびかう不潔

な〔想像の〕 群 を ( tu rb am i nmu nditiae)精神の目から払いのけようと努 め
たが， それらはばらばらにされるや否ゃい i x di m ota) …再び塊をなしてそ
こに現れ ( cong
10 b ata ru rs us ad erat)， 私の自の中に入ってこれを曇らせた」
( 1 )。 心象にもとづく幻影でもって神を形象化することは偶像を作ること
にほかならない(20)。 そこで「滅びないものは滅びるものにまさる」とい
うことからして， 神は世界の外に広がる見えざる無限の体であって， それ
が天をも地をも， 象をも雀をも充たしているのだと考える( 2 )。 しかし依
然として神を物体的に考えていたのである。

Iこうして心がにぷり〔厚く

なる i ncrass atus)自分自身すらも見ることのできなかった私は， ある大き
さの空間に延ぴたり散ったり ( tend eretu r v el diff u nd eretu r)， かたまったり
厚ぼったくなったりする ( cong10 b aretu r v el tu meret) もの， あるいは何か
このようなものを受容するもの 以外には， 何ものも存在しないのだと考え
ていたJ ( 2 )。
ここで物体は， 拡大・縮小・分散・集合して本来の統一を持たないもの
として記されている。 したがって人が神を物体的に考える時， 神もまた ぱ
らぱらなものとしてしか考え得ないことになる( 2 )。 しかしアウグスティ
ヌスは， ここで物体の性質の客観的規定をあげてそのように言っているの
ではない。 1 節の tu rb a(群 ) はがえ0<;;と同根で， ["かたまりJ ["腫れ物」を
意味する。 さらに「混乱・騒乱・不安」を意味し， ["静けさJ ["落ち着き」と
反対である。 同義語は tu mu1 tus である。 この tu mu1 tus は tu mulus ( tu mu咽
10 ， tu mu10 s us )， tu m or ( tu m巴0 ， tu midus ， tu midi tas ， etc. ) と同根であり，
tu rb a もそうである。 これらの語を上記 以外に拾ってみると， W 巻では，
「魂のすべての動乱J t otus tu mu1 tus ani mae m ea巴(11)， ["わたしの腫れとが
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った尊大さJ tumor meus(12)， I外に向かつてふくれ出す意志の転倒Jvolun
tat is pe rver sitatem tumescent is for as(22)， Iさまざまの幻影の争い合う群 」
contr ad icent b
i us turb is p hantasmatum(23)， さらに 酒 巻では，
神も狂い立ってJ tam vultu quam m ente turb atus( 19)，

I顔つきも精

I胸の動揺J tumul 

tus p ector isC 同 ) などがある。
アウグスティヌスが罪の根を高慢に見ていたことは， 全く確かである。
それはキリストの謙虚と反対のものであって， この対立がVJ[-vlll 巻の全体
を形づくっていることは言うまでもなし、。 しかし sup erb ia の語は， VJ[， 11
「高慢にもあなたに向かつて立ち上がりJ cum sup erb e contra te sur ger em
にのみ見られる。 ここでは sup erbi a でなく sup erbu m の語を用いているが ，
それは数行あとの「あなたは高慢な者を低くし， 傷ついた者の よ う に し
た」という詩篇88， 1 1 からの引用に合わせたものである。 これは「高ぶる
者C sup erb i) を斥け， へり下る者に恵みを与うJという常用の引用 (緩言
3 ， 3 4;ヤコプ書 4， 6;ぺテロ前書5， 5) と同様のもので， こちらは13節の冒
頭にある。 これ以外の所では sup erb um ではなくて tumor の語があてられ
ている。 そのことは， この\ll - 咽 巻において象徴的表現が一貫し， 緊密に
結びついていることを示すものと言えよう。 高慢とは先ずもって橡れであ
り， それは 神を物体的にしか考えない所からくる。 そこで被れとは， 物体
が 神に対抗するかのように集まり， かたまり， ふくれ土がって騒ぎを起こ
すことであり， これが人聞の身体に移されて， 病気・傷・腫れ物をつくり，
その腫れ物が顔一杯にひろがって目をつぶすのである。
象は激しい勢いでかたまりをなし C conglob at im)，

Iそれら物体の心

見ている私に向かつて

襲いかかって来た。 そして思考しつつ 内に戻ろうとする私に向かつて敵意
を示し，

r君はどこへ行くのか， この身の程知らずの 汚ない奴めが』と言

っているように思われた。 それらのものは私の傷から出たのである。 …わ
たしは腫れ物( tumor) によってあなたから分離され， 顔はひどくはれ上が
って私の目を閉ざしたのであるJ (11)。
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検れた者はその身に傷を受け， 顔中の腫れ物によって目のふさがれ， 忌
み嫌われて 神からも離された者である。 盲目の人は 神を 見ることはおろ
か， 自分さえ見ることができず， いっそう閣の中に落ちて行く。

I私の自

の光は私と共になかったJ(1l )o I私は精 神の目を深い淵から( d e p rof und o)
引き出そうと試みたが， ふたたびその中に沈み， 何度試みてもそのたびに
沈んで行くのだったJ(5)。 ここからして「魂の闇J teneb rae an imae meae
(26)という言葉が出てくるのであり， これは被れの意識から罪の意識へと
移って行く境界域をなしている。 盲目は むろん， やがて目が 聞かれんがだ
めである。

Iあなたは私の知らない聞に……空しいこと か anぬのを見な
i

いようにと私の自を閉じられたJ (20)。 しかし境界域にある者ば， その官
自治; I盲目にされた」のであることを知らない。

Iしかしあなたはまだ，

私の関を照らしては下さらなかったJ ( 2 )0 I彼ら〔マニ教徒〕は主におい
て光であることを望まず， 自分自身において光であろうとしている中に，
ますます深い閣になってしまったJ

(VlII， 22) I空しさJ vanit as という語

は， 特にそのような境界域をさしていると思われる。

I官、は年をとるにつ

れて， ますます虚妄のた めに醜くなって行ったJ quant o aet at e mai or，
tanta vanitate tu rpi or (W， 1)0 I私はもうそのような空しさの中にいなか
ったJ ( 咽， 1 )。
リクールは，

I犠れは言葉によって人間世界の中に入る。 …禁止命令や
(11)

恥を与える他人のまなざしの中で械れた者となる」と述べ， また 「人は倫
(12)

理的な告発に 先立って世界の不幸によって告発されている」と述べている
が， アウグスティヌスの場合， 精 神的 内化がある程度進んでいるので一一
例えば信仰の 先行性は絶対的ではないとしても決して疑われたことがない
そのように外的なものとの直接的接触はそれほど強くは起こらない。

一一ー

「告白」の記す歴史は既に精神史の領域にあると言える。 今あげた vanti as
は精 神にとっての虚脱であって， 端的に矛盾否定的に精 神に対立するもの
とは言えないであろう。 そこで， この vanit as に おいて現れる第一のもの

『告白� VJ[-四巻における悪の象徴
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は「恥」よりも むしろ「醜」である (vanitate turpi orの句が示すように)。
「恥」 の意識は咽巻に入って社会学的に宗教共同体に関係して現実化する。
しかし「醜」も， 物理的よりもいっそう倫理的な問題に関わる限りで被れ
の象徴となっていると思われる。 これらは以下の項で言及しよう。

11

罪の意識

アウグスティヌスは酒 巻 3 節でマニ教を反駁したのち 一一一それは友人ネ
プリティウスの議論の再録である 一一，

I悪はどこから来るかJ und e ma

lum sit?の問題にとりかかる。 その答は 神の聖性 ( 神の 不変 ・ 不壊・永遠
・真理) を承認する前提の下で与えられる(4 )。 したがって神と悪とは無
限に距っていて， 神が悪をこう むるということはない ( 5 ; 6 )。 そこで悪
の起源を問うとは ， 悪の本質 ， 悪の実在を問うことではなくて ， 現前する
個々の悪を聞い， 悪を含 む世界の秩序を問うことに限定される。 しかしア
ウグスティヌスは同時に悪しき行為について問う。 それは恐らくアンプロ
シウスによって教えられたことであるが ， 悪をなすことと蒙ることを区別
し ， 前者の原因を自由意志に ， 後者の原因を 神のEしい罰にあるとする。
それ故ここでは causa maliと並んで causa p eccatiと言われている(5 )。 こ
の罪と罰との連関を認識することにより ， 悪の起源の問いは罪の主体の自
覚となる。 神の聖性を承認する隈り ， 悪の問題は秩序の適合性の問題とし
ていわば外から見られるが ， 罪の主体が自覚される限り ， 悪は 神の前に出
て 神と衝突するものとなる。 あるいは ， 神が罪の対自である限り ， 罪は罪
意識に還元できないものとなる。 7 節はこういう意味でいっそう 内化した
精 神の苦闘を告げている箇所である。 アウグスティヌスはここで再び全世
界を構成的に表象し， 無限の大きさをもった善なる 神をしてそれを固ませ
てみる。 そして善なる 神が囲んでいるこの世界に悪はどうして侵入したか
を問う。 だがこれは， 悪への問いの前提をも揺がしかねなL、， いわば 神へ
の挑戦ともなる。 アウグスティヌスは， 神が世界を造る時に用いた質料が
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まだ残っていて， それが悪いから世界が悪くなったのではないかとも考え
てみる。 これは 先に悪の原因を自由意志に置いたのちにもなお残っていた
問い一一意志の転倒は悪魔のしわざであるかーーをいっそう大がかりにし
たものである。 彼はこのような問いを発する胸の苦しさを t im o r mort is と
呼んでいる。

I死の恐怖と， 真理をまだ見出していないことから来る正に

死なんばかりのうれいに圧しつぶされた 惨 めな胸の中で， これらのことを
思い めぐらしていたJ tal ia v olu eb am p ect o re m ise ro， ing rav id at o cu ris mor
dacissimis d e t im o re m o rt is et non inv enta v e ritate . I死の恐怖」とは対象の
ない恐怖，

I存在しないものを恐れることJ， Iあてどもなく恐れること」

inanit e r t imeo であって ， I恐れること自体が悪であるJ t imor ip se malu m est
と言う。 しかし 「キリス トへの信仰が心の中に揺るぎなく根を下ろし始 め
ていた」という注目すべき 言葉 を語っているのは 正に この時のことであ
る。

I胸J p ectu s はとりわけ苦しみの座であるが，

I心J cor は虚脱の中で

( incassum cor) キリストを迎えるのである。
このように罪が 神の前での罪となる時， そこに恐怖が強く意識されるの
である。 そして械れの意識から罪の意識への移行は，

8 �1 0節で占星術を

反駁したことによって決定的となる。 その反駁により運命の鎖から解 放さ
れたことは，

特別大きな出来事であった。

アウグスティヌスは 「わが 神

よ， 私はこのことで， 魂の底の底から (d e int im is v iscer b
i u s animae meae)
あなたの憐れみをたたえようJ， Iその時以来， 私には 道が聞かれた」と述
べ， そして神を 「宇宙のもっとも義しい支配者J ui st issimus mod e rat or uni 
v e rsitat is と呼んでいる(10)。 しかしこれに続いて， 自分がなおも物体に目
を向けることをやめないで苦しんだと述べているのは， 先のマニ教反駁の
あとに起こった( 7 )のと同様である。 すなわち， 神の支配と秩序を認 めた
ならば，

I悪はどこから来るか」の問L、はやむはずなのに依然としてやま

ない。 この時の心の動乱が，

I産みの苦しみJ t or menta pa rtu rient is， I坤

きJ gem itu s， I沈黙の責 めJ tacitae cont rit ionesと呼ばれ ， 外には出ないが 神
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に向かう 「大声J magnae voces であった， と述べられている(11)。 ここで
罪が 内側からの言葉によって措定される。 それは 7 節と同じように神の前
での罪の現前である。 つまり， 人は罪において 神に出会い， 神にしりぞけ
られる。

I私の熱望はあなたの前に届いたが， 私の目の光は私と共になか

ったJ， I光は 内にあったが私は外にいたJ intus enim erat， ego autem foris
という直接的な反対対立がこの時の状況を表している。
アウグスティヌスはここで 神の支配を認 め，

I 神・精 神・物体」の秩序

を認 める( 1 1)。 精 神が 神の下に服して物体を服せし めることは， 精 神にと
って 「私の救いの正しい 節度， 中の場所J rectum temp eramentum et med ia
regio salut is meae と呼ばれる。 しかし この秩序を無視して 神に向かつて行
くと， かの直接的な反対対立が作動して， 精 神は物体に抑えられ支配され
て， 物体同様傷つき化膿し脹れ上がったものとなる。

Iところが高慢にも

あなたに逆らって立ち上がり， かたいうなじを楯にして主に向かつて突進
すると ( currerem)， この世の最低のものまでが私の上になり， 私を抑え，
…四方八方からはげしく塊となって 私を めざして 突進して来た ( occurre
b ant)J。 アウグスティヌスはここで 己れの醜い姿を見る。 ただ‘しj頚中腫れ
上がって目をふさがれた盲目の人は， 自分でそれを見るのではなし、。

I主

よ， あなたは塞灰にすぎぬ私を憐れんで， 醜い姿を御目の前に造り直して
下さったJ tu v ero， domine， …m iser atus es t 巴rram et c inerem， et placu it in
consp ectu tuo reformare d eform ia mea (12)。 己れの醜さを自らの目で見る
のは， 罪よりも むしろ負い目の意識の下であり， それはアン トニウスの話
を聞いたあとの決定的な局面においてなのである(唖， 16)。 その時にはも
はや世界表象を伴うことなしに己れが見られ ， したがって「醜」は既に乗り
越えられてしまった被れの象徴

罪の過去

ー一一

となっていると言える。

一一ー

しかしこの酒 巻では， まだ世界表象が伴っていて， それによって物体的被
造物をも怒りの道具として用い， そうした物体の醜すらも露呈させる直接
的な 神の力が映し出されているのである。 アウグスティヌスは自らの腫れ

10

物によって 神から分離されているのを感ずる ( et tu m o re meo sepa rab a r
ab s te， 11)。 それ故 ， reforma re d efo rm ia mea (12) と言われでも， それが
いつ， 1.、かにして行われるかを知らなし、 神の力はここでは非合理なヌミ
ノーゼ的なものとして感じられている。 しかし「 内なる目によってあなた
を確実に知るまでは安心しないようにと， 内なる刺で私を駆り 立 て た」
(12)という言葉は， この箇所の要約となっていると言えよう。

111

プロティノス的神秘体験

四巻16節と23節に記されているプロティノス的 神秘体験は， われわれの
問題連闘の中では， 罪意識の深化過程として理解することができる。 それ
はまったく新しい出来事ではなL、。 罪にとって特有な 神関係の切断， およ
び 神の直接的な働きと人聞の虚脱性は， その体験によって少しも変わって
いなし、。 アウグスティヌスは依然として， いかにして目がふさがれ， 再び
聞けられたかを知らないのである( 20)。 しかし「告白』はその体験を境に
高慢と謙虚， 単なる知恵と受肉の真理の深さとを対比させ， 二つの道の区
別を置く (13 �15)。 ただし 二つの道という言い方は必ずしも適当ではな
い。 アウグスティヌス自身， アリピウスと共にキリスト認識を訂正しなけ
ればならなかったということがあった( 25)

0

26節が記す所によれば， プロ

ティノス的 神認識は聖書的 神認識に先行し， かっその意味で何ほどかの独
立性を持つことが許されながら， それは信仰の現実把握のー契機の中に組
み込まれて行くのであって， その点で 道は二つではなくて一つしかないの
である。 もちろん， 組み込まれることによって悪の問題把握にいかなる役
割をはたすかが重要であるが， ここではさし当たり「 道」の象徴が罪意識
(13)

の中に現れたことを確認すべきである。
1 6節によると，アウグスティヌスは完全に非物体的で精 神をも越える「 不
変の光」 を 内なる日をもって見たが， その直後につき放されて，

I不類似

i is にいる自分を見出したという。 この「不類似
の境地J reg io d issim il itud n

11
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の境地J -[， 18には reg io egestat is という語があるーーとは，

先に

11節に見た 「中の場所J media reg io に対する も の で， 罪の問題はここで
もやはり神の支配秩序をめぐっているとみなされる。 実陳この体験のあと
で起こったことは， その秩序の承認ということなのである ( 1 7

�

22)。 用

語も iust it ia ・in i qu itas が用いられ(16; 22)， 秩序と関係の破壊としての罪
がここで問われていることは確かである。

I不類似の境地」という語は，

プラトンでは「無限定J O:7':ECpOVの侵入による宇宙の解体と動植物の死滅
(14)

という全く 宇宙論的 な 出来事として 言われているが， プロティノスでは
「魂がそのすべてをあげて全く悪徳へ向かう」時に， 魂は悪徳よりももっ
と劣れるプュシスに陥り ， そのことは結局魂の死につらなると言われてい
(15)

る。 アウグスティヌスは魂のこの虚脱を惹き起こすもの は「肉 の 習 慣」
consuetudo carnalis(23) にほかならないと述べ， それを「私の魂の闇J te 
neb rae animae mea 巴(26) とも呼んでい る の で， プラトンよりはプロティ
ノスにずっと近し、。 ただ注意すべきは ，

(16)

ヒュレーを第一の悪と呼ぶ考え方

はここには生じていない， ということであろう。 アウグスティヌスは対象
的に思の場所なり実体なりを措定しているのではなく， むしろ，
めてあなたを知った時， あなたは私を近づけて，

I私が初

r君の見るべきものがあ

るが， 君はまだ見るべき者となっていなL、」というこ と を知ら せ たJ et
cum te primum cognovi， tu assumsist i m 巴， ut viderem esse， quod viderem ， et
nondum me esse， qu i viderem . と述べて， いわば「神と人間との質的差異」
を啓示の言葉として承認し， これにもとづいて虚脱が虚脱に終らないこと
を明らかにしているのである。 総じて， ego sum qu i sum の啓示を告 げ る
(17)

この1 6節は， 神関係の切断を埋める努力を見せているが， それはわれわれ
の問題として言えば， 言葉による象徴把握と遡行的な解釈とがし、っそう進
んだことを示すと言えよう。 出エジプト記3，14とロマ書1，20との結合は，
むろんプロティノス的なヌースの存在把握と平行的であるが， これによっ
てアウグスティヌスは存在と悪の問題を解決する手がかりを得ている。

12

23節はヌースの存在認識， すなわち知性による自己認識を達成し， それ
によって身体に属する習慣と物体の心象
( p hantasmata)が生ずる

そこか ら さ ま ざ ま の 幻 影

ー一一

I存在するものJ id， qu od est

を捨て去って，

ーー

を一瞥し得たことを述べている。 それにより，

I 神の見えざるものを造ら

れたものを通じて悟り見る」ことが確信されたのである。 23節の叙述によ
ると， このパウロの言葉は存在直視の体験を聞にはさんでインクリュージ
ョンをなしており， したがって存在段階
る

その頂点に存在そのものがあ

一ー

の把握は 神の創造と世界支配という信仰のザッへの知解として成り

立つことになる。 もちろんこのことは， 先の16節で明らかにされた「 神と
人間との質的差異」を放棄するのではない。 神に達した瞬間につき放され
るというヌミノーゼ的現実が23節の始めと終りに述べられていて， これは
プロ ティノス的体験とキリスト信仰との相違を明確にさせている。 けれど
もこの相違は単純な反対対立ではなL、。 プロティノス的体験は単に実在す
るものと実在しないもの

悪は実在しないーーとの区別を教えたのでは

一一

なく， 自己認識における存在把握の仕方を教えたのである。 したがってそ
れ以後は， 悪の問題をも自己認識との関わりでいわば主観化して行くこと
になる。 このことがキリストの受肉とどう関わるかは「告白』では論ぜら
れておらず， 総じて 神学的な受肉論はアウグスティヌスによっては十分展
開されなかったと言える。 しかし25節では， 知者としてのキリスト観を訂
正しなければならなかったと述べられている。 アウグスティヌスはキリス
トの受肉と謙虚を間主観的な宗教共同体に入ることによって知 る の で あ
り， 内なる自己を持つことはその前提条件だったのである。 このことは咽
巻において明らかにされる。
以上の16節と23節との聞に， 悪の問題に関して一つの展開がある。 それ
は存在するものについて， これまでは不滅・可減の二項的対立を知るのみ
であったが，これを善の体系の中に組み入れることによって，破壊Cc orrup 
ti o) の可能性と現実性とを区別し得たことである。 破壊され消滅すること
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は善の欠如(privatio)， 減少(minuere) であるが， そもそも善なるものでな
いならそのことは起こり得なし、。 実在するものは最高善たる 神か， この 神
によって造られた次善のものであって， ここには善の程度の差はあっても
実体としての悪はない(18)0

Iこの被造物の外にあって， あなたが被造物

に定めた秩序の中に侵入し， それを破壊するようなものは何もなL、J(19)。
部分的に互いに適合しないと見えるものがあっても， それは他の部分とは
適合し， さらに 神が「はなはだ良し」と告げた被造物全体の中で適合しな
いものはない( 18; 19)0

Iわたしはあなたの中に目を覚まし， 以前想像し

ていたのとは別の意味であなたが無限であることを知った」とアウグステ
ィヌスは述べている(20)。 こうして存在 ・ 善・真がーっと な り， 悪 は た
だ. 存在するものを存在し7まいとする偽なる判断の中にのみ置かれること
になる。 それは真に善なる 神の判断にさからうものである(20)。 しばしば
誤って解釈され易いのであるが， p rivat o
i 自体に一種アノニム な能動的作
用を持ち込 むことは 正しくなし、。 剥奪行為は意志的であるが， それも悪を
主観の場で把える限りで言われよう。 22節の終りに，

I不義とは至高の実

在たる 神にそ むいて最低のものへと落ち， 内なる自己を投げ出して， 外へ
向かつてふくれ上がって行く意志の転倒であるJ と言われているが， ここ
では「 内なる自己を投げ出すJ という所に悪の理解の力点があると読まれ
る。 したがってこのような文章は， 物理的な被れの意識が， 罪の意識を通
って負い自の意識にも浸透して行くことを示していると解される。

IV

負い目の意識

酒 巻に入ると， アウグスティヌスは老師シンブリキアヌスよりヴィクト
リヌスの回心の謡を聞き，

Iあなたの言葉を捨てるよりは冗舌の学校を捨

てるほうをえらんだ」という彼の生涯に倣おうとしたが， 悪しき習慣に抑
えられて身動きできなかった， と述べられている( 3 �12)。 しかしそのあ
と， 同郷人ポンティキアヌスより隠修士アントニウスの伝とトリエルの修

14

道院生活についての話を聞き， ついに神に仕える者となろうとの決意を固
めるに至ったとある(14 �18)。 その決意は自己とのはげしい格闘を惹き起
した。 これについての詳細な叙述(16 �27)があり， 最後に回心の場面が記
される(28 �30)。 以上は， 罪意識から負い目意識への深化を示していると
読 むことができる。 それは， (1)神の聖性に由来する神と人間との高絶の意
識が， 自己認識を通じて 内在化されること， すなわち悪の尺度が主観の意
識におかれ， 責 めを負う主体の極が成立すること， (2)自由の 誤用とその罪
に対する罰の恐れ， 恥をつうじて新しい生への希求が強まったこと， であ
る。
1 0節でアウグスティヌスは言う。
と〕をはげしく望んでいたが，

I私もそれ〔神に仕える身 と な る こ

(肉欲の鎖に〕縛られていた。 それも他人

のではなく私自身の鉄のような意志によってである。 敵は私の意志の[動き
(velle meum) を抑えつけ， それから鎖を作り， 私をがんじがらめにしてし
まった。 実際， 転倒した意志から情欲が生じ， 情欲に仕えている中に習慣
ができ， 習慣に逆わずにいる中にそれは必然となっていたのである」。ここ
で動詞は一貫して未完了過去であるが，et i nde mihi catenam fe cerat et c on (18)

str inxerat me . の二つは過去完了となっている。 このことは，

I習慣の必

然」は他ならぬ私の意志から生じたものであるのに， 一旦生じた習慣はも
はや意志によって処理できないものとなっている， という事態を暗示して
いるように思われる。

I敵」 は「意志」とならんで， 行為の結果に対して

同程慶の先行性を持つのではなL、。 しかしその二次的先行性しか持たない
ものが， あたかも一次的原初的先行性を持つかのようにふるまい， 自ら責
任をとりえない意志を責ー め立て噌笑しているのである。 アウグスティヌス
はこの事態をさまざまに表白している。

I私は障害によって妨げられるの

を恐れるべきであったのに， かえってそれと同程度に， すべての障害から
解放されることを恐れていたJ (11)0

Iあなたの愛に身をゆだねることは

自分の欲情に捕えられるのにまさると既に確実に知っていたが， ……こち
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らのほうに快く肉られていたJ (12)0

r私は言った， 私に貞潔と慎しみと

を与えてください， しかし今すぐにではなく ， とJ (1 7)。
アウグスティヌスは先に占星術を論駁したあと，

rあなたは私を既にそ

の〔運命の〕鎖から解いてくださった」と述べたのであったが (Vll， 11)，
その「鎖J

vincula の象徴は今よみがえって意志の 内に深く 内在化するに

至ったのである。 鎖なり縛り ( l iga tus， 羽，10) なりの象徴は被れの意識に
属し ，

r敵」 という縛る者の外在性を欠くことはできなL、。 その敵によっ

て縛られた私は， 敵の奴隷( servitus， 10， 13) である。 むろんそれらは単な
る外在性においてではなく， 内在化された限りでの外在的なものであり ，
その意味での「二つの意志」の対立， 闘争が言われる。 二つの意志は強い
と弱い， 新しいと古いとの対比で言われ， またその闘争は意志の外部では
なく 内部のこととされる。

rこの新しい意志川， 古さによって強固になっ

た初めの志志を克服する力をまだ、持っていなかったJ (10)0

r一方は肉的

で他方は霊的な二つの意志が衝突し争い合って ， 魂をずたずたに引き裂い
たJ (10)。 この状態は 「 魂の病気J a egrit udo a n: m i と呼ばれる(21)。 そこ
では欲すること( velle) とできること(p osse) とが同一ではない。 あるい は
vell 巴と volunta s とが同一でない。強くして完全な意志， 意志の全体という
ものがないと言われている (19�24)。
アントニウスと修道院の話を聞いたあと ，

r�己を直視するということが

起こっている。 目的には， m 巴a dorso meo， me a d me ipsum， me a nte fac iem
mea m， me in oculos meos， さらに18節には ，

in me conscient ia mea ， ego a d

me と いう言葉が見られる。 アウグスティヌスはここで自己を直視し， そ
の姿を次の五つの形容認で述べている(16)。 すなわち， turp is (醜い ， 恥ず
かししう， dist ortus ( ねじれている， 責められている)， sordidus (きたない ，
卑しLウ， ma cul osus (よご、れた， 不名誉な)， u:ce rsus ( 膿んでいる ， 罰 せ ら
れている)。 これらはみな物理的・倫理的の両義を持つもので，
貫して物理的意味にとり，

山田訳は一

r自分が何と醜く， 何とねじれて不潔であり，

16

汚らしくできものだらけであるか」 と訳している。 恐らくこれが正しいの
， 自分
である。 アウグスティヌスはこのような自分を見て恐怖を覚え( 16)
を憎んだ (16; 1 7)と言う。 この恐怖と憎悪， さらに怒りと狂乱(15; 19)
は罪意識とも共通する負い自意識の情動である。 そしてこの情動の強さが
犠れの多様な象徴をつくっている。 その象徴化は， 禁忌や払被儀礼による
直接的な仕方で検れを外に追い出すのと同じではない。 これらの五つの語
には， 物理的な意味と平行して倫理的な意味があるが， その倫理的な意味
は恐怖と憎悪のみならず「 恥Jの意識を介して集約され， これによって「械
れjは「清さ」に否定的矛盾的に対立する

一一

単に反対ではないーーに至

るのである。 27節によれば， アウグスティヌスの前についに現れ出た「貞
潔J Con tin entia は，
れやかで，

seren a et non

放坪でなく，

快活で，

dissol ute hilaris， hone ste bl an dien s (晴
礼儀正しく，

魅力的な)という処女に

ふさわしい五つの形容を持ち， これらを 総括して casta ( dign itas) と呼ば
れているが， 16節の醜とよごれを表わす五つの語は， 正に 恥の意識を介し
てこの貞潔の清さと否定的に対立していると見られるのである。 そこでは
恐怖も恥も極度に 内化していると思われる。 しかしともかく自己意識であ
り， 意識の闇への沈降ではなくて関係性と対向性を失ってはL、ないのであ
る。 「主よ， あなたは私の隠れたる所に入って来られ ( in stabas tu n
i o ccul 
tis meis)
， きびしい憐れみをもって， 恐れと恥の二重の答で私を打たれた
。 ここに用いられる pudo r の語
( fl agel la in gemin an s timo ris et pu do ris)
J(25)
は， tur pis のように物理的意味は含まなL、。 pudo r は答で打って人を (人
前で， 神の前で)辱しめること， その辱しめに会って慎しみを持つことで
ある。 回心前のこの辱の:意識と行為は， 新しい共同体に関わる法的・社会
学的概念と見てよいであろう。 したがって， この pudo r(咽; 18， 25)は，
contritio (羽， 11; 27， VlII， 21; 29)や accu satio (咽， 25)
， con scien tia(VlII，
18)などと共に負い 目意識の重要な指標であると見られる。
唖 巻にはアダム神話が三箇所に見られる(21; 22)
。 それはここでは創造

『告白j VIHlIl巻における悪の象徴
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- 望罪・終末という歴史の問題としてでなく， 今述べたような負い目意識
の法的・社会的側面に光をあてるものとなっている。 21節は意志、における
ve lle と posse ， あるいは velle と facere の分裂について答を得ょうと坤い
ている箇所である。 アウグスティヌスは言う。

Iこんな奇怪なことはどこ

から来るのか， ああなぜこんなこ と が (und e hoc monstru m ? et quare is
tuc ?)。 憐れみの光を放ち， 私に問わせて下さい。 恐らくは， 人間たちに科
せられた罰の隠れ場Oatebrae poenaru m hominu m)と アダムの子らのなめ
ているこの上なくE郎、責め苦 (t 巴nebrosissimae contrit iones)とが私に答える
であろう」。 こう言って， この節は最初の und e hoc monstru m ? et quar巴IS
tuc ? を三度くり返し，

その三度の日申きの中で答を得るのである。 問いは

in qu isit io であり， 答を得るとは，隠れと関の世界に光をあてることである。
その答は， 意志と実行の不一致は魂の病いにほかならず， 神につく意志と
これを嫌ってこの世に向かう意志との二つの意志の分裂・闘争は， 意志の
不完全さを表すにほかならないということなのであるが， 重要なことは，
この問答において問う者と問われた者とは同じであり， 問う者自身の実存
状況がそれによって切るみに出された， ということであろう。 したがって，
問う者はその答から逃れることはできないのである。
次の22節で， アウグスティヌスは光と閣を対立させて光に照らされるこ
とを拒 むマニ教を反駁したのち， 21節の問答に一つの決着を与えている。
それによると， 意志の分裂とは二つの本性をさすのではなく， 私の精神の
こう むる罰なのであるが， その罰 (poena)はかつて自由であった人の犯し
た罪が受けた刑罰 (supplic iu m)が持ち込んだものであるという。 「実際， 私
はそのアダムの子であったJ。 つまり アウグスティヌスは ここで悪を単純
に自由意志に帰し， 罪と罰の単純な連関で説明している の で はなく， sup
pl ic iu m と poena とを微妙に区別しつつ暗黒の世界に光をあてているので
ある。 彼は今， 自らの白白な意志をもって罪を犯したと言える現実にはL、
ない。 彼自身， 罰の連鎖の暗閣の中にあるからである。 しかし suppl ic iu mは
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法的刑罰を意味すると同時に購罪のた めの供え物をも意味する。 ここに，
罪が罪に終らず， 罪が罰をこえて購罪へと結ばれる「購罪の象徴系」があ
ると見ることができる。 始 めのアダムは終りのアダムに対応す る の で あ
(20)

る。 アウグスティヌスはここでそれを明確に言ってはL、ないが， tenebrae
p oenarum(21)が憐れみの光に照らされるとはそのようなことと解される。
「私はアダムの子であった」という坤きは， 終りのアダムによる人類救済
の道C\ll， 11) の途上に発せられたものとも解されるのである。

V

回心について

回心は「噴罪の象徴系」に属し， したがってそれはもはや罪に見られる
ような孤独の出来事ではない。 それは「私の奥深い所J (25; 28) で 起こ
り， その生起を外から見得る人はL、ないが， 他方歴史と共同体の中での出
来事として象徴とフィグーラを伴うのである。 25�27節は fictio p 巴rsonae
である。

r2iリのものJ (25) になろうとするアウグスティヌスに向かつて

「古なじみの女ども」がささやき，

r習慣」がわ めき散らす。

r何と汚れ

た， 何と醜いことを彼女たちはささやいたことだろうJ (26)。 それはかつ
て 神を物体的にしか考え得なかったアウグスティヌスに向かつて， 物体の
心象のかたまりが発したわ めき (\1[， 11) に似ている。 こうして械れが再
指捉されるが， それは清らかな「貞潔」との対比においてである。

r飛び

移るJ tra nsi li re (26)， tra nsire (27) と い ういわばエクスタシスにおいてカ
タルシスが成るというドラマ的なフィクシ ョンがここにある。 しかし彼女
は 神によって「善き模範者の群 J (27) を持った者として教会的生のフィ
グーラであり， 歴史的社会的現実を欠いてはL、ない。 さらに「 汚れた地と
の肢体の誘惑を殺しなさL、。 それは主なる 神の法にくらべうるものではあ
りません」と彼女は述べて(27)， 日費罪の法的性格をも示している。 以上の
三種の女の言葉は「私の私自身に対する争いにほかならなかった」 と言わ
れており(27)， それらの言葉はquasi ， tamquam を付して記されている。
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アウグスティヌスは魂のかくれた奥底からひきずり出されたすべての悲
惨を見，
た。

["1.、ちじくの木の陰で」一一ヨハネ伝1 ， 48ーーはげしく涙を流し

["涙」は詩篇112 ， 9の引用もあるように， この 2 8� 30節では噴いの象

徴となっている (唖， 2 7に lacrima e conf essionis とある)。 そしてこの上な
く苦い心の責め ( a mar issi ma contr i tio cordis) の中にあった時， 少年か少女
の 「取って読め」の戸を聞き， 聖書を取ってその開いた所を読 む(29)

0

["少

年か少女」は 2 7節のそれと共に 純潔な者たちを さすと解される (黙示録
14 ， 4)。そのような仕方で聖書を読み， その言葉を啓示として受領するのは
隠修士的伝承と解される。 それがロマ書 13， 13f. であったことは， 先の「貞
潔」の戸にあった 「 汚れた地上の肢体の誘いに耳を傾けないようにJ

(コ

ロサイ書 3 ， 5参照) の言葉と無関係ではないであろう。 しかし積極的には
「イエス・キリストを蒼よ」という パウロのパレネーゼ が重要であろう。
そのあと， アリピウスがロマ書の続きの箇所である14，1を読み， 二人の聞
に一致が起こったことが回心のもたらした非常に具体的な成果として記さ
れ( 30) ， 最後に母モニカ への報告をもってこの 巻が閉じられる。
以上の叙述についてフィクションか事実かの二者択一を置くことは妥当
ではない。 ここにあるものは孤立した事件の報告ではなし歴史的社会的
に大きな関連を持ち， 聖書と古代教会の伝承に即して表出され理解された
出来事なのである。 すなわち， r告白J \l[-VIIIは， アウグスティヌス自身の
回心経験を古代教会の回心伝承にかさね合わせ， 同時にその全体の活性化
と現在化をめざしてここに一つの模範をおく試みであった， と見られる。
その新しい伝達は新しい象徴思考をもってなされる。 マニ教的浄化の象徴
系は療罪の象徴系にとって代えられた。 プロティノスの哲学はここでは特
別新しいものを与える位置にはないが， 象徴思考を活発に働かせる役割を
はたしている。 それは特に虚脱という罪意識における消極的側面を明らか
にし， これによって負い目意識における罪と検れの再捕捉という遡行の媒
介となっていると思われるのである。
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(1 )

この書はPhilosoρhie de la Volontéとして計画されたものの第E部であ

る。 第I部はLe Volontaire et l'lnvolontaire (1950) で， リクーノレの学位論
文をなすもの。 第E部にLaPoetique de la Volonté が意図されていたが， 今
なお執筆の予定は立っていない。
(2 )

リクールはフ。ノレトマンの非神話化に反対し， それは結局神話を放棄し， 神話

t on) である。 これに対し， 神話の持つ象徴的
y 五
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を非神秘化すること ( déms
本質を明らかにするという意味での非神話化があるべきだとして ， これを「非神
話論化」と呼んでいる。 cf. Démythisation

et Moral， 1965 ，

p. 49 f.， Le

Confiit des Interρré
tations， 1965， p. 330丘
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De l'Interρretation， Essai sur Freud， 1965， p. 35.

( 4 ) La Symbolique du Mal ( 以下 SdM と略記 ) ， p. 32
(5 )

SdM.， p. 148 f.

(6 )

SdM.， p . 149.

( 7 ) Phaidon， 82 d-e .
( 8)

SdM.， p. 14.

(9 )

SdM.， p. 16.

(10)

この句はしばしばVer gilius， Aeneis，

VI， 853 Parcere s ubjec its e t de -

bel lar
e sup 巴r bo
s と共に用いられる。 De civitate Dei ， 1 ， praef. ， 6.
(11)

Sdβ1.， p. 41.

(1 2)

SdM.， p. 38.

(13)

SdM.， p. 76 I旅のメタファーとしての道・直線・迷いは ， いずれも実存総

体の運動の類似物である。 同時に空間から時間へと象徴は移行する。 道は ， 運命
の展開でもあるような運動の空間的軌跡である」。 道の象徴 (刊， 1 0 ， 1 1， 1 3， 14，
24， 26， 27) が現れることによって時間的矛盾は根本的に克服され， 運動の軌跡
a n itas と呼ばれる虚
が措かれ ， その空間は満たされたものとなる。 そこには v
脱は直接には現れなL、。 なぜならキリストが道であり， キリストは「神の道の始
めに造られた者J (VJI， 27) だからである。 この送が再び見えなくなったのは，
最後に意を決して「別人」になり ， こちらからあちらへと「飛ぴ移ろう」とした
時で， その時「宙ぶらりんの状態になったJ suspe nde batのである ( 咽， 25) 。
プロティノス的体験はこの飛淘を可能とする仕方を教えるものとして「道」の一
部をなすのである。
(14) Politicos， 273 d.
(15)

Enneades， 1， 8， 13; c f. VI， 9， 8.
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(16)

Enneades， 1， 8， 5. ただし プロティノスは形而上学的意味でこのことを言

っても， 倫理学的意味では， 浄化と善を めざして自己認識と自己造型につと める
魂にはその 第一の悪は決して出現しないと言う (同 15 節; vgl. 1， 6 ， 9) 。
(17)

et inv en i longe me esse a t e in region e dissimilit udinis， t amquam

aud i r巴 m vo cem t uam d e excelso:((
中の((

cibus sum gran d ium ・・》この文章の

))内はマニ教批判的言明であり， エレミヤ書31 ， 15に帰せられるのは

aud irem vo cemCt uam) d e excelsoのみである。 しかし一体， このような句につ
いてまで， 聖書の出典を示さなければならないことがあるのだろうか?

それは

ともかし この箇所の 文章がー続き になっていて， 神からの分離にも拘らず， か
えって その切断において神の言葉が聞かれるという事態が示されているのは興味
深い。つまり その切断は単純に「失敗」とは言えないのである。 マニ教批判jのも
とでの プロティノスの受容は ， 聖書と交互に織り成すーっのテキストを作って，
解釈学の道を開いている。
(1 8)

'ilII， 1 ではinhaeserant p raeco rdis meis v erba t uaが過去完了となってお

り， そのあとに現れるま日J詞はみな未完了過去である。
(1 9)

SdM.， p
. 91 f.

(20)

キリストは「神の道の初 めに造られた」とVJl， 27 で言う (註 13参照〉。しか

し「初 めにして終り」とは言われていなし、。 ここに旧約の知恵文学に多く依拠す
るアウグスティヌスの限界があると言えるかも知れなし、。
(21)

Auerbach， Mi mesis (邦訳上巻170頁) によると， 五guraは何らか歴史的・

現実的なものを保持している比輪形象 (形姿) であるとされる。 われわれは今，
修辞学用語としての 五ctio はともかくfìct io-f act um の抽象的な対立をさける
た めに， この意味での五guraの語を用いたL、。
付記

『告白」の訳は， 特に用語の特殊な意味を明らかにする必要ある場合を除い

て， 山田品訳 (中公， 世界の名著14) をお借りした所が多い。 また， La Sy mb ol 
ique du Mal の邦訳『悪のシンボリズムj] (植島・佐々木訳) と『悪の神話j] (

一

戸・佐々木・竹沢訳) の二冊も参照させていただいた。なお本文中「虚脱」とあ
る語は， 金子晴男氏が

d ef ect usに あ てた訳語である (11アウグスティヌスの人

間学』創文社， 1982年)。 これは良い訳語だと思う。 これはただちに噴いの象徴
系には入らないが， 罪の消極性のー要素をなし，
もあてはまる広い意義を持つものであろう。

v allltas やd issimilit ud o に

