
102 

アウグスチヌスとパスカルにふ、ける

「堅忍」と「恩寵」

道鉢滋穂子

自由意志と恩寵に関するアウグスチヌスの思想 に， 根本的な変化が生じたのは，
( 1  ) 

『シンブリキアヌス宛書翰J執筆中のこととされている。 それ以前の 彼 は. 1"召命

vo catio jは神に由来するが ， それへの同意は人間の意志に帰属する と い う半ベラ

ギウス派的思考に与していた。 しかし「救霊の発端i niti u m salu ti sj もまた神に

起因すると考えたとき ， この変化は決定的なものとなり ， この思想 的転換が後に，
(2 ) 

救霊予定に貫かれた恩寵論を展開させる起因となったのである。

パスカルは神学上のことに関しては， アウグスチヌスを「師」 と仰ぎ， その人の

教説を常に論拠としていたが， それのみならず， 難解をもって鳴る「師」の恩寵思
(3 ) 

想 を， 世人の理解の及 ぶものに書き改めようとの計画も抱いていた。 その計画は実

現しなかったが. IT'恩寵文書Ecrits sur la grâcejjと呼ばれる作品を中心として ，

パスカルのアウグスチヌス解釈を或る程度再構成することができる。 その場合パス

カルが論拠とするアウグスチヌスの著作は勿論『シンブリキアヌス宛書翰J以後の

ものに限られている。

晩年のアウグスチヌスにおいては， 意志と恩寵の問題は. 1"堅忍」との関わりか

ら考察されている。 しかし「堅忍」に関する考察においても， 彼の恩寵思想 の出発

点となった「原罪」遺伝の観念が大きな影を投げかけている。 それゆえ第一に， こ

の出発点を確認しておかねばならなL、。

1. 原罪遺伝

アウグスチヌスが， ア ダムの「 堕罪 r eat u sj によって， その後の全人類が「罪

の群 ma ssa pe ccatij となってしまったと表現したのは. IT'シンブリキアヌス宛書
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(4 ) 

翰』においてである。 しかしその後のベラ ギウス派との論争を通 して， その表現は

しだいに過激なものとなる。 「腐敗し， 断罪さるべき起源をもっ群rn assa o rig in is 
(5) (6) 

v itiatae a tque d arnn ataejから， I完全 に腐敗 し た to ta v itiataj 群， そし
(7) 

てついには「滅びの群 rn assa per d ition isjとさえ表現されるに至る。 これは創

造主たる神を「棄て de se re rejたア ダムに対する神の「正当な審判 iu sturn iud・
(8 ) 

ic iu mj の結果であり， 換言すれば， 神の属性たる「正義 iusturnj の行伎の結果

である。

ここに見られるのは， 人祖ア ダムによって犯された罪への神罰が， 彼ひとりにと

どまらず， その後の全人類にまで隈なく及 んでいるとする「原罪およびその罰の遺

伝」の思想 である。 即ちアウグスチヌスは『ロマ書� v・12 の記 述に従って， Iあ
(9 ) 

らゆる人間はかの人のうちで罪を犯したのであり， かの人のうちで死ぬ」と考えて

いるのである。 つまり彼は「 罰 poen ajのみならず， I堕罪 re atu sjの遺伝をも

主張するのである。

一方， パスカルは原罪遺伝の教説が， 人間の「理性を顔かせj， I有り得ぬ不当な

ものに見える」ことを卒直に認めながら， にもかかわらず， この教義なくしては，

人聞は「自分自身について何らの認識ももてなくなる」ばかりか， I自分自身に対

して自分が不可解なものとなる」と考えて， これを「秘義」として容認するという
(10) 

態度をとっている。 それは悪の起源に関する問題が， 原罪遺伝を承認することによ

ってしか解決できなL、からである。 それゆえパスカルは次の様に主張する。 神に背
(11) 

く大罪を犯したア ダムへの罰として， 神は自らの「正義j u sticej を行使し， 人類
(12) 

全体を「滅びの群 masse de perd itionj とした。 つまり人類はそれ以後， I永遠の

死」と， I神の念怒」を回避しえぬ「腐敗した群rn asse co rrorn p uej となったの

である(Gr丘ce， OC， 96 6 e t  94 9)。

またアウグスチヌスによれば， ア ダムは「自由意志 libe rurn arb itr iurnj に「放

置 re linque re j されたとき， 神を棄てるという罪を犯したのである。 他方， 原罪
(13) 

に対する罰とは「滅びの群のうちに放置される」ことである。 とすれば， 神からの

「遺棄」は， 人間の悪の起源を意味すると同時に， その結果としての罰をも構成し

ていることになる。 このいわば二重の遺棄ともよぶべき観念をパスカルは的確に把

握していた。 聖書の両義性や象徴性は， 邪悪な人々を真理に対して「盲目」のまま
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(14) 

に「放置する la isserJための神慮の表われに他ならないとい う彼の主張が， その

事実を明示している。

11. 神の正義と憐欄

ところで， パスカルも指摘する様に， 自ら罪を犯した人間に対して， 神は何らの

「憐欄 miséri cordeJも示す必要はなく， ただ劫罰のうちに「うち棄てる aband on

ne rJだけでよかったはずで ある(Grâce， O C， 9 66) 。 しかるに神は「すべて同等

に有罪である (… …)この群」を二分し， 一方は劫罰のうちにうち棄てるが， 他方

は「純粋で無償の憐欄に基づく絶対的意志 v ol onté absolue fond ée su r la misふ

ri corde tou te pure e t  g ratu iteJによって救済することを望んだのである(Grâce，

OC， 9 53) 。 換言すれば， 神は或る人々には「彼等にふさわしからぬ憐朋」を与え，

他の人々にはそれを「拒絶する」ことを望んだのである。 それゆえ後者は「遺棄さ

れた者 le s d éla issésJとも呼ばれる(Pensées， 149 : Grâce， O C， 9 66) 。

パスカルのこの様な主張は， 例えば ， アウグスチヌスの次の一節 に 呼応 す る。

「断罪さるべき人聞が恩寵の施し物によって， 滅びから区別され， (・・…〉神が栄

光へと準備した憐欄の器(vasa mise ricordiae) に属するなら， 神が行使するのは

憐慣である。 だがもし人が(… …〕この器に予定されたのでなければ， 神の行使す
(15) 

るのは正義である」即ち正義が神の属性ならば ， 憐欄もまた同様であって ， 前者は

罪を罰し， 後者は赦すに値しない者をも赦すのである。 このいわば二律背反的属性

は， 人類を二分することによって共存する。 つまり一方には「ふさわしからぬ恩寵

inde bi ta g ra tiaJを与えて救済し， 他方は「受くべき正当な罰」に放置するのであ
(16) 
る 。 本来ならば人間はすべてその罰に放置されてしかるべきところであるが， かり

にも救済される者が存在するなら， それは神の過度の恩寵(mag na me ss e  grati am) J 

の賜物であり， I無償の恩寵g ratia quae non ni si g ratu it aJの施しと言うしか
(17) 

ない。 それゆえ， I世界は憐欄と審判を実行するために存続するJ(Pensées， 461) ，  

「世界の示すものは人間の悲惨か神の憐潤のいずれかでしかなL、J(Ibid目， 468) と

いったパス カルの世界観は， アウグスチヌスの世界観の要約にすぎないと考えられ

るのである。
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III. 救霊予定と聾忍

アウグスチヌ スに既述の思想 的転換をもたらしたのは『ロマ書Jl IX・ 1 0 - 12であ

る。 それによれば， 人間の功徳以前に， 否 ， 神による功徳の予知以前に， 既に救霊
(18) 

の予定はあると解釈されるからである。 更に同書VIII・ 28 には， 神は「計画によ

りて招かれたる者 hi s qui s巴cun du m pro posi tu m v oc a ti sun tJと共に働き. 1""万

事を益となるべく」とり計らうと記 されている こ と か ら， 計画によらずして招か

れたる者の 存在を想定することも可能となる。 即ちこの人々は， たとえ「召命」に

よって信徒たりえても， 1""計画」に組込まれていないが故に， 堅忍を阻まれており，

救霊に与ることができないということである。 換言すれば， 救霊に与るのは「招か

れた者」の中でも， 特に「計画によりて招かれた者」に限られる。 これが「救霊を

予定された者 pra ed esti natiJ である。 この解釈はまた， 1""招かれたる者多けれど

選ばれたる者少なしJ (マ タイ. XX・ 16 ) からも確認され. I計画によりて招かれ
(19) 

たる者」 とは「選ばれた者 el ectiJに一致する。 この解釈は更に. 1""選ばれた者」

とは天地創造以前に「キリス トにおいてJ選びとられた者である (エベソ， 1・ 4&
(20) 

11) との記述にも合致する。 こうしてアウグスチヌスにおいて， 救霊と選抜の観念

が結合したわけである。

しかしまた， 救霊を予定されている者についても， その規準や理由は一切人間に

は知らされていなし、。 それは， 原罪の罰である「滅び」から一部の人の み が 救わ

れ， 他の者は「遺棄」される場合と同様， 神の不可思議な審判に属するからだとア

ウグスチヌスは主張する。 1""等しく原罪に縛られた二人の幼児のうち， 一方が引受

けられ (assu matur ) ， 他方がうち棄てられる (r elin qu atur ) のは何故か。 二人の

不信仰者のうち， 一人が招く『ノ、』に従うべく招かれ， 他方が招かれないのは何故

か。 それは神の審判が測り難いものだか ら で あ る。 更に二人の義人 ( piu s)のう

ち， 一人に最終的堅忍 ( pers ev eran tia u squ e in五n em)が与えられ， 他方に与え
(21) 

られないのは何故か。 神の審判は尚一層ìIlljり難いのである」という表現にそれがは

っ きりと示されている。 この文章は更に. I堅忍」も神の賜物であり， しかも「最

終的堅忍」のみが救霊と結びつくことを明示している。 つまり「救霊を予定された

者」とは「最終的堅忍」を賦与された者に他ならないのである。 従ってアウグスチ

ヌスの救霊予定説は， いわば三重構 造になっているわけである。
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一方パスカルは人聞を次の三種類に分類している。 「決して信仰に至らない人々。

信仰には至るが， 堅忍できず大罪を負うたまま死ぬ人々。 信仰に至り， しかも死ぬ

まで愛 (chari tめのうちに堅忍する人々J (Grâce， α二， 953)。 そ し て「効果的思

寵 g râ c e e伍c ac eJを賦与されていない第二種の人々は「選ばれた人々の幸福に対
(22) 

しては招かれたままにとどまる」と註記 している (lbid .)。 ここ に は「招 か れ た

者」と「選ばれた者Jを峻別するアウグスチヌス的視点が導入され， 救霊に至る最

終的堅忍は後者にのみ賦与されるという思想が投入されている。 そ し て パスカル

は， これが人間理性を超えた秘義であるとするアウグスチヌスの所説に賛意を表明

する。 I等しく有罪である二人の人聞から， その行為を餅酌せず， 一方が救われ，

他方が救われないという事柄のうちに， 秘義の大きさがあるとすれば， 型アウグス

チヌスの言説は正しい。 彼は言う。 二人の義人のうち， 一人に堅忍が与えられ， 他
(23) 

方には与えられぬ理由は更に驚嘆すべき秘義である， と」。

IV. 堅忍の不確実性の理由

アウグスチヌスによれば， 神の審判の規準が人間にとって常に不明であるのは，

「解放された者が自らの功徳 (meri tum) を誇らずJ， 逆に「 断罪された者が自分の
(24) 

罪過(mer itu m) のみを不満とするように」という神慮の現われであるが， これは

同時に堅忍が秘義とされている理由でもある。 パスカルが次の様なアウグスチヌス

の主張を引用するのは， そのことを明示 するためである。 I自分が救霊に予定され

ているか否かを誰が生存中に知ることができょうか。 それはこの世では隠されてい

なければならないのである。 この世では高慢は非常に恐るべきものである。 だから

こそ， かの偉大な使徒でさえ， 慢心する (8モl ev er) ことのないように， サタンの

使いに拳たれる必要があったのだ。 かの人が， 使徒達の中の誰が留まるかを知って

おられたにも拘らず， 彼等に対しでさえ， �もし汝等が我に留まらば』と言われた

のはそのためである。 (…… ) 他にも同様のことが， この秘義を役立てるために幾

度も述べられているJ(Grâce， OC， 1 006 -1 00 7)。 パスカルの引用とその出典とさ
(25) (26) 

れている『議責と恩寵Jl XIII・ 4 0 との聞に異同は殆ど認められなL、。 アウグスチ

ヌスによれば， 使徒にさえ堅忍が保証されていないのは， 義人が義化を救霊の保証

と考えて「高慢 ela tio J一一これはまた原罪の原因でもあった一一に陥るのを， 神
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は虞れるからである。 そのために神は義人から突如として堅忍の恩寵を奪い去り ，

最終的堅忍を阻むという方法をとる。 だがそれがいつ ， 誰に対して行われるかは全

く不明である。 義人がことごとく恐れの念を抱いて信仰生活を送らねばならないの

もそのためである。 「恐れ傑きて己が救いを全 う せよJ (ピリピ ， II・ 12) をアウグ
(27) 

スチヌスはこの観点から解釈しているのである。

この見解はパスカノレ にそのまま踏襲されていると言ってよL、。 í聖書によれば ，

いかなる状 態〔にある人間〕も， 殉教者でさえもが ， 恐れていなければならなL、。

煉獄の最大の苦痛は審判の不確実性にあるJ(Pensées， 921) と彼は主張している

からである。 次の文は更にそれを明白に裏付けるものである。

「聖アウグスチヌスによれば， r神はその許し ( pe rmissi on ) により， 或いはそ

の摂理 ( p ro vi denc巴) により ， 亦その意向 (di sp osi ti on ) により， 未だ倒れざ

る者が， 倒れる者の墜落を見て恐れの念を抱くよう にと ， 選ばれた者の間に堅忍

し得ない義人を混入する』のである。 それなら ， 倒れない者達に次の瞬間の十分

な能力 ( p ou voi r su伍 sa mm巴n t p roc hain ) を与えて ， その能力が常に彼等に現

存するという保証を与えることほど ， 神のこの意図に反することは あ る ま L、」

(Grâce， OC， 1 006)。

この引用も出典 が明記されていないが ， 恐らくアウグスチヌスの『書翰』の次の一

節 からとられたものと考えられる。

íí... qui da m n on pe rse ve ratu ri pe rse ve ra tu ri s  Dei p巴rmi ssi one v巴1 p ro vi-

si one ad disp osi ti one mi scen tu r; qui bu s  c aden t ibu s te rri ti cum timore et 
(28) 

tremore gradi a mu r  via m  iu st a m  ...)) 

両者の文を照合して明らかなことは， パスカルが原文には存在しない結論一一義人

にも堅忍のための「次の瞬間の十分な能力」が常にあるわけではないーーを付加し

ていることである。 つまりパスカルの方が堅忍の能力の問題を精細に考察している

のである。 このパスカルの視点は次の主張において更に明確なものとなる。 í選ば

れた者に対して ， 彼等とて堅忍の保証を決して得ているわけではないということを

教示するために ， 一部の見捨てられた者 (le s rép rou vるの にも義が与えられてい

るのだが ， それは (… …〉この秘密の効用のためであると信じなければならないと

したら ， 義化以前はもとより ， 義化以後も五号、れねばならないのであるから ， 義人は
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倒れずに留まるための次機能力(po uv oir procha in) を具えていないという結論が
(29) 

得られるのではなL、かJ(Grâce， OC， 100 7) 。

v. 堅忍の次機能力

「倒れずに留まるための次機能力」とは， 先の文に見られる， 堅忍のための「次の

瞬間の十分な能力」と同義である。 しか し「次機能力」なる用 語 は， パスカル自身

も認めている様に， トレン ト公会議以後の神学 論争から生れた語であり， アウグス
(30) 

チヌスが用 いた語ではない。 後者は単に 「堅忍の不確実性Jを強調したにすぎな
(31) 

い。 だが， I義に堅忍するには恩寵はあらゆる瞬間に必要」であり， また， I最終的
(32) 

堅忍の賜物を受けとったと満足できる持続的瞬間は人間には絶対に見出し得なL、」

というのが ， アキテーヌ のプロスペノレス以来， アウグスチヌス主義者の一貫 して変

らぬ思想 的立場であるとするなら， ここにパスカルの「創意 in v ention nou v el l e 
(33) 

を見出すことはできなし、。 しかもパスカル自身， 堅忍の次機能力の不確実性はアウ

グスチヌスの次の所説から立証しう ると考えている。

「義のうちに入りながら義に堅忍し得ぬ見棄てられた人々に関して ， 聖アウグス

チヌスは言っている。 �彼等は恩寵を受ける。 だ が そ れ は一時の間(po ur un 

t emps) にすぎなL、。 彼等は去り， また去られる(ils q uittent et ils sont qu it . 

tés )。 何故なら彼等は正当でかつ隠れた審判jによって， 彼等の自由な意志に棄て

ておかれたからである』とJ(Grâce， OC， 9 91 et 985 ; 傍点引用 者) 。

パスカルはこの出典 として『議責と恩寵� 12章を挙げているが， 実際には13章42節
(34) 

の次の一節であろうと思われる。

((... gra tia m Dei s uscipi unt， s ed temρorales su nt， n ec pers ev era nt; deseアunt

et deseruntur. Dimissi enim s unt lib ero a rb itrio ， non a ccepto pers ev e-

ra ntJa巴 d ono ， i udicio Dei i usto et occ ulto . )) ( BA， t. 24， 36 6 ; イタリックス

引用 者) 。

即ち， 恩寵に与ったところで， それは「一時的な」ものにすぎないという表現が，

堅忍の「次機能力」の不確実性を表わ しているとパスカルは解釈するのである。 そ

してここで再び， 神が人聞を罰する方法 が「放置」ないしは「遺棄J によることが

示されている。



VI. 義人の遺棄

アウグスチヌスとパスカルにおける「堅忍」と「恩寵J 109 

上 記 の両者の主張において， 次に問題となるのは， 恩寵が奪われる順序である。

ここで， 両者は共に ， I義人が去り， また去られる: d e seru nt et d e se ru ntu rjと

明記している。 これは恩寵が奪い去られる以前に ， 義人が神を遺棄するということ

であり， 恩寵の先行なしに自由意志が意欲することに他ならない。 だがこれを敷街

すれば， 堅忍という行為においても， 義人は恩寵の先行なしに堅忍することが可能

であるということになり， これは従来のパスカル の見解と真向から対立するものと

なる。

しかしパスカルはこの矛盾を ， 上 記 のアウグスチヌスの文 意全体を重んじること

によって解消する。 つまり， 義人は恩寵を得ても ， それは「一時的」なものにとど

まるが故に ， 去り， また去られるのであるから ， 恩寵が奪い去られてから義人は神

を棄て ， その結果神から棄てられると解するのである。 即ちこれがパスカル の所謂

「二重の遺棄 d ou bl e d éla i sseme ntj 一一「神から始まる遺棄」と「神があとにつ

いてゆく遺棄」ーーの恵味である ( Grâce ， OC， 984 et 986)。 そして前者の遺棄は

「神秘的で不可解Jな ， 人間には感得しえぬ遺棄であるので ， 人間の自には， 義人

が神を棄て， その結果 ， 神から棄てられるとしか理解できないのだが， 飽く迄も

「神が制止しないのが先で， 次に人が神を棄てる」のである ( Grâce， α二， 984) 。
(35) 

そしてパスカル によれば， これがアウグ スチヌスの真意なのである。 しかもこの解

釈が正統なものであることを立証するために ， パスカル はアキテーヌ のプロスペノレ

スの所 説を援用 して次の様に記している。 I人が神を去らないなら， 神は決して人

を去ることはない。 しかも神はしばしば， 人が神を去らないように仕向けるのであ
(36) 
る」。しかしこの引用も解釈次第ではむしろパスカル の見解を覆すものとなる こ と

は明らかである。 だが， パスカル がその様な危険を冒してまでこの一文 を引用 した

とするなら ， ここには， 堅忍ば神の賜物であるとする信念が逆に強く表明されてい

ることになる。

VlI. 義人の恐れと傑き

従って， パ スカル においては ， この解釈は， ダピデ の言葉 ， I主よ， 我は貧しく

乞食なりj ( 詩篇， XXXIX・ 18) にも適用 されねばならなL、。 ダピデは物質的貧困
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とは無縁であった。 それ故こ の嘆きの 言葉は， 1 霊的」貧困にむけられていると解.

されねばならなL、。 しかし神の寵愛に与っていたダピデが恩寵の貧困を嘆くとすれ

ば， それは恩寵が一時的に奪われた瞬間の嘆きに他ならない。 それ故パスカルは，

「こ の極めて豊かな人物は， 各瞬間にその豊かさを失う恐れを抱きながら， しかも

それを保持する能力を完全に欠いていた， こ れがまさに彼の貧困の原因であったの

だ」と解釈するのである (Grâce， OC， 1001)。 ダピデですら「義に 留まる次機能

力」を欠いていたとすれば， 当然「各瞬間に倒れる恐れのない義人は\"なし、」はず
(37) 

だとパス カルは再び自説の正当性を確認している。 そしてこ れはまた「ベテロ の否
(38) 

認」の原因でもあったのである。 それにしてもこ の教説へのパス カルの異常な執着

ぷりは， 神のj遺宣棄への 恐

仰生活を支配する「強迫観念」に近いものであつたこ とを物語るであろう。 パス カ

ルがアウグス チヌス と同様に， 1恐れ懐きて己が救いを全うせよ」との聖句 を偏愛
(39) 

した真の理由はそこ にあると思われる。 実際， 神からの遺棄と堅忍の不確実への恐

れ は， アウグス チヌス もまた確実にこ れを所有していたのである。 例えば『聖者の

救霊予定』の次の一節 がそれを明示している。

「長い間にわたって義に生きょうとも ， その 後 (……)わずか一日でも義から外

れ， そのまま不信心のうちに 死ぬ義人は， それ以前の義には何らの意味もなL、か

らには， 罪人にふさわしい懲罪を受けるJ ( BA， t. 24， 542)。

一方， パス カルは『病いの善用を神に求める祈り』の中で次の様に記している。

「私が日常犯す答は (……) 最も義なる人々にお いてもありふれたこ とであり，

そのため彼等の生涯も， 絶えざる悔俊でなければならなL、。 そしてそれなしには

彼等も義から転落する危険にさらされているのだJ ( C氾， 488)。
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