
114 

原罪の罰たる死

アウグスティヌス「自由意志論』

に於ける 一一

I 
( 1) 

松 崎 一 平

『自由意志論』第3巻も後半に至ってアウグスティヌスは人間の本性をアダムの

それとアダムの子孫のそれとに分け， 後者は楽園に於ける前者の罪一一 以後原罪と
(2 ) 

呼ぶーー の結果たる， 無知と困難と可死性という罰の状態にあるとする。 故に今や

自由意志は本来の能力を発揮できず， 人聞は肉の束縛に苦しみ， 情欲の業を断つこ
( 3 )  ( 4 )  

とができないでいる。 かような状態の故に犯す過ちがまた罪と呼ばれる。 ところで

第l巻・第2巻に従えば， 自由意志とは本来永遠の事物と時間的事物のいずれかを

選択する能力であり， 後者を選択することが罪と言われる。 第1巻・第 2巻， そして
(5 ) 

恐らくは第3巻の前半の議論もそれを前提に進められているようである。 だが「正

しく為すための自由な意志について語る場合私たちは人聞がそれに於いて創られた
(6 ) 

その意志について語る」とあり， 傍点部はアダムの;意志， 即ち原罪の主体たるを意

味することが文脈から明らかである。 とすると引用文は第l{i;・第 2巻， 加えて恐

らくは第3巻の前半に語られる人間の意志が実は原罪以前の人祖に妥当することを

改めて言明したものと考えられる。

そもそも『自由意志論Jは3巻という比絞的短篇であるにもかかわらず， 多分中

断を挟んで足かけ 8年を要して完成されている。 従って思想的な一貫性に乏しいと

も言える。 それは8年間のアウグスティヌスの思想的発展を如実に映し出している

からかもしれなL、。 あるいは彼の実生活上の体験にその原因を求め得るかもしれな
(7 ) 
い。 先の引用文は敢えて一貫性を与えるための仕組かもしれない。 が， w再論」のア

(9 ) 
ウグスティヌスは著述の中断を認めながらもベラギウス派の解釈を不当と批難し，
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一方で『自由意志論』がマニ教徒に対して物された点に注意、を促し. 3巻全体をあ

くまでひとまとまりの著作として扱う。 実作者のこの態度は十分に尊重されるべき

である。

結論を先に述べるなら， 第 1巻を著述する時点で全体の構想， 構想、とまではゆか

ずとも， その方向性 即ち， 人祖に於ける意志の自由とそれによる原罪， その罰

の状態たる人間の現実， 更にそこからの救済という展開の一ーがアウグスティヌス

には或る程度意識されていたのではないかと私は考えている。 勿論その方向性は究

極的には「自由意志論Jを越えることになるが， 少なくとも第3巻に詳述される原

罪の故の人間の現実を， 第3巻とは同じレベルではないにしても， 第1巻・第2巻

に於L、てアウグスティヌスは既にかなりの程度まで把握していたのではないか。 そ

れがし、わば灰めかされるのみで， はっきりと論じられないのは. �再論Jに明らか

な如く. �自由意志論』が論敵としてマニ教徒を想定していたからではないか。 即

ち， まず理性もて彼らの二元論を克服する必要があったからではないかと考えるの

である。 本稿では特に第l巻・第2巻で人間の意志の自由がどう論じられるかに注

意を払いながら， 人間の可死性の登場場面を手懸りとして仮説と言うべき先の結論

を誌面の許す限り検証してみたい。

11 
(10) 

『自由意志論」第l巻に於ける罪の原因の探究は罪の本質の追求に始まる。 罪の

本質は精神の情欲への従属に求められる。 従って罪の原因は精神を情欲に従属せし
(11) 

めるものに求められ， 結局意志、の白由決定力が挙げられることになる。 自由決定力

liberum arbitriumを罪の原因として指定せしめた要因は罪の主体をあくまで罪人

の側に置こうとするアウグスティヌスの意図に求められよう。 �自由意志論』を成

立せしめた動機も， それが最初期の著作群と異なるのもこの点にある。 では自由決

定力が罪の原因であることが何故罪の原因を罪人の内に限定することになるのであ

ろうか。

自由liberとL、う語は， 行為が行為者自身の意志に応じて為され， 他者による拘

束， 制約を全く受けぬ事態を意味する。 社会生活の面で言えば他者に隷属していな
(12) 

いということである。 従ってその行為に責任を負うべきはひとり行為者のみである。
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意志行為の場合は以上が更に尖鋭化 する。 善き意志を意志することについて述べら

れている箇所を手懸りに考えてみよう。 さて， 通常の行為にあっては行為を意志し

つつも行為できぬ 事態が何か外的な要閣によって 生ずる可能 性が極めて高いが， 意
(13) 

志するという行為は意、忘すれば直ちに実現したことになる。 また意志できないとい

う 事態に於いても意志を妨げるのは同じ意志であって他の介入する余 地はない。 意
(14) 

志の内には意志、が在るのみである。 かように意志行為に於いてこ そ意志は最高度に
(15) 

自由であり， 従って極めて容易に行為を成就し得るはずである。 故に意志、行為に対

しては意志、だけが責任を負うことになる。 実際意志は魂の内で精神に対等のもので

あるから少くとも人聞の内部に於いて何ものにも従属しなL、。 ところで意志の働き

は具体的には意志対象の決定であり， 決定が即ち意志することである。 それを為す

意志の能力が自由決定力である。 かくして意志の自由決定力を罪の原因に指定する

ことは罪の原因を罪人に， 更に罪人の意志に限定することになる。

けれども以とはあくまで意志を意志として抽象して考察する所に成立する見解で

ある。 意志の働きのみを単独に取り出し， そこから意志の本質を理 性的に把握し，

それによって「存在するものはすべてーなる神から存在するが神は罪の創り主では
(16) 

ない」とし、う信の内容を証明せんとしている。 これは明らかにマニ教の誤謬の論駁

を意図するものである。 ほぼ同時期アウグスティヌスは「カトリック教会の習俗に

ついて」の中で， 権威に対する理 性の優位を主張するマニ教徒を論破するために彼

らの その主張を敢えて受け入れ， 理 性により彼らの誤謬を証示することを通じて彼
(17) 

らを救い出 そうと決意している。 IT'カトリック教会の習俗について』と『自由意志

論」第 1巻との特に幸福な生をめぐる考察の類似からすると， 前書に於いて述べら

れているマニ教徒への態度決定は後書にも妥当すると思われる。 即ち， この時期ア
(18) 

ウグスティヌスはマニ教徒に対しては理 性もて対l時しようとしていたのである。

だが現実に限を向ける時には意志行為が それ程簡単なものではないことが自明と

なろう。 また自己の経験を省みる時意志することの困難を深く実感せざる を 得ま

い。 IT'自由意志論』第 1 巻第1 1章 (22節)でアウグスティヌスは精神を情欲に従属

させ得るものとして自由決定力を措定し， 次いで精神が情欲に従属した結果蒙るこ

とになる悲惨， つまり罰を緊張感に富んだ口調で苛酷なものとして述べるが， それ

に対するエウォディウスの言葉は現実の側からのものである。 即ち， 既に精神が情
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欲の支配を確立した者 知者 が情欲への服従を選ぶ場合には苛酷な罰も正当

であろう。 が， 知者にせよ知者でないにせよ一体誰が情欲に仕えることを意志しょ

うか。 更に彼は「人聞は神から極めて完全に創られ幸福な生の内に置かれたのだか

ら 固有の意志によって そこから可死的 生の辛 さへと堕落したと私たちは信じ， と

りわけ堅固な信仰とともに そのことを堅 持しているが， まだ知 性によっては理解し
(19) 

ていなし、」と語り， 以上を何時か理解 させてくれるように請い， 当面気懸りな点を

指摘する。 I私たちは確かに愚かだが知者だったことは l度もないのだから何 故私
(20) 

たちは極めて厳しい罰を蒙らねばならぬのか」。 この言葉から，アウグスティヌスの

述べた罰が対話者 2人には自分たちに共通の体験として捉えられていることが理解

できょう。 少くともエウォディウスは そう感じている。 これに対してアウグスティ

ヌスは自分たちが知者だったか否かは不確実だが， それを検討するまでもなく， 重

い罰を受ける理由を獲得し得るとし ， 善き意志について論じ始める。 先に見たま日く

普き意志を意志することは一応極めて容易であると言える。 意志し さえすれば意志

は成就するのだから。 かかる行為を為 さぬ場合には重い罰も当然である。 アウグス

ティヌスの返答の眼目は以上である。

だがやはり現実はこれを容易には受け入れまし、。 幸福な生を意志せぬ人が何処に

居るか。 にもかかわらず多数が悲惨な生を送っているではないか。 これに対してア
(21) 

ウグスティヌスは正しい生を正しく rect e は意志していないからだと答える。 正し

さとは何らかの規範に合致して在ることを意味する。 この場合規範とは永遠の法で

ある。 永遠の法は「愛が時間的なものから離反し清められて永遠のものに向き変る
(22) 

ことを命ずる」。 時間的なも の へ の愛とは情欲である。 情欲から脱却し永遠の事物
(23) 

を愛する時人は真の自由 l i ber tas を獲得するのである。

ではどうして多数の人聞は正しく意志できないでいるのか。 皆幸福の生を意志、し

ながら， しかし悲惨な 生を過ごしているのだろうか。 アウグスティヌスは第 1巻で

はこの点に言及しないが， 先に挙げたエウォディウスの言葉が対話者たちに共通の

現実把握の在ったことを暗示する。 即ち. I人聞は……固有の意志によって……可

死的 生の辛 さへと堕落したと私たちは信じている……」という言葉が それである。

意志による罪の 故の可死 性， かような可死 性の把握は決してエウォディウスひとり

のものではなL、。 やや先立って成立したと考えられる『魂の大き さについて』の終
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結部にアウグスティヌス自身によって 語られている。 そこでは死は罪に対する罰と
(24) 

して明白に捉えられており， 同著作とも ほぼ同時期に同じ場所で同じ 2人によって

為 された対話であることから推すと， エウォディウスが引用文で「可死的な生」 と

語った時には『魂の大き さについてJ最終章が脳裡に在ったとも穿つことができよ
(25) 

う。 その考察は他に譲らざるを得ないが， 罪への罰としての死という把握がアウグ

スティヌスのものでもあることは以上から明らかであろう。

もっとも死が罪への罰であることはまだ信五 des の内容である。 更に信仰は神が
(26) 

罪の創り主 au ct o r でないことを教える。 一方可死的生の辛 さa eru mna とは現実

に直面しての実感である。 かかる所から罪の原因として意志の自由決定力は措定 さ

れ， 真の自由は永遠の法の命に従い永遠の事物を愛する所に見出 されたのである。

『自由意志論』第 1巻は突き詰めるとかように纏めることができょう。 自由決定力

という時「自由」の意味する所は却って行為に対する責任の所在を行為者の意志に

限定するがためであり， ここから私たちは自らの罪を自ら引き受けんとするアウグ

スティヌスの毅然たる決意を知り得るであろう。 同時に， まだ顕わとなってはし、な

いが， この世の生の可死 性を， また その 故の辛苦を， 自らが責を負うべき意志によ

る何らかの罪に対する罰として捉えていることも理解できる。 その把握は現実を見

る限が更に深まる時には人間に共通の状態として徹底せられ， 聖書解釈の深化と相

f突って， 早晩原罪に思ll.、至ることになろう。

III 

以上『自由意志論』第l巻の， いわば理 性的な討論の内に対話者たちの現実把握

ないし自己把握 一一それは信仰により支 持 されている ーーから来る心情の吐露と言

うべきを見出したが， 第 2巻では幾らかはっきり今度はアウグスティヌス自身が人

聞の死を罪の状態と言い換えている。 Iこの真理に従う時これが私たちの自由であ

る。 この真理は私たちの神御自身であり， 神は私たちを死から， 即ち罪の状態から

解放する。 実際真理自身が人間として・・…・ 語っている。 �もし君たちが私の言葉の
(27) 

内に留まるならば…・・・真理は君たちを解放するだろうJl (Ioh. 8， 3 1-3 2) と」。

引用1;1:所謂神の存在論証部分の終り近くからであるが， 不可変にしてーなる真理

一一他の諸真理はこれによって真理であり， 人間精神はこれによって諸真理を認識
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する一一ーに固着する精神の非常な喜びが直 前に述べられており. Iこの真理」とは

それを受けている。 さて問題は「死， 即ち罪の状態」なる表現である。

『真の宗教に つ いて』に「人間の身体は……罪以後無力imbeci lli os umになり
(28) 

死へと定められた。 これは罪に対する正義なる罰である」とあり， 死はあくまで罪
(29) 

に対する罰とされている。 引用文に先立つ言葉によれば罪とは原罪である。 では先

に「罪の状態」と敢えて言われたのは何 故か。 それは や は り 原罪の結果たる罰の
(30) 

状態， 即ち無知と困難との 故の無力 imbeci ll i t asから来る罪を意味すると解される

より他はなL、。 真理に固着することによってのみ獲得 し 得 る 真の自由と その喜ば

しさ， それと現実との対比の中で人間の現実は極めて厳しく把握されているのであ

る。 Iもし君たちが私の言葉の内に留ま る な ら……」とはヨハネ伝の言葉である
(31) 

が， ヨハネ伝の その少し後には「君たちは悪魔を父としている」というイエスの言
(32) 

葉があり. w白由意志、論J第 3巻に悪魔の誘惑ならびに人祖の堕落が詳述されるこ

とを思い起させる。 ともあれ人間の現状が罪である と い う 極めて厳しい把握の中

で， そこから解放する者は神ないし真理であると， そして そこにキリストが介在す

ると灰めかされているのである。

救済に関する灰めかしは第2巻では先の引用箇所と， もうl箇所最終節に人間の

現状をはっきり踏まえた形で為されているが， そこに至るまで第2巻では大半を費

やして神の存在論誌が試みられ， 次いで罪をも犯し得る能力たる意志の自由決定力
(33) 

一一第2巻後半以後は主に自由意志 li ber auolun t as と呼ばれるーーが被造物であ
(34) 

る限り 善であること， 詳しくは中間的な 善medium bon um であることが創造論
(35) 

的見地から哲学的に説明されるが， そこでは無からの創造ということが倫理的に捉

えられている。 即ち， マニ教の二元論は理 性的に克服され， 救済論を正面から取り

上げ得る基盤が整うことになる。 というのも人間の罰なる現状を， 思うに救済論は

前提する 故， 人聞を含む全被造物の 善 性を神に由来するものとして説明し， 一方被

造物が断ち難く有する無n i hi l に罪なる悪の起源を理 性的に指定し終えるまでは，

人間の罪なる現状は悪の根源として何か実在的な， また神と対立するものを招来す

る恐れがあるからであろうQ

『自由意志論』第 2巻では自由意志は結局中間的な善と規定されるが， それは自

由意志が不可変にしてーなる最高の形相 forma-一一摂理， 真理または知恵とも呼ば
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れる一一ーによって形相づけられており， また形相づけられ得る f orm a bi l e からで

ある。 現に形相づけられてある限り それは善であるが， 形相づけられる可能 性を有
(36) 

する 故に中間的である。 ところで更に形相づけられるか否かは正に怠志自身の選択

にかかっている。 それは意志が被造物である限り無から創造されており， 内に無を
(37) 

含み， 外により多く無を含む身体， また物体に四まれており， 一方に不変にして共

有の善一一即ち， 不変の形相一ーをはるかに望むからである。 後者を君、士、し それに

固着する時には中間的な 普は被造物としては最高の善を， そして真の自由を獲得す

る。 そこから離反する 一一 それが即ち無に向うことである 時， 中間的な 普は罪

を犯しており， 同時に罰の状態、にある。 だが全くの無となるのではない。 存在する
(38) 

限り何らかの形相は留まる。 その限りに於いて何時か救済される可能 性を有するで

あろう。 自由意志は何らかの仕方で留まり， 何らかの仕方で働くであろう。 だが そ

の問題ば『自由意志論』第3 巻をも結局越えることになる。

罪とは無へ向う， いわばネガティヴな運動である。 神に向かうことを意志せぬこ

とが即ち無への意志の運動である。 アウグスティヌスにとって知られ得るものは存

在するものでなければならなL、。 故に無を更に問うことは無意味であ る。 ここに

「自由意志論』第2巻の， 罪の原因としての意志の探究は終止符を打つ。 そして直

ちに彼は 語る。 Iだが人聞は自発的に堕ちたま口くには自発的に立ち上ることはでき

なL、。 故に高きから私たちに延べられた神の右手， 主イエス ・キリストを堅い信仰

もて把 持すべきであり， 確かな希望もて期待すべきであり， 熱い愛もて希求すべき
(40) 

である」。

IV 

玩に『自由意志論』第1巻・第2巻に於いてアウグスティヌスは人間の可死 性を

罰ないし罪の状態として捉えていたのであるが， それは結局第3 巻で原罪に対する
(41) 

罰として言明されることになる。 無知と無力と可死 性とが即ち罰であるが， 前2者

が人間の最も自覚し得ない， あるいはできれば自覚したくない原 事実であるのに対

して， 可死 性とは人間に共通的に自覚されている苦渋であるからこ そ， 加えて最も

永遠に対立する， 故に最も永遠を際立たせ得る 事実であるからこ そ第2巻のあの箇

所で灰めかされたのではないか。 一方意志の自由とは行為の責任を意志に理 性的に
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限定するために論じられるべき 問題であった。 故に第l巻ではアウグスティヌスは

人間の可死性を敢えて論じようとはしなかった。 それは マニ教を射程に置いていた

からではなかったか。 けれども可死 性とは魂の不死ないし起源の 問題とも相侠って

一方で多数の 難題を含む， 極めて 問題的な事実である。 �自由意志論』第3 巻でア

ウグスティヌスは その事実を認め， 権威に従って解釈を整理するが， 解決を与えな
(42) 

い。 そして数度の 道を歩むことを勧める。 かくして彼は人間の可死 性を一層厳しく

自覚することになり ， �告白』に以下の 如く書き 記すのである。 1死せる生と言お
(43) 

うか 生ける死と言おうか， この生に……」。
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