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能性の問題にも速な って行く。 それば， 彼が人聞の罪性の自覚を通じて々がて恩寵

を強調する， 彼の人間理解の深まりに呼応しているように思われる。 知識と信仰の

問題は， こ うして， 単に認識論の問題としてではなく， 彼の哲学的神学的人間理解

の問題として， 広いノミースベクティヴの中でとらえることが必要ではないかと考え

る。

提題 アウグスティヌスにおける信仰と知解

宮 谷 宣 史

アウグスティヌスは信仰と知解に関し体系的な論述は企てなかったが， しかし，

両者の関係については多く言及している。 以下， 彼の基本的な考えをまとめて， 議

論の材料に供したL、。

1 信仰について

1.1 人間は幸福， 真理， 最高善を求めて い る。 アウグスティヌスにとりそれは三

位一体の神である(C. Acad.， 1， 3， 9・De tr.， VII， 6， 12 )。

1 . 2 人間はこの神を信じ， 知解しようと欲 し て い る(C. A caι， II， 20， 43 : De  

m or. cath.， 14，24: De tr.， 1，2，4; II， 13，24 ; XV， 5，  7 )。

1. 3 信仰は神についての権威ある教え(教会， 聖書， 信条 ) を聞き， そ れ を知解

し， それに同窓す ることから始まる。 つまり， 権威と理性が人間を信仰に導く助け

となる。 しかし， 一般には， 権威が理性に， 信仰が知解に先行す るかた ち を と る

(De ord.， II， 9， 26 : T r. i n  J oh. ev.， 22，2; 27，9 ; 15，24 : Ep.， 120，3・E narr.

in Ps.， 118， 18， 3 : Serm.， 43， 8)。

1.4 信仰が先行す るのは， 神の不可視性のゆえ で， まず信じる以外になく， また

神を完全に知ることが出来ないためである。 こ の故に， 信仰は見えないものを信じ

ること， 現存しないものの現在， と定義さ れ る( Tr. i n  J oh. ev.， 40，9 : De tr.， 

XIII， 1， 3・De praed. sa nct .， 5 : Serm.， 43 : D e  sp . et litt.， 54・E nch ir.， 2， 8)。
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1.5 信仰は， まず， 人間が謙虚になり， 意志により自らの魂を神に従わせること，

次に生活の規範に基づいて生き， 希望を強め， 愛を育てることである。 信仰は愛に

よって働く。 信仰に生きるとき，イ言じているものが， 光を受けて見え始める(De

ag . chr.， 13， 14 : Serm.， 43，2f. : Ep.， 184)。

1.6 信仰は， 神の働きと神に対する愛のゆえに， 信仰対象 の知解へ と向う。 それ

は， 信仰の根拠を問うことであり， その内容が虚偽や空想でないかど うかを吟味す

るためであり， また， 疑いを除去するためでもある(De mor. e ccl. cat h.， 17， 

31目Tr. in Joh. ev.， 18，1 : De tr.， VII， 6，12 ; VIII， 5， 8; XV， 1， 1 : Ep.， 120)。

2 知解について

2.1 知解は理性の働きである。 理性は sensus animae， m otio mentis， aspectus 

mentis など と見なされ， そ の働 き に よ り r atio inferior， ratio superior， falsa 

r atlO， vera ratlO など と呼ばれる(Soli l.， I， 6， 12・De qu ant. an.， 27，53 : De tr.， 

XIII， 1，4 : Ep.， 120，6)。

2.2 人聞は animal rationale として， 理性をもって知解する力を与えられている 。

2. 3 理性は神知解を欲する， 神知解は英知界を知解の対象 とすることで あ る。 不

可視なる神を知解しうる根拠は三つある。 まず， 肉 となったイエス ・ キリストを通

して。 次に， 神によりその見えない性質が被造物に知られるようにされ て い る こ

と。 更に， 人間は imago dei として造られていること。

2.4 人間は神知解を欲す る が， しかしすべての者が神をま日解し， 信じる訳ではな

い。 それは， imago dei としての人聞が本来の姿から変形しているから で あ る。

そのため， 神の言による再形成が必要である(Serm.， 43)。

2.5 人聞の理性は罪に汚され， 無力になり， ゆがめられている た め， そのままで

は神を知解する力がなL、。 そのため， 光の源なる神が人間の精神を illuminare し，

acies human a巴 mentis， oculi mentis を見るようにし てくれ る(Solil.， I， 3，8 : 

Tr. in J口h. ev.， 27，7 : De tr.， XV， 27，49 : Serm. 43)。

2. 6 理性は神に与えられた光によって， 神を知解できるように な る。 そして， 神

を知解し， 神を見ょうと欲する。 見神(visio dei) が知解の最終目標である(Solil.，

I， 7，14 : Tr. in Joh. ev.， 22，2: De tr.， XV， 28，51 : Ep. 120，2)。
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3 信仰と知解の関係について

3.1 信仰は信仰内容について何故(cur) という問いを含んでいる。 こ の間いに対

する答えを見い出そうとする働きが知解である。 したがって， 知解をともなわない

信仰はない， という意味で， 信仰は知解を内に持っている。 そして， 信仰と知解は

問いと答え， 探求と発見とL、う関係にある， とみなされる(De lib. arb.， 1， 2，4 ; 

II， 2， 6， : T r. in Jo h. ev.， 29，6 : De tr.， XV， 2，2 )。

3.2 信仰内容の知解は， 単に理性による思索によるのみ で なく， 神に関する権威

ある教え(聖書， 教会， 信条など )， 真理の内的教示， 主の戒に従う生活を通しでも

獲得される(De lib. arb.， 1，2，4 )。

3.3 信じる者になるためには， 神について語ら れ る人間の言葉を理性によって知

解しなければならない(intellige ut credas の立場， S erm. 43 )。 そして， 知解し

たことを謙遜と敬度に結びつけ， 信仰に導 くのが vera ratio である(Serm .， 43 ; 

89 ; 1 18 : Ep. 1 20 )。

3.4 正しい理性によって不可視的， 不変的なものを知解しう る が， res 剖巴i(三

位一体， 受肉 ， 復活など ) をすべて知解することは出来なL、。 そこで， それらを伝

える神の言を知解するためには， 信仰が必要である(crede ut intellegasの立場〕。

3.5 人聞は知解できない神を信じるが故に， 信じている神を知解しようと欲する。

知解によって信仰対象を把握しようと努め る。 つ ま り， 信じた神を知解しようと

し， 知解した神を信じ， その神を更に知解しようと求める(requaerere)。 こうし

て， 神を信じた者は神の知解を求め， 神を知解したものは更に神を信じ， 信じた者

は更に神の知解を求めていく(De t r.， XV， 2，2 )。

3.6 人聞は知解したことを信じるが， 信じていることを全て知解し なL、。 したが

って， 人聞は信仰しつつ思索し， 思考しつつ信じるのがよL、。 神の神秘を信じつつ

知解しようとつとめれば， credentes は intelligentes になる(De praed. sanct.， 

5・Serm .， 1 26， 1 )。

3. 7 人聞は信仰によって神に結びつけられ， 神の知解によって生かさ れ る。 信仰

は人聞を浄化し，生日解は人聞を充満する(Tr. in Jo h. ev.， 27，7 ; 36， 7 )。

3.8 人間ば信じた信仰そのものによって多くを知解し， 知解力は信じている こと
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を知解するのに役立ち， 信仰は知解したことを更に信じるのに奉仕する。 信仰と知

解が共に働くとき， 人聞は内的に成長する(E narr. in Ps.， 118， 18， 3)。

3 .9 神を credere することは神をvidere することにつながり， また， 神を in te l

le gere することも， 神をvider 巴することにつながる(Tr. in J oh.， 40， 9 : De tr.， 

XV， 27，49)。

提題 アウグスティヌスに於ける信仰の知解について

宮 内 産

ラベな

アウグスティヌスが信と知について語る時， I信ずるとは， 諾いを以て思惟する

ことである(cum assensione c o gitare) J (p raed. sanc t. II， 5) という基本的把握

が， 常に根底をなしている。 即ち， 信は， 知と対比されてはL、るが， 知の展開とい

う魂の塞本的動向(c o gita tio) のー相として提示され， 思、惟が， 信ずるというそれ

の特殊性に先立つより普遍的なはたらきとして先ず立てられ， そのはたらきの暫定

的結実として信は位置付けられている。 従って信は， 生日本来の相たる「達成]とし

てあるのではない。 諾いという意志の(=) 動向が顕在化するのはその た め で あ

る。 そして知も文， 信との対比連関という局面において考察されているために， 及

び得ず， 達成されたものとしてはあり得ない域を示しつつ， 思惟とLヴ動的な言葉

によって語られているのである。 即ち， こ の信の規定において限定されている思惟

は， 記憶にまで沈澱する知(っている )(nosse) の現実化として語られる思惟では

なしそれを背景としつつ， 既に真に至り， 真として現われている知の相， 即ち知

解(in tell ige n tia) に向うもの (co -a gita tio) として信と言われているのである。

信のこの基本的把握は， アウグスティヌスにおいて， 知の展開に対応して三つの局

面に沿って展開されていると思われる。 更に， こ こ で信を続る恩寵(gra tia) の問

題も姿を現わしているのであるが， 我々の持てるものはすべて神に由来するもので

あることが全体として述べられ， 信について特に思寵が強調されることはなL、。 こ

のことには十分留意する必要があると思われる。


