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文 献 紹 介

『アウグスティヌス研究』

岡 野 昌 雄

アメリカのペンシノレヴァニア州にあるヴィラノヴァ大学(Vi lla nova U niv er sit y) 

のアウグスティヌス研究所(Aug ust inia n Instit ut e)から 19 70年以来毎年刊行さ

れている「アウグスティヌス研究j(Augustinian Studies)に つ い て の書評を求

められたが， もとより百慌を越す多数の論文について批評を加えることは不可能で

あり &f.者の瞥見した範四内で日についたものを少しずつ簡単に紹介しておくにと

どめたL、。

アウグスティヌス研究所の活動について詳しく知りたいと思い. 3月初めに照会

の手紙を送ったが， 残念ながら返事:を得られなかったので. �アウグスティヌス研

究』誌から知られる限りのことを最初に記しておきたい。 当研究所が設立されたの

は， 編集者の説明によれば. 196 7 年のことであり， 日常の活動については不分明で

あるが， 主なものとしては大体三つあるようである . 第ーには， 研究所設立以 前の

1959年から大学が引惜して毎年続けて来た「アウグスティヌス講座J ( The Sai nt 

Aug usti ne L ec tur e)の開催と その出版， 第二に研究所設立の196 7 年以来行なわれ

ているAug usti nia n Colloq ui um であるが， これについては. 19 70 年に第 4 回目

が開かれた旨の報告を最後に. �アウグスティヌス研究J誌の記録には見当らない

ので， 詳細は不明である。 第三が紀要の「アウグスティヌス研究』の刊行である。

「アウグスティヌス講座」は国際的に著名な学者を招いて毎年行なわれているよ

うで， 極く一部を除いてほとんど印刷刊行されている。 評者は そのう ちの数冊を手

にしたに過ぎないが， いずれも数十頁の短いものである。 しかし， 講演者の顔ぶれ

を見ると， アウグスティヌス研究或いは中世思想研究の上ですぐれた業績をあげた

鋒々たる学者が並んでおり， その演題も興味深いものばかりである。 1959年第 1回
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目の Pa ul Henry ( 2回 )を皮切りに， R. Kli ba nsky， J. O'Mea ra ( 2回)，A. 

Pegis， V. J. B ourke ( 2回)， J. F. Ca lla ha n， H.  1. Ma rr ou， A. H. Armst r ong， 

J. A. M oura nt， M. T. Cla rk， G. B onner， E. L .  For ti n， J. Pépi n， E. TeSelle， 

E. Lami la nde， V .  Verheijen， A. Pi ncherle と並ぶ様はまさに庄巻である。 こう

した一流の学者による簡潔な講演は， 研究論文や著書とまた違って， 見逃せないも

のが多いと言 えよう。 どのように運営されているのか詳らかではないが， 一大学の

行事としては羨望を禁じ得なL、。 研究所長で編集責任者でもある R. P. Russell の

手腕にでもよるのであろうか。

『アウグスティヌス研究j] (年刊誌)は1970 年に創刊されて以来， 既に 1 1巻を数

えている。 各巻とも平均して約10 鰭前後の研究論文と数篇の ReviewArticles な

いしB ook Review s が収録されている。 書評など除いたこれまでの研究論文数は

1 13 篇にのぼる。 数篇の例外はあるものの， すべて 英語で書かれており， それがこ

の紀要の方針のようである。 通常はドイツ語やフランス語で書かれているはずの論

文がここでは 英語で書かれているわけである。 アウグスティヌス研究誌でわれわれ

が先ず思い浮べるのは Revue des études augustiniennes であり， 前身のAnnée

théologique augustinienne (1940-1954)以来国際的なアウグスティヌス研究専門

誌として定評を得ているが ， R. P. RussellへのB .A. Papa rella の献辞にもある

ように(第5巻) 英語によるアウグスティヌス専門の研究誌はこの『アウグスティ

ヌス研究』が初めてと言ってよいであろう。 これは画期的なことと言わねばならな

い。 特にわが国のように， 英語を第一外国語として習得する人口が圧倒的に多い国

では ， この年刊誌によって受ける恩恵はìllilり難いものがあろう。 勿論， 論文の質が

問題にされなければならないが， 瞥見しただけでもかなりすぐれた論文が多いよう

に見受けられる。 また， 研究論文を寄せている著名な学者による ReviewArticles 

も得がたい収穫である。 第 2巻までの表紙裏に記されていた 編集スタッフは， 編集

責任者が所長の R. P. Russell， 補佐がB .A. Papa rella， R. J. DeSimone (事務担

当)の二人で， 更に 編集参与としてA. H .  Armstr ong， V .  J. B ourke， P. H 巴nry，

H. 1. Ma rr ou， J. A. M oura nt， J. J. O'Mea ra 等の名が挙げられている。 以下， 第

1巻から順次日についた論文を拾い出して簡単に紹介したいと思うが， 全論文に目

を 通したわけではないので， こればあくまでも評者の関心に基づく怒意的な選択で



文 献 紹 介 20 9 

あることを重ねてお断わりしておきたい。

第l 巻(197 0)は創刊号ということもあって， 著名な学者による論文が多L、。 例

えばV .J. Bourk e : Vol untar ism in A ugustine's Ethico-Legal Thought， R. J. 

O'Connell : De Libero Arbitrio 1: Stoicism R ev isited， J. A .  Mour ant : The 

Emer gence of a Chr istian Philosophy in the Dialogues of A ugustine， E. L. 

Fortin : Th巴Political Impl ications of St. A ugustine's Theor y of Conscience 

等がある。 第l 巻の中で特に興味を感じたのは R ober t E. Buck巴nmeyer : The 

Meaning of Judicium and its R el ationship to Ill umination in the Dialogues 

of A ugustine であった。 本 巻中最も長い48頁という量にも比例して， なかなかの

力作と思われた。 論題からも明らかなように， アウグスティヌスにおける判断の問

題を取上げているが， 照明の意味を考察することから判断の意味を明らかにしよう

とする一般の傾向に対して ， むしろ初期の哲学的著作を中心に判断の意味を明らか

にすることによって照明の意味に光をあてようとしている。 つまり， アウグスティ

ヌスにおける判断の意味を専ら理 性的判断の考察によって説明するやり方が， とか

く神学的な問題連関の中にのみ限定されてしまうのに対して， 人間にも動物にも共

通する(感覚的機能に含まれる或る種の判断など)判断一般の分析から人間に固有

な理性的判断の考察へと進み， それによって照明の意味を明らかにしようというわ

けである。 そこで， 大きく分けて動物と人間の感覚的判断の本 性に関する問題と，

理 性的判断に関する問題の二つについて詳細に論じている。 照明や判断の問題を神

学的な問題連関の中にだけ限定せず， 感覚論を含めてアウグスティヌスの認識論を

できるだけ広い視野の中に取出して論じようとしたことは注目してよいであろう。

筆者のBuckenmeyer は第2巻でもA ugustine and the Life of M an's Being 

in the Earl y Dialoguesという論文を書いており， いわばアウグスティヌスにおけ

る心身問題に関心をもっているように見受けられる。

第2 巻(1 97 1)で日につく論文としてはJ. H .  New ton， Jr ， : The Impor tance 

of A ugustine's Use of the Neoplatonic Doctr ine of H ypostatic U nion for the 

Development of Chr istology， R .  H .  Nash : Some Philosophic Sources of A u

gustine's Ill umination Theor y， L. C. Ferr ar i  : Symbols of Sinfulness in Book 

II of A ugusti問、 “ConfessionぺW.Beierw altes : Zu A ugustins M etaphysik 



210 

der Sprache とし、うところであろうか。 Nashは 1969 iY.に The Light of the 

M ind : St. Au gu stine's Theory o f  K nowledge を出版し， アウクスティヌスの

認識論に ついて広汎かっ詳細に論述していたが， 本巻の論文は特に照明説の解釈に

ついて更に それを基礎づけようとするもので， アウグスティヌスの照明をプロティ

ノスの影響から更に遡ってプラトンの思想にまで求め， またこの問題に ついてアリ

ストテレスの影響を論ずるなど，かなり 大胆で論議を呼ぶものと忠、われる。Ferrari

の論文li r告白』第2巻の窃盗物語を中心に罪を表現するために用いられている諸

象徴の意義に ついて論じた興味深いものであるが， 1皮li第5巻以後毎年象徴の問題

を中心に『告白』に関する論文を寄稿しており， その精力的な活躍が注目される。

第3巻 ( 1972)の論文数は 8篇でやや少いが， C. Boyer : Jean Cal vin et Saint 

Augustin， A. H .  Armstrong : Neoplatonic Valuations of Natu re， Body and 

Intellec t， E. TeSelle : Ru五nus the Syrian， Caelestius， Pelagius : Explorations 

in the P rehi8tory of the Pelagian Controversy， E. Lamirande : Augustine 

and the Discussion of the Sinners in th巴Chu rch at the Conference of Car-

thage (411)や先述したR. E. Buckenmeyer : Au gu stine and the Life of Man's 

Body in the Early Dialogues 等， 著名な学者による論文がほとんどで， 中でも

Armstrong の 論文は， プラトン以上に彼岸的傾向。強い新プラトン主義が白然科

学々芸術に積極的な影響を及ぼした点を論じたもので， やや独断的であると自ら断

わり つ つも， 現代のプロティヌス研究の第一人者ともいうべき筆者の論稿として興

味深L、。

第4巻 ( 1973)は論文数が最も少なく 6篇を収録するのみであるが， St. Au -

gus tin巴 s Early Theory of M an， 386-391 A. D. や St.Augustine' s Confes 

sions : The Od yssey of Soulの著者である R. J. O'Connell が， r自由意志』の終

りの方で提出された魂の起源に関する諸説の中で特に “fal !en-soul" 説を取上げて

論じたAugustine' s R e jection of th巴 Fal! of the Soul と， F. E. Van Fleteren 

のAuthority and R eason， Faith and Understand ing in the Thought of St. 

Augustineの二 篇が興味深い。 後者に ついては， 昨年の中世哲学会のシンポジウ

ムで評者も触れたことがあるが， アウグスティヌスの思想、の中でも重要なテーマで

ある知識と信仰の問題に ついて初期著作を中心に行き届いた論述を展開しており，
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きわめてすぐれたものと評価されよう。 新プラトン主義やキリスト論との関連， ま

た後期思想への展開などに ついて教えられるところが多かった。 本 巻にはアウグス

ティヌスのオスティア体験の神秘的性格をめぐるW. G. von J巴ssとJ.A. Mourant 

の DiscussionArticle が載せられていて興味深かったが， この種の試みが本 巻だ

けに終っているのは残念である。

第5 巻(1 974)は， 研究所の所長であり 編集責任者である R .P. Russell の65歳

祝賀論文集で， 1 2篤の論文が寄せられている。 目に つ い た も のを拾い上げてみる

と， �告白』第7 巻第 10章1 6節， 第1 7章23節， 第20章 2 6節のテキストを詳細に分析

し， 更にカッシキアク ム対話22とも比較検討してアウグスティヌスの魂の上昇体験

に ついて論じた F. E. V an Flet eren : Augustine's Ascent of t he Soul i n  t he 

Book s V I I of t he Confessions : A R econsideration， キケロの著作と比較しなが

らアウグスティヌスの De Doct rina Christiana第4巻における修辞学の特色に

ついて論じた E.L. Forti n目Augustine and t he Problem of Christian Rheto-

nc， アウグスティヌスと新プラトン主義の関係でい つも問題になるアウグスティヌ

スとポルフィリオスの関係を特に400年頃を中心に論じた E. TeSell e : Porphy ry 

and Augusti ne 等が興味深く読まれた。

�H 巻(1 97 5)には12筒の論文が収められているが， 巻頭の論文は期せずして

「告白』の統一性と構造の問題を取上げている。 R. Flores : R eading and Speec h 

i n  St. Augustin巴's Confessi ons と C. Starnes : Saint Augustine on Infancy 

and Childhood : Commentary on t h巴 五rstBook of Augustine's Confessions 

である。 前者は「聞く 」或いは「語る」という行為を視点にして『告白』の構造を

分析したユニークなものであり， 後者は『告白」第1巻 のみの注釈ではあるが，

『告白』全体を三位一体に模した三一的構造として捉えようという視点から書かれ

ている。 �告白』の統一性と構造という， いわば古くて新しい問題に接近する一 つ

の試みと吉えよう。 本 巻には他にアウグスティヌスの言語論を取上げてソシュール

と比較したL. G. K elly : Saint Augusti ne and Saussurean Li nguistics という

異色の論文や， また神の永遠性を表わす諸表 現を分析してアウグスティヌスにおけ

る永遠性の概念に ついて論じた W. G. v on Jess : Divi ne Et ernity in t he Doct

rine of St. Augusti ne， 第7 巻にも続く長 篇の M.Léveillé : Don de l ' Esprit 
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et Baptêm e， �告白』第3巻にあるモニカの夢の叙述の 象徴的意味を論じたL.C.

F errari : M onica on the Wood en R ul e等がある。

第7巻(1976)には 前述の M .Lév eill é 論文の第 2部が巻頭を占め， 次に「告

白」における「道」 としてのキリストのいわばイメージを分析したL.C. Ferrari: 

Christus Via in A ugustin e's Confession sが続いている。 またアウグスティヌス

とカルグァンの聖餐論を比較したJ.Fitzer : The A ugustin ian R oots of Calv in's 

Eucharistic Thought や， 1969王干の「アウグスティヌス講座」の講演Alberto

P incherl e : The Confession s of St. A ugustin e : a R eappraisal などが入ってい

る。

第8巻( 1977)には 11篇が収められていて， 興味深いものも少なくないが， ここ

では一 つだけ D. E. D aniel s  : The A rgumen t  of the De Trinitate and A ugus

tin e's Theory of Sign s を取上げておきたし、。 �三位一体論Jの構成に関して第

1巻から第7巻まで と第8巻から第15巻までの二部に分ける解釈や， 執筆年代を推

定して更に細かく分類する考 え方に対して， I理 解を求める信仰」の原則に基づく

統一性 という視点から第1ー第14巻 と第15巻の二部に分ける とL、う 大胆な主張を打

ち出し， �三位一体論』における議論の特色 とサイン論を関連させて論じた， きわ

めて興味深いものであった。

第9巻(1978)は論文数に比して頁数が最も少なく， いずれも10頁 前後のものば

かりである。 その中で目に ついたものの一 つに B. S. Bubacz : S t. A ugustin e's 

‘ Si f allor， sum'がある。 デカルトの'Cogi to ， ergo sum' と比較しながら， 自己認

識の確実性におけるFallor の意味を詳細に検討し， アウグスティヌスの疑いに対

する深L、洞察( 筆者は それを疑いの 現 象学 と呼んでいる〉の特色を指摘している。

第10巻(1979)から活字が変ったようで， 余事ながら， いささか読みづらくなっ

た感じがする。 しかし， 相変らず精力的なL.C. Ferrariの論文が巻頭にあるし，

アウグスティヌス とデカルトにおける COglto の類似性 と相違に ついて詳論した

J. A .  M ouran t  : The Cogitos : A ugustinian and Cartesian は， 前巻のBubacz

論文 とはまた違って， アウグスティヌス的思惟の特色を明らかに示し， 読みごた え

があった。 他に主な論文を挙げれば， J. P. Burn s : The In terpretation of R o-

m an s  in the P el agian Con trov ersy， W. S. Babcock : A ugustin e's In terpretation 
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。f Romans (A. D. 394-396)といったところであろうか。

1980 年2月23日に亡くなったF. C. Boyer への追悼文を巻頭に載せた第1 1巻( 19

80)は最近手にしたばかりであり， しかも論文数もこれまでの最高で 15篇もあり，

全部に日を 通すことはできなかったが，L. C. Ferr ar i : Paul at the Conversion 

of Augustine (Conf. V III， 12 ，29-30 )， B. S. Bubacz : Augustine's Illumination 

Theory and Ep istemic Structur ing， M .  D. Jor dan : Wor ds and Wor d : Incar

nation and Signi五cance in Augustine's De Doctrina Christianaの三篇を挙げ

ておこう。 特に最後の論文はアウグスティヌスの言語論を理 解する上で重要な視点

を示していると思う。

これまで 通観してみて気が ついたことは ， 論文のテーマカ丸、ずれも真正面からア

ウグスティヌスに取組んだ， いわばオーソドックスなものばかりで ， 奇をてらった

ものや特殊すぎるものがないということである。 しかも力作が多く， われわれの期

待に十分に答えるものであった。 英語圏でこれだけの専門研究誌が継続的に刊行さ

れることを喜び ， また日本 の研究者の論文がし、ずれ掲載されるようになることを心

から期待したL、。


