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アウグスティヌスは， その長い著作活動の中で， 五回にわたって， 創世

記始めの数章に関する註解を著している。 まずA.D. 388 年に「マニ教徒

を論駁しての創世記註解J De Genesi contra Manicaeosをあらわし， つづい

てA.D. 393年には未完の「創世記逐語註解J De Genesi ad litteram， im

perfectus liberを書いている。A. D. 397年より始められ， A. D. 400 年頃

書きあげられた「告白」の十一~十三巻においても， 創世記1.-3章の註

解を記しており， これにつづいてA. D.401年より始め ら れ， A. D. 414 

年にまでわたって書き続けられた「創世記逐語註解J De Genesi ad litteram 

は， もっぱら 創世記1.-3章の註解を目的としたもので あ る。 さ ら に

A. D. 414年 より始められた「神の国J De Civitate Deiの十一巻からは，

創世記の註解にあてられている。 こうした創世記註解の頂点と も 言 え る

De Genesi ad litteram において， 創造における conversi oと い う一見奇異

な考えが述べられている。 この考えはすでに『告白』の十三巻の始めにも
(1) 

出てくるが， 逐語註解で一層深められ， 詳細に論じられている。 この小論

では， 一見不可解ながら， アウグスティヌスの宗教的経験と容在論的思索

の深さを示すこの思想が如何なるもので あるかをまずテキスト に沿っ て

見， つづいてこの考えの淵源としてのプロティノスにおける釘cσ叩orþ�に

ついて考察し， このプロティノスの思想との対比において， アウグスティ
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ヌスのこの思額の意義を究明したいと思う。

I 

アウグスティヌスが， 創造における c onversioを語 る のは， 創世記一章

三節の「光あれ」 とL、う言葉の解釈に関連してである。 つまりこの光の創

造を， 霊的被造物の創造と解釈してである。 我々はそれ故まず， アウグス

ティヌスがこの光の創造についてどのような解釈をしているかをみてみな

ければならないのであるが， この「光あれ」 という言葉に先行し， 関連す

る官頭一節「始めに神は， 天と地とを創造された」 とL、う言葉 の 解 釈 が

conversioの問題に深く関わっている。そこでこの一節のアウグスティヌス

の解釈をまずみることにする。

アウグスティヌスは， 様々の解釈を述べた後， 彼自身の解釈と思われる
(2) 

ものを， 疑問の形ではあるが記す。 rあるいは， 天と地とは二つの無形相

的質料を言ったのであろうか。 即ち一つは， 霊的な生であるが， 創造者に

身を向けず( n onconversa ad creat orem )自らのうちでありうる如きものと

しての霊的生である。 一一ー というのも， そのように身を向けることによっ

て， 形成され， 完成されるのである。 しかし身を向けないなら， 無形相的

なのである。 一ー もう)方は， 物体的であり， それが全ての物体的な性質

を除くことによって理解される場合である。 」

この解釈においては， 物体的なもののみならず， 霊的なものにも無形相

的質料が認められている。 これより以前の「告白』十二巻においては， こ

うした解釈の可能性は述べられているが， 彼自身の解釈としてあげられて

いるのは， 天とはいわゆる「天の天」 つまり始めより形相づけられたもの

としての霊的被造物をあらわし， 地が無形相的質料をあらわすというもの

であった。 これに対してここでは， この句全体が， 霊的， 物体的被造物両

者の無形相的質料 m at eria inf ormis を指す とされ， アウグス ティヌ ス 自

身， 解釈を修正しているようである。
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それに対して「光あれ」 とL寸言葉は， 形相を獲得し， 形成されること

と解釈される。 rr光あれ』と神 が 言われた。」とL、う三節の言葉は， 無形

相的質料の創造に関わるものでないことが言われ， その理由が 述 べ ら れ

る。 r何故なら， 最高で始源なるものに似ていないものが， 或る種の無形

相性によって無に傾くとき， この不完全な る も の は， 御父に永遠に結び

ついている御言葉の形相をまねびすることがないからである。 御父に永遠

不変に結びついている御言葉の形相をまねびするのは， この不完全なもの

が， 真実で永遠的なるものに， つまり自らの寄在の創造者に身を向ける行

為conversi oを， その類に従ってなす時にである」。 つまり彼はこれまでの

自らの解釈を修正して， r始めに神は……Jの句は m ateriai nformis の創造

について述べたものであるとし， r光あれ」 の句が， 霊的被造 物 の 形 成

form ati o に関わるとするのである。 彼はその根拠としてrr光あれと神が

言われた Deus di xi tJという神の御言葉への言及をあげる。 rr成れと神が

言われた」と 聖書が語っていることにおいて， 我々は， 御父に等しく永遠

なる御言葉の 本性における非物体的な神の語りかけを理解する。 それは，

不完全な被造物を自らのもとに呼びょせたもうのである。 被造物が無形相

的でなく， 各々個々に形成されるためである。 この個々のものは， 秩序に

よって生じるのである。 というのもこの con versio， form ati oにおいて， 被

造物は， 各々に応じて， 御言葉なる神， 即ち御父に永遠に結びついた神の

御子をまねびするのである。 ……しかし創造者にそむき， 無形相的で， 不

完全なままとどまるなら， この御言葉の形相をまねびすることはないので

あるJ。 アウグスティヌスは， 創造に二つの段階とも言うべきものを考えて

おり， その各々を， r始めに神は……」 という一節の句と， r光あれと神

は言われた」 という三節の句が示していると考えるのである。 rつまり始

源 p ri ncipium によって， 神より未だ不完全な存在を受けた被造物の始まり

を暗示し， 御言葉によって， 神に呼び出された被造物の完成を暗示してい

る。 このようにして創造者によりすがり， 御父に永遠不変に結びついてい
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る(御子の〉形相を， その類に応じてまねびすることによって被造物は形成
(8) 

されるのである」。このようにアウグスティヌスにとって， 永遠なる御言葉

のまねび imitatioが c onversioであり f ormatio なのである。 アウグスティ

ヌスはこの御言葉のまねびを， 御言葉の認識とも言っている。「というのも，

理性的被造物は， まず自らの形成を認識して， 次いで形成されたのではな

い。 そうではなく， 自らの形成そのものにおいて認識するのである。 つま

りそれに身を向けるconversaことによって自らが形成されたその真理の照

明によって認識するのである。これに対して他のより低い被造物は，まず霊

的被造物の認識のうちに生起し， 次いで自らの類において生起するのであ
(9) 

る」。アウグスティヌスの創造の考えによれば， 他の被造物は， まず霊的被

造物の認識において生起し， その後に事実的に生起する。 しかし霊的被造

物そのものにおいては， 神の御言葉の認識そのものが f ormatioで あ り，

これが conve rsioで も あり， それが創造であり生成である。 神の御言葉を

認識することによって， 霊的被造物は， 真に寄在を形成するのであり， そ

のような容在構造をもっているのである。 アウグスティヌスは， 第一の光

の創造の特性を， 同じように第三巻においても， 人閣の創造との連闘で述

べている。 i(光の創造の場合 ) 第ーの被造物に お いて， 神の言葉の何ら

かの認識が生じ， この認識の後に， 神の言葉のうちでつくられたものが，

より低い仕方においても造られるというのではなL、。 そうではなく光その

ものが， まず造られたのであり， その光のうちで， それによって光が造ら

れた神の御言葉の認識が生じたのである。 そしてこの光にとって， この認

識が， 自らの無形相性から， 形相を与えたもう神に身を向けること coJii

であり，創造されることcr eariであり，形成されることf omariである。 ……

このことは人閣の創造においても保持されている。 というのも人聞の 本性

も， 叡知的なものであり， かの光の如きものなのであるから。 それ故人間

にとって生成するとは， それによって自らが生成する神の御言葉を認識す

ることなのである」。霊的被造物にとって主成することは， 認識することで
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あるというのは， 存在と認識とが同一であるというのではないであろう。

そうでなければ m ateria info rm is と co nversio による fo rm atio と L、 う寄在

の二重構造を語る必要はないであろうから。 しかし， 寄在の形成が， 他の

被造物と異なり， 認識によってなされるという特性を持っているというこ
(12) 

とを意味しよう。 つまり他の事物は， 神によって外か ら 形 相 fo rm aを与

えられるだけであるが， 霊的被造物は fo rm aな る 神 の御言葉を認識する

ことによって形成されるのである。 認識が杏在形成に 本質的に 属 し て い

る。 決して形成されたことを認識するというのでなく， 神の御言葉の認識

が形成なのである。 そうした寄在の在り方が， 彼によれば， 物体的脊在と

区別された霊的被造物の特性であり， 人間もそうした脊在なのである。 そ

してアウグスティヌスは， こうした霊的被造物の存在の優位的在り方が，

創世記の言葉づかいにも表われていると解する。 他の被造物の創造におい

ては， まず神が成れ f凶と言われ (これは神の御言葉の永遠の語りであ

る) そのようになった sic es t factum (これは霊的被造物の認識における生

起である) と言われ， ついで神は造りたもうた Deusf ecit と 語られている

が， 霊的被造物としての光の創造と， 人閣の創造においては， 第二 の sic

es t fact um と いう表現が欠如しているのは， まさにこうした寄在における

生成と認識の同時性を示すものであるという。

ところでアウグスティヌスは『告白」ではまだ明瞭に認めてはいなかっ

た霊的被造物の無形相的質料を， r逐語註解Jにおいてははっきり認めてい

るのであるが， そうした m ateriaを認めねばならない理由を次のように述

べてL、る。 íしかし被造物はたとえ， 神の御言葉により近いように思える

霊的， 叡知的， 理性的被造物であっても， 無形相的な生を持ちうるのであ

る。 というのも， こうした被造物にとって荏在することと， 生きることと

が同じであるようには， 生きることと叡知的に至福に生きることとが， 同

じではなL、からである。 何故なら不変の知恵から離反し， 愚かに悲惨に生

きるなら， それが無形相性なのであるから。 しかし不変の知恵の光， つま
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り神の御言葉に身を向ける conversaなら， 形成されるのである。 というの

もこの神によって被造物は寄在をえて， 如何なるものであれ， 脊在し， 生

きるのであり， この神に身を向けることにより， 叡知的， 至福に生きるか
(14) 

らである」。 先に人聞を含む霊的被造物にとって， 真に存在すると言えるの

は， 神の御言葉にまねび， 認識することによってであると言われたが， そ

れは神に身を向け， 神によりすがる時にであり， 自分のうちにとどまって

いるだけでは， 真の自己， 至福なる生とは言えないのであり， 無形相的な

のである。 ここには被造的杏在の徹底した神への依存性が暗示されている

と言えよう。 materia inf or mis は， 被造物がそれ自身では自存しえず， 神に

向い， 神によりすがる時にのみ， 自己たりうることを暗示していると言え

よう。

ところでアウグスティヌスによれば， materia inf or misと形成された事物

が区別されるということは， 質料が時間的に先行するというこ と で は な

い。 I無形相的質料は， 形成された事物に対して， 時間的に先行するので

はない。 両者つまり， 被造物がそこから造られたものと， 被造物がそれで

あるものとは同時に創られたのであるから。 ……あるものがそこから生じ

るものは， 時間的にでなく， 或る種の淵源 orig o において， そこからなっ
(15) 

たものに先行するのである」。 これまで語られた materia inf or mis -conver -

s io-f or matioの順序は，時間的なものではなく被造的容在の源 lらあるい

はその根本的な存在構造に関わるものであって， 神の創造においては， 時

間 の原初において一瞬にして同時に創られたのであるという。 r告白」に

おいては， 天の天たる霊的被造物と， 無形相的質料と は， 時間的転変Vl

cissitud o temp oru mを越えるものであった。 「逐語註解」においては， 創世

記一章で語られているのは， 時閣の具体的展開に関わることではなく， 言

わば時閣の根 rad ices temp oru m，
)
時間 の原初に関わるものであると解され

ている。 アウグスティヌスは， これらの註解において， 我々被造的容在の

形而上 学的な根本構造を探究しているのである。
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これまでアウグスティ ヌスの conversi oの 考 えをみてきたのであるが，

我々にとって奇異と思えるのは， すでに寄在する事物の自発的行為と思え

る conversi oと い う概念が， 無からの創造と言われる場面で用いられてい

ることである。 しかもこれは時間的移行ではないと言われる。 一体アウグ

スティヌスは， どのような意味をこの conversi oに 与 えているのであろう

か。 我々はこのような聞をもって， アウグスティ ヌスのこの思想の淵源と

思えるプロティ ノスの伝ωτρorþ�の考えにさかのぼってみよう。 そしてあ

らためてアウグスティ ヌスのこの思想の意義を探ってみたい。

11 

プロティ ノスにおいて釘ωτporþ�という言葉は， 一者につづく1.JOÛ>:と
(17) 

φUX� にのみ用いられる。 我々の関連で言えば， 1.Joû>:のー者からの生成に

おL、て語られている。 最もよく知られたテキストは， í第ーのものにつづ

く 秩序について」と題されたV， 2， 1 で， 1.Joû>:以下のものの生成が扱われる
(18) 

箇所である。 íというのもー者は何ものも求めず， 何ものも所有せず， 必

要としないことによって， 完全なものであり， いわばあふれでて， その過

剰さが他のもの(&，Vo)を創ったのである。 ところで生じたものは， 一者

の方に身を向け (él>:α ùr:ò sπE στpα向 )満たされ， ー者を視るものとなり，

理性1.JoÐ>:となった。 そしてかのー者に向ってとどまることが存在むを
(19) 

創りだし， 一者への視が理性を創ったのである」。ここには， 一者の完全性

じ それによりあふれでて， 他なるもの(幻;(0)が創られ， この他なるも

のが真に1.Joû>:として， 寄在として生成するために， 一者へ身 を 向 け る

ùcwτporMが必要であることが， 簡潔に記されている。 しかしここでは，

ー者から他なるものが創られたとされながら， この他なるものの特性につ

いては触れていない。 この他なるものについて詳述しているのは， 二つの

質料u;(マを扱った1I， 4， 5の箇所である。 ここではアリストテレスが数学的
(20) 

対象に認めた叡知的質料守口λTJ 1.JOマ吋という概念が， 永遠なる叡知的世界



66 

にまで拡大されている。 íこの叡知的質料が生れたと言われるのは， 元初

àp討をもつからであり， 生れたのでないと言われるのは， 時間的に元初を

もつのでないからである。 そうではなく常に他のものに依 拠している。 こ

の宇宙のように絶えず生成している如きものではなしかの叡知的宇宙の

ように恒常するのである。 というのもかの叡知的世界に常にあ る 異 他 性

台Eρ命科 が質料を創るのである。 というのも質料の元初は， この異他性

であり， これが最初の動きなのである。 それ故この異他性に関して， 動性

と異他性とは同 時に生れたと言われているのである。 ところで最初のもの

から発したこの動性，異他性は， 不定& óρcσ τo!;'である。 規定される6ρM・

8iJ))αcためには， かのー者を必要とする。 規定されるのは， 一者に身を向

ける πρ必α ùr:ò èπcσ τρα何 時にである。 それ以前は， 質料， 他 な るもの

は， 不定であり， 決して善きものではなく， 善に照らされていないのであ
(21) 

る」。 ここではー者から生れたものが， まずは質料として不定&6 pca τo!;'な

ものであり， これが規定されるために 伝ωτpo併 を必要とするとさ れ る

が， ここにはアウグスティヌスの conversioに 対 応する概念がほとんど出

ている。 m ateria inf orm is にあたるのはU初& opía 切であり， conversioは

釘ωτρo rþザであり ， f orm atioはópca ()iJ))ωであり， illum inatioは件ωτtÇ8()αc

である。

こうした思想の核心は， 叡知的世界にまでもたらされたÜÀマとèJrta r

ρo併 による形成 ópca ()がαcという二重構造にあると思われるが， 一体こ

の二重構造の意味はどこにあるのであろうか。 この聞を解く鍵は， プロテ
(22) 

ィノスの5λザ概念のうちにあるように思われる。 この概念は， もちろんア

リストテレスに由来するものであり， 生成するものの変佑を説明するため
(23) 

にμop併を受け入れるÚ7COK8Zμ8))0))を想定することに基づくものである 。

あるいはプラトンの『ティマイオス』のZφpα， Ú7COÒOX�にまでさかのぼる
(24) 

こともできょう。 しかしプロティノスの 5初概念の特徴は，ÜÀマの異他的
(25) 

性格を強調する点にあるように思われる。 先の箇所も， プラトンの「ソフィ
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(26) 

ステスJに依 拠してíJJ..r;の&px�が， hE p6τ刊にあるとしたのであるが，

この点をもう少し詳しくみてみたい。

プロティ ノスは1I， 4，13 で感覚的íJJ..r; を論じながら， ü).ザカ:性質的なもの

を持たないと述べた後， その異他的性格を次のように記す。「さて質料の特

性は， それがあるところのもの以外ではない。 そしてこの特性は， 付加さ

れるものではなしむしろ他のものに対する関係 axé σ似つまりそうした

ものとは異なるということを示す関係のうちにある。 ところでほかのもの

は， 単に異なる というだけでなく， 形相の如く， 各々何ものかとしてあ

る。 しかしこの質料は適切にも， 唯単に「他」 臼J.. o とのみ言われよう。

あるいは恐らく複数 で， 他々 αJ..J..α と言われるべきかもしれなL、。 単数 で

他的J.. o と言うことによって， 一義的に規定することなし 複数 で飢えα
(27) 

と言うことによってその不定性7:Ò&6 p caτOlJを示すためである」。プロティ

ノスによれば， 質料は， まさに「他J臼J.. o として， 関わる事 物 と の 相

異， 関わる事物に対する否定， 欠如を示すだけなのである。 こうしてプロ

ティ ノスは， 徹底して質料の欠如的性格を強調することになる。 これはア

リストテレスに対する異論を含んでいる。 アリストテレスは， I自然学」

第一巻九章で， íJJ..r; と στé pr; σほ とが， 異なると主張する。 Iというのも

我々は， 質料と欠如態とが異なると言う。 それらのうちの一方， つまり質

料は， 付帯的には， あらぬものである 03K SUEfuαcと言うのに対して，

欠如態は， それ自体で /í:aÐ'，α5τ和あらぬものであるとする。 そ し て一方

は， つまり質料は， ある意味ではほとんど実体 oùaéαであるとするが， 他
(28) 

方の欠如態は， どのような意味でも決して実体ではない」。プレイエによれ
(29) 
ばアリストテレス派のある人々は， この考えを解釈して， この二つは基体

6πO/í:ECμé lJOlJ においては一つであるが， 説明方式J..6rOsにおいては二つで

あると主張していたという。 これに対してプロティ ノスは論駁する。 íさ

てこのように基体においては一つであるが， J..6ro s においてはこつなので

あろうか， …・..J..6r o s がごっとは， その一方つまり質料のJ..6r o sは基体に
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関わり， 欠如態のそれは， 他のものに対する関係 a Xé at� を明らかにする

ということになる。 しかし質料のλór o�も他のものに対しており， つまり

萎体のÅÓr o�は， 他のもの(つまりそれにとって基体であるもの )に対し

ており， 欠如態のλór o�は， そのものの不定性を明らかにしているとすれ

ば， 恐らく欠如態のÀÓr o�も， üÀ甲に関わっていよう。 ……ところで欠知

態が， その不定性， 無限性， 性質の欠如性によって質料と同じであるとす

れば， どうしてなおλór o�が二つあろうか」。 アリストテレスはJ {JÀr;とい
(31) 

う言葉で， 各々の事物に最も近い固有の素材のようなものを考えている。

錯の質料は欽であって， 木材や羊毛ではなL、。 そうしたものは， 鋸の質料

にはなりえない。 質料そのものが， そのうちに独自の可能性を も っ て い

る。 彼が第一質料にさかのぼるとしても， その限りにおいてであると言っ

てよいであろう。 その故に単なる否定性としての欠如態と以ザとは異なる

のである。 ところがプロティノスにおいては， この区別が撤魔されてしま

う。 まさに他と異なるとL、う欠如的性格が臼マの 本性とされるのである。

それ自体においては， 何ら積極的なものを持たず， 唯他のものとは異なる

という否定的関係性を示すだけのものである。 しかもこれが単なる説明の

方式ではなく， この否定的関係性そのものが基体化されている。 プロティ
(32) 

ノスはこの臼マを悪の第一原因と考える故にグノーシス的二元論との区別

がむづかしくなる。 しかしプロティノスの[jÀr;は， それ独自の積極的な規

定をもたず， 否定する他のものに， 積極的に対立するものを持たず， 陛単

に否定的関係性を示すにすぎないとL、う意味では， 二元論とははっきり一

線を画していると言えよう。

プロティノスが叡知的質料というようなものを考えざるをえないのも，

この質料の異他的性格の故であるように思える。 ー者以外のものが， 一者

から区別されるとすれば， そこには， 他なるものとしての[jÂr;がなければ

ならないのである。 このように5却の 本性は， 一者とは異なる も の と し

て， 他なるものとしてー者の外に向う動きであると言える。 まさに{JÂr;が
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あるが故に， ー者とは別なものが存しえるのであるが， [íÀr;そのものは，

それ自体においては不定& ópt(n;or;;なものであり， それ自体では自害しえ

ない。 ー者でないものが， ー者でないものとして生成しうるためには， も

う一つの動きが必要である。 それがー者に向う動きであり， [íÀr;とは反対

の動きであり， 自らの不定性にとどまらず， 寄在するためにー者を必要と

し， ー者に依存することを自覚した動きとしての 釘tar:po併 である。

こうしてプロティノスにとっ て5初と伝tar:po併の二重構造とは， 一者

以外の， ー者から区別された存在を認め， しかもそうした寄在抗己れ自

身で白容できず， 一者に身を向けることによっ て， 真に寄在するといえる

ような依存的容在であることを示そうとする論理であると言えよう。 プロ

ティノスの思想は， 汎神論ではない。 それはー者以外のものが， 決定的に

ー者とは異なることを主張するからである。 その区別の論理が， uÀマの脊

在の必然性を主張するのである。 しかしまた二元論， あるいは多元論でも

ない。 何故なら全てはー者に依存するからであり， そうした依存性の自覚

を表明しているのが釘cστpo併 である。

しかも重要なことはbccar:po併は， 機械的な動きではなく， 根本的に自

発的なことである。 差異性と依存性をもちながら， その関係が根本的に自

発的に担われているような関係的寄在性を， この言葉は示している。 それ

故にこそ単にー者の一方的行為としてでなく， もう一方のÈ;7Ct στρo併によ

っ て主成が完遂されると言われるのである 。 「プロティノスの発出論」を書

いたトルィヤールも言うように， プロティノスの発出の考えは， 一方で自

然的， 機械的な発出とは異なり， また他方， 工匠や芸術家が作品を創ると

いっ たことをモデルにした創造の考えをも超えようとの動機より発するも

のである。 それ故ー者からの発出は， 水が源より発して， ひたすら低い方

に流れるといっ たものではなく， また何らかの素材を用いて作品を創造す

るというのでもなし、。 この発出は， [íÀr;の外へ向う動きと， èπcστρoø� の

内へ， 一者へ向う二重の動きからなるものであり， 根本的に自発的なもの
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である。 このように根本に自発性を据えて， 一者よりの， 他のものの生成

を考えようとするのが， プロティノスの発出の考えであり， その核心にあ

るのが， èπcστpoø�なのである。

111 

アウグスティヌスは， conversioに対応する materia inf or mis と いう言葉
(35) 

を， 初期の「秩序論」 ですでに用いている。 こうした問題が出発点からす

でに彼の関心の圏内にあったことが知られよう。 しかしそこでは， 唯， 哲 学

の基 本概念であることが述べられているだけであり， 創造論の中で展開さ

れるのは， De Genesi contra Manichaeosにおいてである。 Iそれ故最初

に， 混然とし， 無形相な質料が創られ， そこから区別された， 形相をもっ

た全てのものが成ることになったのである。 これをギリシア人 は， 混沌

chaos と昭んだのだと私は思う。 他の (聖書の )箇所では， 神 を賞賛し

て， rあなたは世界を， 無形相的質料から創りたもうたJ (知恵の書1
(36) 

18 )と言われているのを， 私たちは読む」。 こ の 質料が如何なるものであ

るかが詳述されるのは， r真の宗教について」においてである。 し か しそ

れは， プロティノスにおける如く， 徹底的な否定的関係性， 欠如態ではな

く， そのうちに形相への可能性をもったものである。 Iそれ故， 或る種の

無形相的質料から， 世界が創られたとしても， この質料自身は， 無から創

られたのである。 実際， 未だ創られていないものも， 或る仕方で， 形成さ

れうるよう， 開始された(inchoatu m)のである。 神の恵みによって形成可

能(for mabile)な のである。 形成されることは善いことである。 それ故，

形相受容能力(capacitas for mae)も善を少し は持っている。 それ故， 全て

の善きものの創り主は， 形相を与えたもう方であるが， この方自身が， 形

成される可能性 p osse for mariをも創り た も うたのである」。ここ で のア

ウグスティヌスの関心は， 全て創られたものが， 善きものであることを示

すことにあり， しかも形相をもつことが善きことであるとの基 本理解があ
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る故に ， m ateria inf orm is の善性が問題に なって い るのであるが， 形相へ

の可能性を質料が持っている故に善きものであると考えるのである。 この

質料観は， プロティ ノスの欠如態と観る観方よりも， 質料と欠如態を区別

するアリストテレスの考えに近いと言えよう。 質料に関するアウグスティ

ヌスの考えは， プロティ ノスからよりも， アリストテレスの考えに近いポ

ルフィ リオスの影響が強いとする説は当っていよう。 ところでアウグステ

ィヌスが， 質料の存在を考えねばならないのは， 事物の可変性 の 故 で あ

る。 r可変的事物の可変性そのものは， 全ての形相を受け取ることができ

る。 そして可変的事物は変じて， そうした形相になってゆく。 それではこ

の可変性とは何であろうか。 魂であろうか， 物体であろうか， 魂， あるい

は物体の形相であろうか。 何か無なるもの nihil aliq u id ， あって無いものと

か言うことが許されるなら， そう言ったものであろう」。 この考え は プロ

ティ ノスが質料を考える際の出発点にしたアリストテレスの考えに近いも

のであるが， プロティノスが， この考えを一層ラディカルにおし進めて，

否定的関係性そのものとしてíJÀ.7}を把えた の に対し， アウグスティヌス

は可変性の根拠という従来の考えをそのまま踏襲している。 しかし可変性

が被造物の根本的特徴である限り， 質料はアウグスティ ヌスにとっても，

被造物の否定性， 無性を示し， 創造者から分つものであると言えよう。

質料は質料だけでは自害しえない。 形相を受け入れてのみ事物として成

立し， 善きものと言いうる。 この形相を求める動きが conversioで あ る。

初期の著作においては， この動きは物体が真の幾伺学的形象に至ろうと努

める動きであり， 真理の模倣 imi tatio veritatis で あ るとされる。 r次のこ

とをわきまえないほどの精神の盲いがあろうか。 つまり幾何学において教

えられる事柄は， 真理そのもののうちに住むか， 或いは真理がそのうちに

住むかであるが， かの物体的形象は， あたかもこの幾何学的形象に至ろう

と努めている tend ere 如くみ えるのであるから， 何かしらの真理の模倣を

所持しているのであ幻。 この真理の模倣という考 え は， r真の宗教につ
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いてJで一層発展させられる。 í虚偽とは， 容在しないものを寄在すると

考えることであるとだけは少なくとも， 明瞭に見てとる人は， 真理が寄在

するものを明示するものであることを理解する。 しかし物体は， それが模

倣していると確証されるかのーなるものを実現しない限りにおいて， 偽っ

ているのであり， このーなる元初 p ri ncipium によって， 存在するものは何

であれ， ーであり， このーなるものへの類似 simili tud o を志向す るものは

何であれ， 当然我々は肯定する。 というのも統ーから逃れ出ょうとするも

の， そして不類似へと努めようとするものは何であれ， 我々は当然肯定し

ないからである。 もしそうであるなら， 何らかの仕方でーなるものが， そ

れによってーであるところのかの元初たる唯一無比のーなるものに， まっ

たく類似し， 完全にこのーを実現し， このーそのものである或るものが荏

在することを，人は理解しえよう。 そしてこれが真理であり，元初における

言葉であり， 神のもとなる言葉なる神である。 虚偽が， ーなるものをまね

びする事物から生じるとしても， それをまねびする限りにおいてでなく，

実現できない限りにおいてであり， かの真理はこのーなるものを実現する

ことができ， ーなるものがあるところのものでありえ， かのー な る も の

を， それをあるがままに明示するものなのである。 それ故にーなるものの

言葉， その光と正しくも言われるのである」。 全ての 事物は， 究極のー者

を模倣し， それに似る限りにおいて存在する。 ところでこのー者を完全に

実現し， たがうことなく類似しているものがあり， これが真理であり， 神
(43) 

の御言葉である。 他の事物は， この真理， 御言葉が， 究極のー者にたがう

ことなく類似している様を自らもまねびし， 御言葉の類似にならおうとつ

とめるのである。 アウグスティヌスが， 真理の模倣というのは， 真理がそ

のようにー者に類似してあるその類似を， 同じように実現しようと努める

ことであり， その類似にならい， 実現する度合に従って容在の度合もある

のである。 そのようにして， 会ての事物がそれなりの仕方で， 真理を模倣

しようと努め， その限りで各々の仕方で寄在しているので あ る。 DeGe-
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nesi ad litteram においても， 全ての事物がこの im itatioをしていると解

釈しえよう。 I霊的なものであれ， 物体的なものであれ， 無形相的質料…

の不完全さは……その類に応じた conversioに よっ て 形相を得る時に， 御

言葉の形相をまねびするj と述べられ， またしばしば「その類に応じてま
(45) 

ねびし p r o su o g en ere imitan d oJ と言われることからも， 全ての事物が何

らかの仕方で im itatioし， conversioするというこれまでの思想を残してい

るように思えるが， conversioの重点は， 明らかに霊的被造物に置かれてい

る。 実際一巻以降の他の事物の創造には， この言葉はもはや用いられてい

ないのである。 霊的被造物の生成の根本的特徴は， 先にも述べた如く， 御

言葉に身を向け， 御言葉を認識することが， 創造されることであり， 形成

されることであり， 認識と生成とが一つであるということである。 事物は，

真理を模倣する限りにおいて， その度合に応じて脊在するというのは， 彼

が初期の著作以来主張してきた思想であるが， そのような存在の在り方を，

端的に示しているのは， まさに霊的被造物なのである。

アウグスティ ヌスの思想の展開を， 新プラトン主義的な上昇論 anag o

gi巴から， 創造論への移行の過程として把えようとしているのは，オ リヴィ

エ ・ ドヲ ・ ロワであるが，創造における c on versioという思想は， この二つ

の潮流がぶつかり合い， 渦まいている様を思わせる。 アウグスティ ヌスに

おいては， 次第に創造の思溜が優位を占めてゆくのであるが， De Genesi 

ad litteram において， 霊的被造物の創造に conversio と い う明ら か に

認識の上昇を示す言葉が残されていることには深い意味があるように思わ

れる。 それはつまり， 霊的被造物の寄在が， その存在の根本的要素として

認識を内に宿しており， その害在に認識が不可欠のものとして属する害在

として霊的被造物を把えているということである。 霊的被造物が形相を得

るのは， 単に外から形相を刻印づけられるからではなく， 形相を認識する

ことによっ てなのである。 霊的被造物が獲得すべき形相とは， まさにその

ように認識によっ て得られる如きものなのである。
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そしてこの霊的被造物の認識は， im itat io  verbi 御言葉のまね び， しかも

永遠不変に父に結びついている inhaerens 形相なる御言葉のまねびである

と言われる。 御言葉がまったく御父に等しく， 依容的に結びついているそ

の関わりを被造物はまねびし，神に依存し，結びついてゆくのである。 御言

葉の認識， まねびとは， そうした神への絶対依害性の自覚であり， そうし

た依存性乞意志において自発的に肯定することである。 霊的被造物とは，

被造物の創造者への関わり， その絶対依穿性を認識し， 自覚し， 自発的に

肯定しうる容在なのである 。そのことが穿在の生成そのものに convers ioが

属するということの深い意味であろう。

先にもみたように， プロティノスにおけるl;rr:cστρo併は， 彼の寄在論の

核心をなし， 工匠が， 事物を製作することをモデルとしたような創造の考

えを， 超克しようとする意図をもったものであるが， アウグスティヌスは，

この異質な思想を， 自らの創造論の中へ組み入れる。 もちろんその異質性

が解消され， 十分均整のとれた形で， 彫琢がなされたはずもなく， 座りご

こちよくおさまってもいなL、。 しかしアウグスティヌスがなおあえてこの

convers ioの考えを組み入れようとした意図は， およそ明らかであろう。そ

れは結局， 霊的被造物の寄在の特異性を明らかにしようとLづ意図である。

この存在には， その 本質的要素として， 認識が属し， さらには自発性， 自

由が属するという特異性である。

創造という考えの根本にあるのは， 被造物の創造者に対する関係の， 絶

対依容的性格である。 この依害関係は絶対的であり， しかも外的である。

被造物がどうあれ， すでに絶対依在的に措定されているのである。 物体の

場合には， そうした外的依存関係にとどまっている。 materia は， 外 か ら

formaを与えられ形成されるのである。 しかし霊的被造物の場合は， con 

versioに よって， 御子の御父に対する依害関係を認識し， まねびすること

によって， 自らの形相を獲得し， 生成するという。 ここでは依穿関係は内

面化， 自覚化されていると言えよう。 全ての事柄が， 神の叡知的光， 御言
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葉によって， 形相を与えられ， 寄在を得ている。 それ が ま さ に創造であ

る。 しかし霊的被造物は， 全てのものが依害する光に身を向け， この光を

認識し， それへの依存性を自覚しうるのであり， そのような自覚において

始めて真に存在していると言えるのである。 そのような荏在として創られ

ているのである。

しかし霊的被造物が認識において依在性をまねびし， 依存性を自覚し，

自発的に承認すべきであるということは， また離反の可能性も存すること

を意味している。 このように霊的被造物が conversioに よって形成さ れる
(49) 

ということは， 離反の可能性を宿したものであるということであり， 創造

における conversioとは， 被造的容在の根底に害する自由， 被造的自由を

根拠づけるものである。

我々は創造における conversioと い う考えを， 最も良く表現したアウグ

スティヌスの言葉を知っている。 それは「告白」の始めの「あなたは， 私

たちをあなたに向けて ad te創ら れました。 それ故私たちは， あなたのう
(50) 

ちにいこうまでは， 安きをえないのです。」 と い う言葉である。 まさしく

「あなたに向けて創られた」 ということが創造における conversioと い う

ことの最も深い宗教的意味であろう。 あなたに向けて創られである故に，

その離反の悲惨さと深刻さも一層増すのである。 プロティノスにあっては

釘ωτpo併 は， 外的依害関係を示すに過ぎないような創造の考えを越える

ものとして考えられていたが， アウグスティヌスは， これをもう一度創造

論のうちに組み入れ， 絶対的依存性を， 自覚的に， 自由に受け入れる被造

的存在の神に対する自由なる関係性を基礎づけるものとして， 宗教的に深

めたと言えよう。

さらにプロティノスに比したアウグスティヌスの特徴としてあげねばな

らないのは， 彼の場合， 神の院予びかけが， 決定的に conversioに 先行し て
(51) 

いることである。 í自らのもとに昭び寄せ J í昭びかけのひそやかなる霊

感によりて語りたもう? と conversioに 先き立つ呼び か けを明 言 し て い
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る。 このような神の時びかけの先行性と， そ れ に応える conversioを形而

上学的な深さにおいて表現している「三一 神 論.] XIV， 15， 21を引用 し

て， 小 論の結びにかえたい。 rしかし人は， 自らの主なる神を想い起す。

… それは人が神を， アダム において知っていたからではない。 あるいはこ

の身体的生以前に， どこか他のところで知っていたからでもなく， 最初に

創られこの身体に入れられた時に， 知っていたのでもなL、。 というのもこ

れらのいずれも想い出さないからである。 これらはL、ずれも忘却 によって

拭い去られている。 しかし人は， 想い起し， 主に身を向 けかえす(u t con

vertatu r  ad Dominu m)。 そ れはあたかも， たとえ神から離反している時に
(53) 

も， 何らかの仕方で触れられている光に， 身を向ける如くにである」。

( 1) Confessiones XJ[， 2， 3. 

註
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( 3 ) De Genesi ad litteram 1， 1， 2. 
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て ， 後に「逐語註解」に結実 する考えの方向が定められると解し Pépinは，
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