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アウグスティヌスとプロティノス

一一ミラノ体験とオスティア体験をめぐって一一

金井多津子

( 1 ) 

アウグスティヌス(以下 Aug. と略記)は， Confessiones (以下 Conf. と略 記)

第X巻第40章65節において， 自己の神探求の道程を問題し， 被造物の世界の遍歴を

経て自己の内面へとL、う道筋を示している。 そして， 時に神によって自己の心の奥

底へと引き入れられ， えもいわれぬ甘美を味わったが， それは持続せず， 再び通常

の生活に引きずり込まれるのが常であった， と彼は叙述して い る。 さ ら に Aug.

は， Conf.完成後， 410年以降に著わされたとされる Enarratio in Psalmum XLl 

において， 11詩篇Jl XLIにみられる<Ubi est Deus tuus? >という問いを取り上
(1) 

げ， 自己自身に課している。 こ の場合， Aug. にと って， <Ubi est Deus tuus ? > 

という問いを投げかける根拠となっているのは， Conf. 第I巻冒頭に み ら れ る

くquia fecisti nos ad te et inquie tum est c or no strum， donec requiescat in te> (下線

筆者， こ の点は後にふれる〉だということができょう。 つまり， Aug. にとって，

人間は神を求めるべく神に向けて造られているのであって， Conf.全巻の叙述が彼

の神探求の過程を記しているものであり， 神探求は彼の全生涯を貫くものであった

と考えられる。 こ うしたAug. の神探求の過程が具体的に叙述されて い る の は，

Conf. 第四巻にみられるいわゆる「ミラノ体験J (第10章16節， 第17章23節)， なら

びに第E巻にみられるいわゆる「オスティア体験J (第10章23-25節)である。 以

下， まず， こ れら両体験を， Aug. の叙述に即して検討することにしたい。

第四巻第10章16節の叙述に従えば， Aug. は， L ib ri Platoniciに触発され， 神を求

めようとして自己自身へと立ち返り， i n intima meaへと入っていき， supra men-
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tem meam に lux inc onmutabilisを見た。 その 際， Aug. は， その 光が通常の意味に

おける 光 とはまったく別のものであることに気づき， 神は創造者である が ゆ え に

superior であり， 自己は被造物 であるがゆえに inferior であることを悟る。 し か

も， 彼は， lux inc onmutabilis からの 光線によってっき離 され， 自己の infìrmitas

aspectusを思い知らされるのである。 この体験は， Aug. にとって， lux inconmutabi. 

lisを見たとはいえ， 先の第X巻第40 章65 章でい われているような甘美なものでは

なし むしろ， そこにみられる regio dissimi litudinis とL寸言葉が示す よ うに， 神

と自己との 存在の次元の相違， ならびに自己の infìrmitasを Aug. が自 覚 し た 点

に， この体験の意味があると考えられるのである。

さらに，Conf.の同箇所 においては， uidi qualicumque oculo animae meae， aspec. 

tus mei等の表現が用い ら れ て いることが示すように， 視覚になぞらえるこ と に

よって， 自己の内面への深化の 道程が 叙述されている。 これらの表現のうちでとり

わけ注目されるのは， aspectusとLづ語 であ ろう。 先に述べたように， 神探求がな

されるべき根拠は， われわれ人聞が神に向けて (ad te)造られたことに求められ

る。 したがって， ここ で用いられている aspectus という語も， そのくad+sp icere>

という構造が示すように， 神を求め， 神に向っていくべきだという被造物としての

人間のあるべき 志向を 表わし， この意味において， aspectus はConf. 第 I巻冒 頭

のくad te>と昭応していると思われる。 ミラノ体験とし て ま とめられるのは， こ

の第 四巻第10 章16 節と 次にふれる同巻第1 7章23 節 である。 この第10章16 節 では，

Aug. の aspectus， つまり神への志向 (ad te)は intimus c ordiへと向けられている

のであって， enstase の 方途がと ら れ ている。 そして， この方途 では神に到達しえ

ないことを， ここ で Aug. は自覚するに至るのである。

さらに 第 四巻第1 7章23 節において， Aug. は， 神を求めて， gradatimに<ab cor. 

p oribus ad sentientem per c orpus animam>→<ad eius (sc. animae) in teriorem 

uim>→<ad ratiocinatem p otentiam>→ くad intelligentiam suam>とL、う過 程をた

どって erigereし， < per uenit ad id quod est in ictu trepidantis aゆec tus >といわれ

ている。 しかし， ここ でも自己の 弱 さのために斥けられ， 通常の状態につきもどさ

れたといわれているのである。 この過程において， interior とLヴ語が み られ， し

かも<ad>により示されている経過 点は， 細分化されてはL、るものの， 入閣の 心の
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働きに関するもの であること， ならびに再び通常の 状態につきもどされたとされて

いることから すれば， 一見， 先の 第10 章16 節とまったく同じことが述べられている

ようにみえる。 しかし， ここ では， 第10章16 節にみられる くin intima mea>という

ような自己の内面への 志向を示す 表現 ではなく， < erigere ad>とL、う 表 現 が 用い

られていることに注目するならば， ここ での神探求の 過程は， 物 体的なものから精

神 的なものへといういわば上昇のイメージにおいて 叙述されている， といえよう。

ここ で， <ad te>とL寸 志向に関し， 自己の 内 面 への深化という方向が提示さ

れながら， そこにさらに上昇のイメージが持ち 込まれているのはなぜ であろうか。

そこには， 神探求を遂行するにあたって， 新たな方途を示唆しようとする Aug. の

意図があるの ではないかと思われる。 つまり， 神探求の過程においては， enstas巴の

方途を徹底させることが必要 であるが， そこに創造者と被造物との越えがたい懸隔

がある以上， それだけ では不十分 であり， い わ ば acies mentisから supra mentem 

へと超越していく ex tase の方途が要請され て きていると考えられる。 そして， こ

のほtase の方途が明確にあ ら われてくるのが，Conf. 第E巻第10章23 -2 5 節にみ

られるいわゆる オスティア体験だとみることが できるの ではないだろうか。

(2 ) 

Conf. 第E巻第10章23 -2 5 節は， 全体の構成についても議論のあるところ である
(2) 

が， 以下のようにとらえることが できると思われる。 まず23 節においては， Aug. 

がモニカと< qualis futura esse t uita aeterna sanctorum>とL、う問題 について対話を

交すことが， 体験の発端として提示される。 次い で24 節 では， 一人称複数形を主語

として 叙述が進められており， これは， Aug. とモニカがこの問題 を実 際どの よう

に探求し結論を得たか， とL、う 過程が述べられていることを示すものと 考 え ら れ

る。 だが続く2 5 節 では， < si cui sileat.... ..>と述べられており， ここ では cuiという

不 定代名詞の与格が用いられ， 体験の主体が特 定化されない仕方 で 叙述が展開され

ている。 このことから， 2 5 節は24 節 で述べられた体験が一般化されているものと把

握されうるが， この一般化には， 後にふれるようにより深い 意味がこめられている

ように思われるの である。

この オスティア体験において， 先のミラノ体験との関連 で特に注目されるのは，
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24 節にみられる上昇の過程の叙述 である。 ここにおいては ， 先の第 四巻第1 7章 23 節

でも用いられていた erigere， gradatim の使用がみられる。 まず， erigentes. …. in id 

ipsum とLづ 表現によって ， ここ での上昇とは ， 神への上昇 であることが示され，

さらに perambulare， ascendere， uenire， transcendere とL、う動詞を用いて上昇の過

程が具 体的に述べられてくる。 そして ， 後にふれる atting巴re とL、う動詞に よって

この過程の究極が示されるのである。 ここ では ， さしあたって， ミラノ体験の冒頭

にある redire ad memet ipsumに対応するような ， 自己の内面への深化をことさら

強調する 表現はみられなL、。 むしろ， Aug. とモニカの神深求の過程はもっぱら上

昇のイメージ で 叙述されてくるのである。 以下， この上昇の過程を， そニ で用いら

れている動詞に即して検討してみたL、。

まず， perambulare は 目的語と して くcuncta corporal ia et ipsum caelum>を とる

が ， この場合 ， gradatimという副詞が付加されていることが注目される。 つまり ，

Aug. とそニカの両者は ， すべての物 体的なものを gradatimに通 過していく ので

ある。 次い で ascendere が用いられ ， 上昇はさらに続くのであるが， この ascendere

は ， I神の御業」を目的語とす る 分 詞 co gitando， loquendo， mirando によって 修

飾されている。 この場合 ， 先に指摘した gradatim， ならびにこれらの分詞 ， なか

でも mirando に着目するならば ， こ こ で 述べられている上昇の過程においては ，

少なくとも物体的可感的被造物に関する限り ， い わ ば uia eminentiae がとられて

いるといえよう。 Aug. のこうした 姿勢は ， パウロの言葉 くinuisibilia Dei per ea， 

quae facta sunt， intellecta conspicerent> (R om . 1 ， 2 0)と軌をーにするもので あ

り ， Aug. 自身， このパウロの言葉を， たとえば先にふれた Enarratioin Psalmum 
(3) 

XLIにおいても繰り 返し用いているのである。 しかし ， 物 体的可感的被 造 物 の世

界には神は見い出されえないのであって ， 探 求 は さ ら に 続けられてい くのであ

る。

ここ では ， 先に述べたように enstase の方途はことさら主張されてはL、ない が ，

それは捨て 去られたわけ ではなL、。 叙述の順序に 従えば， ascendebamus interius， さ

ら に uenimus in mentes no strasとL寸 表現によって， 自己の内面への志向が示唆さ

れているのである。 その限りにおいて ， ここ では上昇の過程と内面への深化の過程

とが相即 しているととらえることが できる。 しかし ， ミラノ体験 で明らかにされた
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ように， 自己の mensに到達したからといって， そこ で神探求の過程は終局を迎え

るのではなL、。 この24 節においては， そのことが tra nscend imus eas (sc. mentes no・

stras) という言葉によって明確に示されてくるのである。 つまり， Aug. と そニカ

は， enstase の 道程をきわめたうえ で， さらに自己の me nsをも越え て い くのであ

って， 先の第 四巻第1 7章 23 節において示唆されたほtase の 方途抗 ここ で はっき

りと打 ち出されてくるといえよう。 以上のことからすると， このオスティア体験の

叙述においては， 神探求に関し， 上昇のイメージつまり ex tase の 道程のう ちに，

自己の内へという enstaseの方途が， 一つの 経過 点として組み 込まれていると考え

られる。 この点において， 24 節の叙述は， ミラノ体験に関する二つの叙述 ( 第 四巻

第10章16 節， 第1 7章23 節)を総合したものととらえることが できるように思われる

のである。

24 節の叙述によれば， こうして自己の mensを超越していくことによって，Aug.

とそニカは， sapientia と同一視されている regio ubertatis i ndef icienti sに くattmge

re>する。 この attingere という動詞はConf.第X巻第1 7章26 節においても用いら

れている。 そこ では， memona に関する 叙述において ， ego ascendens per a nimum 

meum ad te......tra nsibo......v olens te attingere， unde attingi p otesといわれ， attin-

gere の目的語が te (sc. Deum) として明確に 表わされている。 こうした 叙述と 24

節における att ingere の使用とを考え合わせると， オスティア体験とは， Aug. と

モニカヵ; í神に触れた」ことを 意味しているといえよう。 この点 で， オスティア体

験は， supra mentemに在在する神をただv idere するに留まっていた ミラノ体験か

ら一歩踏み 出したものととらえられるが， この一歩を可能ならしめたのは， ミラノ

体験において regio dissimilitudini s の自覚から enstase の方途の限界を悟ったこと

であった。 したがって， Aug. にとって ミラノ体験とは， オスティア体験におい て

神に attingere するに至るための 里程標であったと考えられるのである。

(3) 

ところ で， オスティア体験の叙述については， P. Henryの 古典的業績Lavision 

d'Ostie. Sa place dans la vie et dans l'æuvre de saint Augustin (1938) 以来， 用

語上， プロティノス〈以下 Plot. と略記) の E n neades中， 特に 1， 6 ( 11美につい
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てd1) ， V， l (11三つの原理的なものについてd1)との対応が， Co urcelle， Pépin等の研
(4) 

究者によって指摘され， これら三二篇 を オスティア体験の緯として想定することが共

通の見解となっている。 Henryから Pépin に至る 研究史において， Plo t. との対応

箇所 をより詳細に同定し， 増加させていく 傾向がみられるが， それらは 次の三点に

まとめられる。 すなわち， 1) 上昇の過程， 2) 上昇の過程と 内面化の過程の相即， 3) 

神探求の究極， に関する 叙述 である。 たとえば， もっとも 多くの対応箇所 を指摘す

るPépin は， < erigentes......in id ipsum> ( 24， 5 ) と< ，A山3ατ éOJ)...è1l:ìτÒ &7α 8ω 

O� Òρérετ α t> (1， 6， 7， 1)， <ascendebamus interius cogi tando......> ( 24， 8ーの

と< .dê?τ O!J)UJ)...ICα 2τ ò &m:tÎlα μ Pα J)Oμ êlJOJ) êìsτ 6 ê!aω釘cστpér/Æω， " &Iæ?π Ot

ε!J)τ �J) 1I:p oa o肘J) lχEω > (V， 1 ， 1 2， 1 2- 14)， さらに くattingimus eam> ( 24， 

18) と<α ùrφ (sc. τ φ &ra，9φ) ωrICêpασ ，9� J)ω> (1， 6， 7， 13) 等の対応を挙げ
(5) 

るのである。 このように摘出された 多くの対応箇所 をどのようにとらえるべき であ

ろうか。 そこに， Aug. のPlo t. への依寄， ひいては両者の思想上の類似性をみて，

はたしてよい であろうか。 この問題 を考察するためには， En nea des 中， ことに v， 1 

の内容 を検討しておく必要があると思われる。 というのも， V， 1 は， 多くの対応

箇所 が指摘されているのみならず， Aug. 自身がDe ciuitate Dei 第X巻第23 章に

おいてその書名に言及しており， 少なくともその内容 を知っていたと考えられるか

ら である。

V， 1 においては， 11三つの原理的なものについて』とLづ表題 が示すように，

主として 三つのÚ1l:0a吋伎町 つまり吋[ J)， J)oDS， rþux�が 相互にどのような関係に

あるのかが， 第2 - 9 章にかけて論及されている。 そして， それは， 第10章におい

て， < sJ)τE がσ êt> (1. 5) にある 三つのÚ1l:0στá aêtS (τ p trrá) に関する ものと

してまとめられている。 この場合， がσ csに関しては様々に解釈されうるが， 周 章

では< SJ)τfjrþúaét>にある τ p tτ 吋が くπα p ・ザμ ?J)>にも あ る と い われ (1. 6) ， 

<ゐτ5μσ u>と<πα p 'ザμ !J)>と が対応関係におかれているとみるこ と が で き

る。 そうすると， <ゐτ5μaêt>にある<τ p tτ 吋>と は， いわばわれわれの外に

ある超越的実体としての三つのú1l:0aτdσ êtS をさしているのではないか， と考えら

れる。 しかも， 同 章では， われわれの卯討の感覚にかかわらない高 次の部分は，

φ対でありながら， 自己の直接の起源 である J)OûS のうちに留まっている と いわ
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れていることから， われわれの和祈もまた神的なものだと理解されるの であって

(cf. V， 1 ，  2， 38 )， このことが<ゐτfjrþúσE:C>と<rc α p'和flJ> との対応のー
(6) 

つの根拠にもなっているといえよう。 そして， この内と外との対応を基礎として，

第10- 12 章において， われわれ各自のうちにあるれ討が根源に還帰するためにど

のようにすべき であるのかが述べられてくる。 ここ で， Aug. との関係をみよ うと

する場合重一要なのは， Plot. において， われわれも神的なの であって， <ゐτE

rþú σE:C>にある τ pcττdが<rc α p'ザμflJ>にもあるとされていることだと 思 わ れ る の

である。

(4) 

以上のようなし 1全体の内容 から考えてみると， たしかに， 上昇の過程が 叙述

さ れ ている v， 1， 4， 1 -5 では， 可 感界 に 感嘆しつ つ(8 α u μá ÇE:w ) ， さ ら に

<τÒ &Àr;8ω φ τE: pOlJ> である世界へと上昇していかなければならないといわ れてお
(7) 

り， uia eminentiae の 方途がとられている 点に関し， C ourceIIe， Pépinが指摘するよ

うに， Aug. における上昇の過程との対応が一応みられるといえよう。 だが， この

点については， 先にふれたように， パウロの言葉(R om. 1， 20)との関連もいい

うるの である。

また， 上昇の過程と自己の内面への深化の過程との 相即という 点 では V， 1 ，  

12において， iþ u肘の根源への還帰に関し， <E:!S τ占8CfJO)l πωr:pérþE:ω >と い うこ

とが強調されている。 こうした自己の内面への 志向が絶対者の探求の過程において

重視されている限り では， 先にみたCoぺf.第 四巻第1 0 章16 節 冒頭 で< inde ad-

m onitus redire ad memet ipsum>といわれていることからしても， Aug. がPlo t.

から何らかの触発を受けているとみることは できょう。 しかし， Plot. の場合， 自

己の内面への 志向が強調されるのは， 少なくともV， 1 においてみる限り， われわ

れ各自のうちにあるゆUX�も神的だと前提され， <llJ τ5ゆUCJE:C>にある τρcττd

が<πα p'和flJ>にもあるということに基づいて， ゆ口肘の根源への還 帰 は い わば

<rc αρ'ザμω >において達成されうると考えられているからだ， と思われる の であ

る。

以上のような検討をふまえた場合， 神探求の過程に関し， 先にふれたPépinのよ
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うに， オスティア体験の 叙述にみられる くattinge re>と，Plot. における<ω r"E-pα0・

0寺 山 c >とが対応するとみることは， はたして妥当であろうか。 先にみたように，

Aug. は， ミラノ体験において， 創造者と被造物とは 次元を異にし， en staseの 方途

では supra men temに寄在する神に達しえないことを自覚した。 さらに オスティア

体験においても， 神に attinge re したとはL、え， そこには modi ceという 限 定 が付

されているのである。 しかも， その後， すぐに通常の生活に引きもどされてしまう

ともいわれている。 M. O rphe -G a liard によれば， attingere とは， une p osseslo口ple 

ni ère を 意味する comp re hendereとは異なり， une at旬in te partie lle 合 意味するにす

ぎなL、。 Aug. の a ttingere という体験は， 決して le b on heur é terne l とは なりえな
(8) 

いといえるのである。

これに対し， Plot. の場合， τòëlJとわれわれのゆUX�との関係を表わす言葉とし
(9) 

て， eE-ωpêilJ eE-âσ0αc， óp âlJ等の視覚にかかわるもの， σU 山内， é πα向， l尚ゆασ0αc等
(10) 

の接触を 意味するものが用いられている。 だが， それに留まらず， 先の σUr"E-pασ.

0寺山C さらにかErlJυτo，7r:á p w'Cω， σulJOu aEα等， いわば τo SJ;との混合ゃ共在を表
(11) 

わす言葉も用いられている。 つまり， Plot. の場合， われわれのrþux�の探求の究

極は， τ占[lJを見， それに触れることに尽きるのではなし さらに， 先にみたよう

にわれわれもまた神的であることにおいて， τ占[lJ(1， 6， 7， 14では善と同一視さ

れている )といわば一体化することが可能であり， 目標でもあると考えられるので

ある。 こうした 意味において， Plot. におけるわれわれのゆux�の根源への還帰と

は， いわばその自己神化の過程だととらえることもできるのであって， 神と自己と

の懸隔の自覚に基づく Aug. の立場とは根本的に異なると思われるのである。 した

がって， Pépin が対応を指摘する a ttinge re と συr"E-pα ae�lJαc との間にこそ， 実は

Aug. とPlot. との決定的 相違が示されているといえよう。

さらに， Aug. の場合， 神に attingere しうるには， 神からの恩恵と いった何か

特別の契機が必要とされていると考えられるのであって， それが24節に み ら れ る

< toto i ctu cordi s>とL、う表現によって 表わされているのではないだろうか。 この

表現に関しては， そこに Aug. とそニカの能動的働きかけを重視するか， あるいは
(12) 

二人の受動的側面を重視するかによって， 解釈が分かれている。 し か し， た と え

ば， 第 四巻第10章16節冒頭の d u ce te， 第X巻第40章65節冒頭の me cum ambulasti 
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が示すように， 神探求の過程は， 決して Aug. が自力でたど ったものでは な い の

であって， このくtoto ict u cordis>とLづ表現に， 被造物の側からの能動的働きか

けのみをみることは できないであろう。 この 点で， 第E巻第10章2 5 節 に お い て，

v idereや att ingere ではなく， 1"神の声を聞く」とL、う モチーフヵ" 聖書的イメー

ジと共に展開されていることは注目に値する。 Plot . の1， 1末尾においても， Aug.

との関連においてはほとんど着目されていないが， 1"聞く」という イメージがみら

れる。 しかし， Plot . の場合， 雑多な音を捨象し， < àlWúE:C!J rþÐórrωu τw1.J alJω> 

( V， 1， 12， 20) するための， われわれの側の主体的努力がそこでは強調されて

いるのである。 これに対し ， 2 5 節においては， すべてが沈黙した状態のなか で聞こ

えてくる神御自身の声を聞くことこそが， 思惟によっては一瞬の att ingere と いう

体験にす ぎなかった状態が持続し， 内的歓喜に引き入れられる不可欠の条件とされ

ているのであって， 1"聞く」という イメージの 使用に， 神探求の究極における神か
(13) 

らの恩恵の重要性が示唆されているといえるのではないだろうか。 そして， 神の声

を聞くのはいつのことであろうかという問い で オスティア体験が閉じられているこ

とには， 大きな意味があるように思われるのである。
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