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アウグスティヌスにふ、ける歌唱の意義
子

々

美

宅

三

序

初期のキリスト教会はローマの異教文化と厳しく対立しており， ユダヤ教の音楽
的遺産を引き継ぎながらも， 音楽一般に対し極めて警戒的であった。 だが， キリス
ト教が公認され た 4 世紀には， 典礼の規模が大型化するとともにそこ における音楽
( その中心は歌であった) の役割もますます重要なものとなっていた。 アムプロシ
ウスによる西方教会への讃美歌や交唱の導入等， 典礼音楽に大きな発達がみられ た
こ の 時期， それに世俗の音楽 や異教や異端の音楽とは異なる真にキリスト教的な音
楽 としての意義を与えるこ とが， アウグスティヌス 等当 時の教父の仕事の一つであ
(1)

った。
I

教会音楽も世俗の音楽同様， 耳の快楽の危険を伴う。 専門的訓練を受けた独唱者
による独唱， 及び 当 時汎く行わ れていた独唱者が歌い 会衆がリフレイン等でそれに
応答する応唱 ( レスポンソリウム) 形式の詩篇唱では， 独唱者の美声と技巧が重視
(2)

されがちであり， 教会の歌が劇場の歌同然の ものとなる危険は特 に大きかった。
アウグスティヌスは.

IF告白Jl X巻 33章でこ の問題をとり上げ， アタナシウスに

帰せられる一つの 極端な解決策を示す。 それは.

í詩篇の朗請者に声の抑揚を小さ
(3 )

くさせ， 歌うというより 朗読するというのに近いようにさせる」こ とであった。 ア
ウグスティヌス自身， そのような やり方が「より安全に思わ れるこ と もある」 と述
ベる。
実際 ， 彼は「それら音 の響きを生気づ けるのは汝の御言でありJ. íその意味内容
(4)

によってそれら音 の響きは生かされている」として， 音響 ( sonu s) に対する歌詞の
) の優位を主張する。 そして. í歌われる内容 ( r邸) によってよ
意味内容 (sententia
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りも歌(cantus) そのものによってより動かされるということが 起る な らば， 自分
(5)

は罪 を犯すのであり， その場合は歌うのを聞かない方がよかったのだ」 と述べる。
だが困 ったことに，

1"肉のよろこびは屡々人を欺き， ……知らぬ聞に罪 を犯してい

(6)

て 後でそれに気付く」 ということになるのである。 そこで， 時には耳の快楽による
罪 の危険を警戒するあまり，

1"詩篤の甘美な旋律を自分の耳から， また教会の耳か

(7)

ら一切遠去 けようとさえ思う」 のである。

(8)

だが， アウグスティヌスは 実際 には常に教会の音楽に対し受容的であった。 彼自
身， そのような厳格な考えは，

(9)

1"警戒の度がすぎた 誤り 」であると認めており， 歌

が与える「快楽の危険と救済的効果の経験との聞で 揺れ動きつつJ， しかし「どちら
(10)

かというと教会における歌唱の習慣を是認する方にひかれている」 と述べるのであ
る。
だが ， 歌唱是認の理由として彼があげる救済的効果とは， 歌の音響 に対する 歌詞
の意味の優位 に基づくものである。 即ち， 彼 は「歌わ れた場合の方が歌われぬ場合
よりも， 我々の精神は敬度の炎の中へと， その聖なる詞自体によってより信心深く
(11)

より熱烈に動かされるのを感じる」として， 結局は「歌ではなく歌われる内容に動
かされる」という点に，

(12)

1"歌唱の習慣の大 きな有用性を認める 」のである。

歌の旋律の響きが耳に与える感覚的よろこびは，
(13)

1"それを介して未だ弱い精神が

敬度の感情の内へと身を起していくべき 」手段なのであって， そ れ自体として愛さ
れるべきものではなL、。 それは， 歌詞 の意味内容が精神を動かす のを助ける有効な
補助手段である限りにおいて， 是認されるのである。

11

アウグスティヌスは， 彼自身が「信仰を取戻した初めの頃教会の歌を聞いて流し
(14)

た 涙を想起して」歌唱 の習慣を是認しようとする。

IT'告白dl lX巻 7章によれば， 当

時彼は ミラノの教会で「東方の流儀で 歌われる」詩篇や讃美歌を聞いて落涙したの
であった。 会衆が二手にわかれて交互に歌う交唱( アンティフォン) 形式の詩篇唱
や， やはり 会衆自身が歌うのに適した単純で平易な旋律をもっ 讃美歌は，

ミラノの

アムプロシウスにより西方教会に導入され， 急速に各地にひろまっていた。 独唱者
中心ではなく会衆自身によって歌われるこの歌唱法においては， 歌は単に耳で聞く
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対象ではなく， 歌うという主体的な行為， それも選ばれた独唱者の行為ではなく全
てのキリスト教徒 が為すべき行為として捉えられることになる。
歌を人間の行為としての歌たらしめるのは， 耳に聴こえる音を出すこ と で は な
い。In Ps. 18に述べられるように， オウムのような烏も人間に仕込 まれて 歌の響
きを音として出す。 r我々は鳥の声ではなく人聞 の理性で 歌うためにJ，何が歌われ
(15)

るのかを理解しなければならなL、。
だが ， 歌詞を単に知的 に理解するだけでは， キリスト教徒の歌唱としては不十分
である。誰でも人間として歌う限りは，

r歌う内容を知らずにいること は で き な

い 」のであり， それ故に， よからね内容を歌う者は，
(16)

rその内容を知らずにいるこ

とができないだけに一層悪L、」ことになる。伺を歌うかが問題である。キリスト教
徒は， 聖書の詞 や 神を讃える讃美歌を歌うのである。そして，

r自分達が声を合わ
(17)

せて歌った」その詞 の意味内容を「曇りな い 心 で 知りか つ眺めねばならない」。単
に表面的な意味の理解ではない。歌う主体の核心としての心 (c or)自体が その歌の
内容に向けられ， そしてその際心の浄化が果た されていることが必要なのである。
即ち重要なのは， 歌い手の心が何に向けられているか， その欲求或は愛のあり方
である。 In Ps. 95， 1においては， 肉の欲望が歌うのは「旧き歌」 であり， 神へ
の愛が歌うのは「新しき歌」であるとして， その「新しき歌を神に向 かつて歌え」
と述べられる。それは， 神を讃える「新しき歌」 の歌詞をただ音として口に響かせ
ることではなL、。舌が神を讃美していても， その 意識が， その生き方が神を官潰す
るものであるなら， 何にもならなL、。それよりはむしろ， 口では 沈黙しているが，
心で 神を愛しているという方がまさっている。 rその愛自体が 神へと向 う 声 で あ
(18)

“
り， その愛自体が 新しき歌" なのである」。その歌は人の耳には聞 こ え な い が，
神の耳には届く。人の耳よりも神の耳をよろこばせるように， 口ではなく心で 神を
(19)

愛し讃えること， 1舌先ではなくその生き方 でもって歌うことJ， これが全てのキリ
スト教徒がなすべき歌唱のあり方と考えられるのである。
歌唱は二様の意味で全 キリスト教徒の業とされる。一つは， キリスト教徒会員が
声と心を合わせて歌わなければならない， 即ち各地の民が平和の内にーなる神を讃
(20)

美しなければならないということである。もう一つは， キリスト教徒は全て， いつ
いかなる 時 にあっても歌わねばならない， 順境にあっても逆境にあっても常に神を
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讃美しなければならなL、， 舌 や声だけでなく， その意識で もその生でもその行為で
(21)

も， 即ち 自己の全てでもって神を讃えねばならないというこ とである。
(22)

r心のけが

れなさは睡眠中で も魂の声である」。 従って， r声で歌う場合は 時々沈黙するこ とが
あろうが， 生では休み なく歌わねばならなL、。 ……心で沈黙するこ とは， 単に讃美
(23)

を休むというだけでなく， 神を胃潰するこ とになる」 のである。
心における神讃美の歌は， 声による歌唱の業を伴うとは限らないが ， その 時々に
神への愛をもって為される様々の身体的な業を伴う。 こ の身体の業は， 歌に合わせ
て手が 奏でる 琴の伴奏に喰えられる。 身体の業を為す者は手に 琴 (psalter
iu m)をも
(24)

l
sa
つが， 心に愛がなければ歌えなL、。 愛があってはじめて， 琴 の伴奏による 琴歌 (p
(25)

mus ) が 歌わ れる。 詩篇 (Psalmus ) とは 琴に合わせて歌う歌に他ならなL、。 アウグ
スティヌスは， 身体に対する心の優位を伴奏に対する歌唱の優位に喰えつつ， 詩篇
を歌う者が心と業とで神を讃美すべきことを強調する。
声による歌唱は， 神への愛の歌唱に伴われる 善 き行為のーっとして， 耳を通して
(26)

人に励 ましを与えるために行われるべき ものなのである。

以上 のようにアウグスティヌスば， (l )感覚より理性が大切 であるから， 歌の生
命は歌詞の意味内容であるとして， また (IT )歌は人間の行為であるから， そこでは
歌う主体の愛が重要であるとして， 歌唱の脱 音響性を主張する。
だが， 歌を朗読ではなく 歌たらしめているのは， 歌詞ではなく旋 律 で あ る。 ま
た， 人間の様々な行為の中で， 特に声で 歌うこ とが神の讃美と関りが深いというこ
とでなければ， 心と業による神讃美の全て が「歌」 と時ばれるこ ともな い で あ ろ
う。 耳に聴こ える歌声は， 詞の働きを強める補助手段にすぎないのであろうか。 或
はそれは， 心における神讃美に伴う様々の身体的業の中の一つにすぎないのであろ
うか。 音響的な歌唱がもっ意義が再検討されねばならなL、。

111

確かに， 感覚に対する理性の優位というこ とからは， 歌声の与える感覚的快に対
する歌詞の 意味の優位が主張される。 それは， 雄弁における d elect
a
re や mou ere
(27)

に対する d oc ere の優位と類比的に考えられる。 De doctrina christiana N巻12 章に
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d us ) によっ て よ
s ) を教えることは， 語り方 (mo
述べられるように， 語る内容 (re
ろこば せたり心を動 かしたりすることに優先する。 即ち， 内容が教えられ理解され
たならば， その内容自体が聴手によろこびを与 え， その心を動かすこともあるので
あり， その場合は更に雄弁の力は必要なL、。 その諮られ方自体も気に入るのでなけ
れば， そこに語られる真実を聴手がよろこばないとL寸場合 ， 或は何をなすべきか
既に承知しておりながら， うながされなければそれを実行しないとL寸場合， この
ような場合は， そしてこのよ うな場合にのみ， 更に雄弁の力を用いることが必要と
なる。 よろこびを与 え心を動かすとL、う雄弁の力は， 何であれそこに教えられた内
容 へと聴手をひきつけ同意させるものであり， それ自体として特定の内容へと聴手
を向わせることはしなL、。 先ず内容が教えられていなければならないのである。
同様に， 歌唱においても， 感覚的快は人聞 をその中に巻き込み， その下に縛りつ
(28)

・
けようとするものであり， それ自体としてはそれを越えるものへと人聞を方向っ け
ていく力をもたなL、。 理性が感覚の先 に立って導く場合には， そしてその場合にの
み， それは詞が精神を方向づ けていくのを助 け得る。 特に， 感覚的快楽も同 時に与
えられるのでなければ歌の詞へとひきつけられることもない， 従って詞によって導
かれることもできない未 だ弱L、精神にとっては， 歌声の甘美さは確かに 有用なもの
となりうるのである。
だが ， 歌声は 感覚的快楽 を与えるだけではなく， 歌声には何かそれ自体として或
る特定の感情をかき立てる力があることを アウグスティヌスは認 めていた。

I我 々

の魂が抱く全ての 感情は， その多様性に応 じ， 声や 歌の中にそれぞれ固有のあり方
をもっており， 声や 歌とのその何かしら或る隠れた親近性によって 駆り立てられる
(29)

と感じられる」 のである。
詩篇や讃美歌が 歌われる場合には， 我 々の精神は歌の詞の 意味内容によって 敬度
の炎の中へと動 かされる。 だが 同 時に， 敬度の感情はその歌声自体によっても駆り
立てられている。 だからこそ，

Iそのように歌 われた 時の方が ， 聖なる詞自体によ

•

(30)

ってより敬度により熱烈に 動かされると感じられる」 のである。
感覚的快楽の下に縛られ ている者の精神を敬度の感情へと向けて起き上ら せる力
乞歌声自体が もつのであれば， その歌声の 感覚的な甘美さも小さからぬ意義をも
ち 得ることになる。 歌声の甘美さは， 敬度の感情を惹起こすその歌声自体へと聴手
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をひきつける手段， それも極めて直接的で有効な手段な のである。
教会の歌唱がもっ 意義は， 人聞の雄弁一般というより，

I神的な雄弁J としての

聖書の語り方， 特にその形象的な表現がもっ意義に通じるところがある。 即ち， 人
間 の言説一般においては， 1.、かに語るかと何を 語るかは別であるが， 聖書において
は， 身近な物体の形象 を数多く用いて誰もが 近づき易いものとなって い な が ら，
(31)

「たかぶる者には関かれず未熟な者には顕わにされぬ」その 語り方は， そこに語ら
れる内容 としての 神の救済の業のあり方 と不可分の関係 にある。 聖書はそれ自体と
しては究極のものではなく， 人 を神へと導く手段にすぎないのではあるが， 神から
可死的な人間に特に与えられた 神与の詞として， 時間的な世界が続く限りかけが え
(32)

のない手段であり続ける。 同様 に， 人聞の歌一般においては歌声と歌詞の意味内容
とは直接関係がないが， 詩篇や讃美歌の歌唱においては， 歌声と歌わ れる内容 との
聞 には (感覚的快楽の危険と い う点から両者の区別 がL、かに強調されようとも)，
或る隠れた関係がある。 そして， 教会においてそのような歌唱が行 われるべきこ と
については， 聖書において「主御自身による， また使徒達による証言や 範例や命令
(33)

が与えられている」。 教会での 歌唱もまた， 神により定められたかけが え の な い 救
いの手段なのである。
アウグスティヌスは， 聖書の語り方と教会の歌声とを同じ用語を用いて論じてい
る。 即ち， それらは共にその意味内容を尊重しようとしない者にとっては「救いの
(34)

ためになる」どこ ろか「危険」 であるが， しかし未だ 感 覚 的 肉的 な「弱 い 者」に
(35)

c tamentu m)J を与 えてより高い所へ導く一万， 既に信仰や理解 が
「よろこ び (oble
(36)

進んだ 者にも「なぐさめJ Iはげまし」 を与え 得るのである。
注目すべきは， 聖書の形象的な表現が弱い者の眼差しを「一歩 一 歩J I段階的
(37)

に」 導くのに対 し， 耳を介した歌声の働きはより直接的であるという点である。 ア
ウグスティヌスは， 自分が回 心 後まもなく甘美な讃美歌の声を聞いて動かされた 経
験を次のように述べている。「それらの声が耳の内に流れ込むと， 真理が 心 の 中 に
(38)

しみとおってきた」。 彼はそれを自己の経験としてしか語り得ないので あ る が ， 歌
(39)

声は真理を詞だけによるよりも明瞭でより純粋な仕方で伝 え得るのである。
実際 ， 歌唱は神を讃美する様々な身体的業の中で， 人間にとって特に大 きな意義
をもっ。 アウグスティヌスは，

ミラノの教会で交唱が始められた事 情を次のように
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述べる。

ミラノの教会が 迫害をうけた時，

í敬度な民はあなたの僕である司教と共

に， 死を覚悟して教会に夜を過ごしていた。 ……その 時， 讃美歌や詩篇が東方の流
儀に従って歌われるように定められた。 それは， 民が苦難に耐え切れなく なって意
(40)

気阻喪することのないだめであった」。 神への愛のために死を覚悟した 苦 難 の夜，
その苦難に耐え 抜き神への愛を貫くための慰めや励 しとして， 歌唱が行 われたので
ある。 苦難に直面した者にとり， 歌唱は他の行為 にまさって大きな意義をもっ。 特
にそれが神への愛の歌であるなら， 苦しみをただ紛らわすのではなく， 苦しみを耐
え 抜きのり越える力を与 え得る。
人聞は常に死へと傾く存在であり， 此世の生は苦難に満ちている， 特 に自らの愛
のf in i s を此世におかぬ者にとっては， 此 世の生は苦難に満ちた旅路である と 考え
られるのであれば， 歌唱は全 ての死すべき人間にとり， とりわけ 神を愛する者にと
り， 極めて大きな意義をもつことになるのである。

IV

歌の詞が歌われる場合， アウグステイヌスは， このように大 きな力をもっ 歌声を
もあくまで歌詞を 補助するものとして位置づ ける。 だが， アレルヤの最後の母 音を
引きのばして歌う長大なメリスマであり， 殆ど歌詞なき歌唱といってよい ju bia
t
J io
に関しては， 歌声のより積極的な意義付けがなされることになる。

(41)

íju i
ba
t
J re と
J io
とは何か。 言葉では表わせない喜 びの讃嘆に他ならなL、Jo ju bia
は何か。 「喜びを言葉では表わす ことができず， 芦によって …-それを証示す る こ
(42)

とである」 。 それは言葉の限界故に用いられる第二の手段であるのか。 そ う で は な
い 。 「神の喜ぶことを言葉で言い表すことができるといもいうよう に， 言葉 を探し
t
l io
t
l io
で 歌うことが ， 神に向い見事に歌うこと
で 歌え。 ju bia
てはならない。 ju bia
(43)

なのである 」。

実際 ， 人は「歌の詞を歌っていて喜びで心が躍動し始めると， 詞では表せなL、ほ
ど の喜びに 満たされたかのように， 詞 のシラブルには背を向け， ju bia
l io
t の響きの
中に入って行く。 一・この ju bia
l io
t は， 言い表すことのできぬ神以外の誰にふさ わ
しいというのか。 ……神を言い表すことができず， しかも黙してはならないのであ
(叫〉

t は 神の讃美にこそふさわ
l re する以外に何が残されていようJo ju bia
れば， ju bia
J io
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しい歌い方であり， その歌声には詞以上の意義が与えられるのである。
だが ， 可聴的な音響或はその像を伴う人聞の歌唱は， 未だ完全な ju i
bJ atio で は

くm

��

ない。 人間の歌声は感覚的な喜びを伴うが， 各人がそれぞれ神以外のものを喜び，

詞を欠いた喜びの声を上げるとすれば， それは jub
i l are ではなしただ自分勝手に
(47)

詞の枠を踏み越えて「吠え叫ぶ(u ul l are) Jことになってしまう。 人聞の ju i
b lat ioは
未だ不完全であり， 神のみを喜びとして神への愛 の内に完全に安らう者の喜びの歌
ではなL、。
完全な ju bilat
i o は天上のものである。 それを内的な耳によって聴き得 た 者 は，
その何かしら甘美な歌声に導かれて， 肉や血 のざ わめきの世界 から離脱 することが
(48)

できる。 人聞は未だ途上にあり， 天上の歌声に導かれて完全な喜びの内に 既に実際
に 到達しているわけではなしそこへと 到る希望 の内に歌い， それによって旅路の
(49)

労苦を慰めつつ歩 み続けるのである。
(50)

「歌唱自体が告白である」。 完全な神讃美という意味の告白では なく， 自 ら の 罪
を自ら告発することを介した神讃美という意味での 告白 が， 人聞の歌である。 時間
的世界の内にある人聞は， 自己及び自己が関 わる事象が永続しない被造物であるこ
とを認めて， 個々の事象に執着しようとす る欲望 の傾きから自己を引き離しつつ諸
々の事象の闘を廻り 歩くことにおいて， 被造物の 美しさの中に創造者たる永遠の神
(51)

を讃える言い表し難いju i
i o の捧げ物を見出してL、く。可聴的な声音による歌唱
b lat
においても， 個々の音の感覚的甘美さへの執着 の傾 きを自ら断ち切ることによって，
却 ってそれらの音の甘美さを介しての神讃美が行 われるのである。
アウグスティヌスは， 詞の音節を離れ肉や血 のざ わめきを離れた純粋な歌唱に，
完全な神讃美としての意義を与えるとともに， 地上における人聞の歌唱を， それが
神を讃えるものである限り， 天上の完全な喜びの 歌へと人を導くものとして意義づ
けるのである。
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