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知るもの， 知られるもの

一一アウグスティヌス「ソリログィア」

における魂不死論証を中心に 一一

中 川 純 男

I 

本論文においてわれわれが明らかにしようとするのはアウグスティヌス

の初期著作に現われた「知性認識」附l leJ12 の構造である。 考察の手が

かりを 『ソリログィア』第二巻13章24節に 述べられた魂不死の論証に求め

よう。 次のように言われている。

基体においであるものはすべて， もしそれが常に留まっているなら，

基体も常に留まっているのでなければならなし、。 しかるに学識はすべて

魂を基体とし魂においである。 したがって， もし学識が常に留まってい

るなら魂も常に留まっているのでなければならない。 しかるに学識は真

理であり， この巻の始めに理性が説得したとおり， 真理は常に留まって

いる。 それゆえ魂は常に留まっており， 死んだ魂と言われる こ と は な

L、。

Omne qu o d  in sub je cto est， s i  semper mane t， ip su m e t iam sub je ctu m  ma

nea t semper ne cesse est. Et omn is in sub je cto est animo discip l ina . Ne

cesse est ig itu r semper u t  an imu s manea t， s i  semper mane t d isc ip l ina . Est 

au tem d isc ip lina ver ita s， e t  semper， u t  in in itio l ib r i  hu ju s ra tio persu a 

si t， verita s  mane t. Semper igitu r  animu s  mane t， n e c  animu s  mor tuu s di

c1tu r .  
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この論証が新プラトン主義の影響下にあることは， 指摘されてすでに久
(2) 

しい。 問題はしかし， ここに言う「影響Jの深度にある。 この「影響」は

アウグスティヌス自身の思想の文脈にまで及んでいるのであろうか。 従来

の研究はこの間いに対して， 否定的ないし消極的な答えしか与えていない

ように思われる。 われわれはこの論証を， アウグスティヌス自身の思想の

文脈の中に置かれるべきものと考えるのであるが， そのことを明らかにす

るためにはまずこの論証そのものの中にアウグスティヌスの思想的文脈と

の接合点を見出さなければならなL、。

この論証を支えているのは「基体においであるものはすべて， もしそれ

が常に 留まっているなら， 基体も常に 留まっている」という論理である。

ここに用いられた「基体J I基体においであるもの」という用語がアリス

トテレスにまで遡りうるものであることは明らかである。 rカ テゴリー

論」第2章でアリストテレスは「あるもの」τà 01)ταを区別し， I基体に

おいであるもの」と11.、かなるものも基体とすることなくあるもの」とに
(3) 

分けている。 11.、かなるものも基体とすることなくあるもの」とは， 他の

ものの基体となるがそれ自身は基体においであることのないもの， それ自

身によってあるものであり， アリストテレスによればすぐれた意味である

ものとして「実体Joùatαと呼ばれる。 これに対し「基体においであるも
( 4) 

の」とは， I基体から離れてはありえないものJ ， 基体に依在し， 基体があ

ることに付帯しであるものとして偶有と呼ばれる。

アリストテレスのこの区別に従がって考えるなら， I基体においである

ものが常に 留まっているなら， 基体も常に 留まっている」というアウグス

ティヌスの論理は二重の意味で奇妙であるように思われる。 まず第一に，

偶有について「常にある」と言う点で奇妙である。 というのもアリストテ
( 5 )  

レスによれば「常にある」ことが本来的に妥当するのは実体のみである。

「基体においてある」という意味での「ある」ことしか認められない偶有

について「常にある」と言うことはできなL、。 それゆえ， もし何らかの意
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味で偶有について「常にある」と言うことができるとしても， それは実体

について語られる「常にある」とは異なった意味で言われていることにな

る。 したがってまた， 偶有が常にあることから， その偶有の基体である実

体が常にあることを導き出すこともできなし、。

もっとも， ことはの意味をそれほど厳密に規定していない場合には， 偶

有についても基体についてと同じ意味で「常にある」と言うことがあるか

もしれなL、。 というのも基体である実体が常にあるとき， その偶有も「偶

有的に」常にあると言うことができるからである。 しかしこの場合， I常に

あるjと本来的に言われているのは実は基体であって偶有ではなL、。 した

がって偶有とその基体とについて語られている「常にあるJが同じ意味で

あると解する場合にアウグスティヌスの論理は， 偶有の常にあることは基

体の常にあることをすでに前提しているにもかかわらず， 偶有が常にある

ことから基体が常にあることを導き出している点で奇妙であることになる。

第ーの困難は， アリストテレスにとって偶有と実体との区別が「あるも

のJの区別であることに由来する。 偶有も実体もともに「あるものjでは

あるが， そのあり方は異なっている。 実体にとって「ある」とは「それ自

身によってある」ことであるが， 偶有にとって「ある」とは「基体におい

であるjことである。 同じように「ある」と呼ばれてもその意味は異なっ

ている。 したがって実体と偶有とについて共通の意味で「常にある」と語

ることはできなL、。 しかしながら実体と偶有との間にあるのは， たんなる

区別だけではなL、。 ここに第二の困難が由来する。 すなわち偶有はどこま

でも実体に依存しであるのであって， 基体となる実体の存在を語ることな
(6) 

く偶有の存在を語ることはできないのである。

それゆえ， アリストテレスの立場から見たときアウグスティヌスの論理

に感じられた困難は「ある」こと， およびその依存関係についての理解が

アリストテレスとアウグスティヌスとでは異なっていることを告げている

ように思われる。 以下においてわれわれはまず， 学識と魂とについて語ら
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れる「ある」こと， および その依脊関係に注目しつつ， アウグスティヌス

の魂不死論証を分析してゆこう。

11 

学識はいかなる意味で魂を基体とし魂においであると言われるのであろ

うか。 次のように言われている。 í<学識>はく学ぶ>から言われる。 学
(7) 

び保っている人を知っていない人と言うことはできなL、」。学識は知られて

いる。 知るのは魂である。 それゆえ 「学識が魂を基体とし魂に お い で あ

る」とは， í魂は学識を知っている」とL、う意味であるとさしあたり解釈

することが許されるであろう。

では「知られるもの」としての学識はL、かなる意味で「常にある」と言

われているのであろうか。 学識が常にあることは真理が常にあることから

導かれている。 真理が常にあることの論証としてアウグスティヌス自身が

指示している第二巻始めでは次のように言われている。

理性:もし真理そのものが滅びたとすればどうであろうか。 真理が滅び

たことは真であることになるのではないか。

アウグスティヌス:誰が否定できるでしょうか。

理性:ところが， もし真理が寄在していないならば真はありえない。

アウグスティヌス:それは今認めたところです。
(8) 

理性:そうすると真理は決して滅びないことになる。

Rat io : Qui d ， s i  ip sa ver itas  occ i da t ? n onne ver um er it ver ita tem occ i -

disse ? 

Aug ust in us : Et ist ud q uis ne ga t ? 

R. : Ve rum a utem n on p otest esse ， s i  ver itas non s it .  

A. : Jam ho c pa ulo ante con cess i . 

R. : N ull o mo do ig it ur occi de t  ver itas . 

たとえ真理 ver itas が滅びたとしても， í真理が滅びた」ことは真 ve -
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ru m である。 アウグスティヌスは真がL、つでもありうることから， 真の根

拠である真理も常にあると論じている。 ここに言う「常にある」がれ、つ

でもある」という意味での永遠性であることは明らかである。 しかもこの

永遠性は論理的必然性によって知られる。 すなわち， 真理は常にあること

の必然性を論理的に明らかにすることがまた， 真理の永遠性を明らかにす

ることでもある。 ここにわれわれは， I基体としての魂が常にある」こと

を前提とすることなく「基体においてあるものとしての学識が常にある」

と語りうることの理由を見出すであろう。 学識は「知られ る も の」で あ

る。 しかも「知られる」ことにおいて， I常にあるもの」であることも知

られる。 それゆえ， 少なくとも「知られる」ことに関して， 学識が常にあ

ることは魂が常にあることを前提としていなL、。

III 

「知られるもの」に永遠性を認め， そこから「知るもの」たる魂の永遠

性を導くアウグスティヌスの魂不死論証が， プラトンの魂不死論証と類似

していることはただちに気づかれるであろう。 事実われわれは「メノン」

の中に次のようなことばを見出すのである。

ことがらの真実がわれわれの魂において常にあるのであれば， 魂は不
(9) 

死であることになる。

一見するかぎりアウグスティヌスとの類似は明白であるよう に 思 わ れ

る。 しかし文脈に注意しなければならない。 われわれの魂はこの生におい
(10) 

て学び知ったのではなく， すでに永遠にわたって学んでいたのだという文

に続いて， I真実はわれわれの魂において常にある」と言われている。 常

にあると呼ばれているのは「知られるもの」の永遠性ではなく， I学んで

しまっている魂」の永遠性である。 I魂は不死であることになる」という

「メノン」のことばは， I真実がわれわれの魂において常にある」と言う

ときすでに前提として認められている魂の不死を再確認しているにすぎな
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(11) 

L、。

プラトンにとって「知られる もの」たるイデアは， たしかに 永 遠 で あ

る。 しか もそれはアウグスティヌスの言う真理の永遠性のように， 論理的

必然性によって確認できるような永遠性である。 しかし プラトンがイデア

の永遠性を用いて魂の不死を論ずるとき， イデアの永遠性が魂の永遠性の

直接の根拠とされたことは一度 もなかったと言わなければならない。 イデ

アを知ったのはこの生においてではないということから魂の先在が論証さ
(12) 

れるか， あるいはイデアと魂との類似性を根拠として「イデアのようにj
(13) 

魂 も永遠であると論じられるに 留まっている。 そ もそ も プラト ン に と っ

て， イデアの永遠性を魂の永遠性の直接の根拠とすることは不可能であっ

たと考えられる。 なぜか。 プラトンにとってイデアは， 魂により「知られ

る ものJ ではあるが， 魂に依存しであるのではない。 イデアはそれ自身に
(14) 

よって脊在している。 したがって， イデアと魂との聞に何らかの依寄関係

を認め， イデアがあるからイデアを知る魂 もあると言うことはできないの
(15) 

である。

それゆえ， 今までわれわれは「学識が魂においである」というアウグス

ティヌスのことばを「学識は魂に知られている」の意味に解してきたが，

このわれわれの解釈は不充分であったことになる。 学識の永遠性から魂の

永遠性を導き出すためには， 1知られる もの」たる学識の容在と「知る も

のjたる魂の存在との聞に何らかの依存関係が認められなけれ ば な ら な

L、。

IV 

アウグスティヌスの魂不死論証の論理は， 1知る もの」と「知られる も

の」との聞に存在の依存関係を認める ものである点において， プラトンと

の類似よりむしろアリストテレスとの類似を指摘されなければならないで

あろう。
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アリストテレスによれば「知られるもの」は二重の意味で存在 し て い

る。 一つの意味においては， 魂の外に魂に依存することなく存 在 し て お

り， もう一つの意味では， 魂に依存し魂において存在している。 魂におい

て知られるものがあるということは， 現実に知られているということに等
(16) 

しL、。 現実態において知識と知られるものとは同じであると言われる。 そ

れゆえアリストテレスにとっては， 魂において知られるものがあることか

ら魂があることは必然的に帰結する。 しかし魂においてある知 ら れ る も

の， すなわち知識が永遠であるなら知るものたる魂も永遠であるとは言え

なL、。 そもそも知識に， それ自体に即して語られうるような永遠性を認め
(17) 

ることができないのである。

それゆえ， われわれは次のように言わなければならない。 アウグスティ

ヌスの魂不死論証における魂と学識との関係は， 知られるものにそれ自体

に即して語られうるような永遠性を認める点ではプラトンと共 通 し て い

る。 しかし， 知られるものが知るものにおいであると考える点ではむしろ

アリストテレスと共通している。

したがってアウグスティヌスの魂不死論証を正当と認めうるためには，

知られるものに永遠性を認めると同時に， 知られるものが知るものに依穿

しであることも認めるような立場が与えられなければならなし、。 しかしそ

のような立場が果して可能であろうか。 知られるものに永遠性を認めるこ

とは， 知られるものが知るものに依存しであることを否定することである

ように思われる。 これに対し， 知られるものが知るものに依在しであると

認めることは， 知られるものの永遠性を否定することであるように思われ

る。 アウグスティヌスは学識が永遠であると言い， 学識は魂においである

と言う。 しかしわれわれがプラトンあるいはアリストテレスに従がって考

えようとするかぎり， 知られるものの永遠性と知られるものの知るものへ

の依存とが両立しえないことは明らかである。 アウグスティヌスの論理を

成立せしめている立場をわれわれはいったいどこに求めればよいのであろ
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うか。

アリストテレスが知られるものに永遠性を拒んだのは， 知られるものに

とって「ある」とは「知るものにおいである」ことであると考えたからで

ある。 すなわち「知られるもの」と「知るもの」とは， Iある」ことに関

し一方が他方に依寄していると考えたからである。 しかしながら， 知られ

るものと知るものとの関係は， このような一方的依存関係であると解する

他ないのであろうか。 両者の聞に相互的依存関係を認め， 知るものなしに

知られるものはありえないと同時に， 知られるものなしに知るものもあり

えないと考えることはできないであろうか。

V 

知るものと知られるものとの聞に相互的依存関係を認めたのはプロティ

ノスである。 プロティ ノスは「知るものと知られるものとは同じである」

と主張する。 この主張の意図するところは「知るもの」と「知られるものJ

との完全無差別な同一性ではない。
〉

「知るものJと「知られるもの」とは

互いに区別されつつ， 存在としては向ーなのである。 したがってプロティ

ノスにおける「知るもの」と「知られるもの」との関係は， 同ーの杏在に

おける内部構造， この意味での相互的依脊関係であると言うことができる

であろう。 知るものなしに知られるものはありえないと同時に， 知られる

ものなしに知るものもありえない。 プロティ ノスにとって， 知るものの永

遠性は知られるものの永遠性であり， 知られるものの永遠性は知るものの

永遠性である。

アウグスティヌスの魂不死論証は， プロティノスにおける「知るものと

知られるものとは同じである」との主張を背後に置くとき始めて一貫した

説明を獲得するように思われる。 知るものと知られるものとの同一性を前

提とするなら， 永遠なるものを知るものはそれ自身も永遠であるとの主張

が成立すると同時に， この主張を論証の形で提示することも可能となる。
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なぜなら， 知るものと知られるものとは在在として捉えるかぎり同一であ

るが， 認識の側面から見るならより先に知られるのは「知られるもの」で

あって， í知るもの」についての認識はその後に置かれることになるから
(23) 

である。

もっとも「知るものと知られるものとは同じである」という論理が プロ

ティノスにとって一つの主張であったように， アウグスティヌスにおいて

も明確な主張となっているわけではなL、。 われわれはアウグスティヌスの

テキストのどこにも， そのような明確な主張を見出すことはできない。 た

だ， アウグスティヌスの魂不死論証を正当と認めうるための論理的前提と

して「知るものと知られるものとの同一性」を認めなければならないので

ある。 それゆえ， われわれは次にこの論理的前提をアウグスティヌス自 身

の思想的文脈の中に位置づけることが可能であるか否かを間わなければな

らなL、。 í知るものと知られるものとは同じである」という プロティノス

の主張をアウグスティヌス自 身の考えでもあると認めることを困難にして

いる最大の障害は言うまでもなく， プロティノスにおける「世界知性」の

措定である。

プロティノスにおいて， í知るものと知られるものとは同じである」と

の主張は世界知性の措定と密接に結びついていた。 なぜなら， 知られるも

のとの同一性を認められる「知るもの」は， それ自 身の寄在において永遠

なるもののすべてを現実に知っているのでなければならないが， われわれ

の魂は必しも永遠なるもののすべてをすでに知っているとは限らなL、から

である。 それゆえ プロティノスは， われわれの魂から区別された「知るも

のJ， すべてを現実に知っている「知性JJ)oÐ\:を措定するのである。 世界

知性の措定は， 知るものと知られるものとの同一性の主張がもたらす必然

的帰結である。 ところがわれわれはアウグスティヌスの内に， 世界知性と

L、った考えを見出すことができなL、。 現実にすべてを知っている知性を措

定することなく， 知るものと知られるものとの同一性を受け入れることは
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果して可能なのであろうか。

VI 

たしかにアウグスティヌスは世界知性といったものを認めていない。 学

識は魂においであると言うとき， アウグスティ ヌスが人間の魂以外のもの

を も考えているとは認められなL、。しかしまさにこのことが，アウグスティ

ヌスに一つの問題を提起したことにわれわれは注目しなければならなL、。

というのも魂不死論証を終えた後アウグスティ ヌスは， 学識がわれわれの

魂において常にあるとすれば学識を学んでいない人の場合をどのように考
(24) 

えればよいのか， という聞いを提出しているからである。『ソリログィア」

のアウグスティ ヌスがこの間いに与えた答えは， 現実に考えていないこと
(25) 

もすでにわれわれの魂においであるというものであり， Iすでに知ってい

る」ことに力点を置く一種の想起説であった。 この想起説によれば「知っ

ている」ことは「現実に考えている」ことと「すでに知っているJことと

に区別され， 魂の不死は「すでに知っている」という意味での知において

成立していることになる。 したがってまた， 永遠なるものを知っているも

のはそれ自身も永遠であるという論理も， それが適用されるのは「すでに

知っている」という意味での知であって， 知るものと知られるものとの同
(26) 

ー性は人聞の魂におけるこの意味での知の構造であることになる。

知るものと知られるものとの同一性をアウグスティヌスが「すでに知っ

ている」という意味での知に求めたことは， プロティノスとのきわめて重

要な相違である。 プロティノスが知るものと知られるものとの同一性を主

張するとき， そこに用いられる「知るJlJoéZlJ という語 が「現 実 に 考 え

ている」という意味での知を表わしていることは明らかである。 われわれ

の論に厳密を期するため， この意味での知に今， I知性認識jの訳を与え

ることにしよう。 プロティノスにとって， われわれの魂は知性認識するこ

とにより世界知性と同化し永遠なるものとなる。 知性認識しているものに
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とっては， I知性認識している」ことが「ある」ことなのである。 ところ

がアウグスティヌスにとってわれわれの魂は「すでに知っている」という

意味での知において永遠であり， 知性認識i ntel li ger巴の役割は， すでに魂
(27) 

がそれであるところの永遠性の確認にある。

われわれはここに， rソリログィア」における魂不死論証とアウグステ

ィヌスの思想的文脈との接合点を見出したと予想する。 この予想を確認す

るためにはしかし， 想起説がアウグスティヌス自身によりやがて修正され

るべき説明であったことをまず認めなければならない。

VII 

「再考録」の中で次のように言われている。

学識になじんだことのない者でも， 上手に間われるならば真なること

を答えることができるのは， 永遠なる理念の光が彼らに， 担えることの

できる範囲で現前しているからであって， この光においてこれら不変の

真なることを見るのであるとする方が， プラトンなどの考えたように，
(28) 

かつて知りそして忘れているからであるとするより信じられる。

C redi bi li u s  est eni m pr opterea vera resp ond ere  d e  q ui bu sd am di sci p li ni s  

eti am i mperi t os earu m， quand o b ene i nterr ogantur ， q ui a  praesens est 

ei s qu antu m i d  capere p ossunt， lu men rati oni s aeternae， ubi h ae c  i mmu・

tabi li a vera conspi ci unt. Non qui a ea n overant a li quand o et ob li ti sunt， 

qu od P l at oni vel tali bu s  vi su m est. 

『再考録」のアウグスティヌスは「すでに知っている」ことによる説明

を捨て， かわりに「永遠なる理念の光の現前jによる説明を採る。 後者を

照明説と呼ぶことが許されるなら， 想起説から照明説への変更が行なわれ

たと言うことができょう。 この変更の理由は何か。 想起説と照明説との相

違はどこにあるのか。

想起説とは「知性認識されるもの」のすべてが， すでに知られていると
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いう仕方で魂におL、であるとする考え方である。 それゆえ想起説が修正さ

れたとき， I知性認識されるもののすべてが魂においてある」という考え

方が否定されていることは確かである。 しかしながら「ソリログィア」の

アウグスティヌスが最初からこのような想起説を主張していたわけではな

い。 真理と学識とを同一視し， さらに学識を知性認識されるものの全体と

同一視したとき， この同一視の延長上に想起説は現われたのである。 とこ

ろが照明説において真理と知性認識されるものとは， ただちには同一視さ

れていなし、。 照明説に言う「光」を真理と解することに問題はないであろ

う。 照明説では「真理において知性認識されるものを見る」と言われ， 真

理と知性認識されるものとは， 少なくとも知性認識に果たす役割に関して

は区別されている。 照明説と想起説との根本的な相違は， それゆえ， 真理

と知性認識されるものとを区別するか同一視するかという点に見なければ

ならなL、。

照明説において真理と知性認識されるものとはL、かなる意味で区別され

ているのか。 真理は「魂に現前しているJ と言われる。 I現前している」

という表現が告げているのは， I真なることを答える」こととの同時性で

ある。 真理は「真なることを答える」こと， すなわち知性認識することの

現在的な根拠である。 言い換えるならば， 真理は知性認識の現実化の根拠

である。 この意味で照明説においては真理と知性認識されるものとが区別

されている。 これに対し， 真理を知性認識されるものと同一視する想起説

においては， 知性認識の現実化の根拠は示されていなL、。 というよりむし

ろ想起説は， I上手に関われる」こと以外に知性認識の現実化の根拠を必

要としない説明方法である。

「再考録』のアウグスティヌスはなぜ「知性認識されるもの」と「知性

認識を現実イじするもの」とを区別するのであろうか。 I真理の現前」に付

せられた限定「彼らの捉えることができる範囲で」に注目しよう。 知性認

識を現実化する根拠は無制限に与えられているわけではない。 知性認識さ



知るもの， 知られるもの 3 7  

れるものがあることと現実に知性認識することとは， 必しも連続的には結

びつかない。 知性認識されるものがあることが， 現実に知性認識すること

へと連続的に移行してゆくのであれば， 知性認識されるものが あ る こ と

は， 知性認識を現実化しうることでもある。 ところが， 知性認識されるも

のがあるとしても， 知性認識を現実化しうるとは限らないとき， われわれ

は知性認識されるものがあることと， 知性認識を現実化する根拠とを区別

しなければならなし、。 r再考録』のアウグスティヌスは， 知性認識される

ものがあることが， 必しも知性認識を現実化しうることではないと気づい

ているのである。

VIII 

われわれは， I知性認識しうる」という状態に二つの段階を区別しなけ

ればならない。 一つは， 知性認識されるものがあるという意味での「知性

認識しうる」状態であり， もう一つは， 知性認識されうるものがあり， そ

れについての知性認識をいつでも現実佑できるとLづ意味での「知性認識
(31) 

しうる」状態である。 前者を純粋な可能態と昭ぶなら， 後者 は hab it us と

も呼ぶべき状態である。 habit us にあるとき， 知性認識を現実イじすることは

そのつど可能である。 したがって， この hab it us という状態は， 現実 に知

性認識していないとしても， 広い意味では「知っている」と呼ばれうる状

態である。 そしてこの意味での「知っている」状態を「知っていなし、」状

態から区別しているのが， 照明説に言う「光の現前」である。

照明説を語るアウグスティヌスが， 知性認識されるものを魂におL、であ

るとは考えない盟由もここにある。 知性認識されるものがあることと， 知

性認識を現実化しうることとを区別しなかった 『ソリログィア』のアウグ

スティヌスは， 一定の知性認識を現実化しうることからただちに知性認識

されるもののすべてがすでに魂においであると考えた。 しかしやがて， 知

性認識されるものがあることと現実に知性認識することとの聞に何らかの
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非連続性が寄することに気づいたアウグスティヌスは， 知性認識される も

ののすべてが魂においであるとする考え方 も放棄したのである。

では「ソリログィア」において， rすでに知っている」という意味での

知に即して確認された魂の不死 も， 照明説を語るアウグスティヌスは退け

ているのであろうか。 そうではないと思われる。 照明説はたしかに， 知性

認識される ものが魂においであるとする考え方を退けている。 しかし照明

説を語るアウグスティヌス も， 真理が魂に現前しているということから，

すなわち魂が何らかの知性認識を現実化しうるということから， 魂の不死
(32) 

を結論している。 この意味で， 照明説を語るアウグスティヌスにとって，

知性認識を現実佑しうるということ， 知性認識へのhabi tu s にあると いう

ことは， 人聞の魂その ものの構造であると言わなければならない。 そして

ここに， われわれはアウグスティヌスの一貫性を認めることができるよう

に思われる。 rソリログィア」のアウグスティヌスが論証した 魂 の 不 死

も， すでにわれわれが明らかにしたところによれば， 知性認識している魂
(33) 

の不死では なく， 知性認識を現実佑し う る魂の不死だったからである。

『ソリログィア」のアウグスティヌスとプロティ ノスとの相違は， アウグ

スティヌスの一貫した立場とプロティ ノスとの相違で もあった こ と に な

る。

IX 

もっと もプロティノスに認められるような， 魂が知性認識することによ

って永遠になるという過程が， アウグスティヌスにはまったく認められな

いというわけではなL、。 この点に関してわれわれは， 想起説を語るアウグ

スティヌスと照明説を語るアウグスティヌスとの相違を認めなければなら

ないであろう。 想起説によれば， 知性認識される ものはすべてすでに魂に

おいであるのであるから， 魂はすでに不死であって， 不死になるという過

程は認められなL、。 しかし照明説におL、て事情は異なる。 魂は知性認識さ
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れるもののすべてに対してすでに知性認識の hab itu s を有しているわけ で
(34) 

はない。 知性認識の hab itu s には段階的増進が認められる。 そ し て こ の

hab itu s の段階的増進のいわば最上層においても魂の不死が語られている。

この意味での魂の不死に注目するなら， 魂がたどる hab itu s の段階 的増進

の過程は， I永遠なるものを知ることによって， それ自身も永遠になる」

というプロティ ノスの論理によって表わすことができるであろう。 このか

ぎりにおいて， I知るものと知られるものとは同じである」と い う 論 理

は， 魂が不死になる可能性の保証として， 照明説を語るアウグスティヌス
(35) 

に前提されていると言わなければならなL、。

「知るものと知られるものとは同じであるJ としづ論理が， 魂の不死に

なる過程を保証する論理として用いられるとき， われわれは再びプロティ

ノスの「世界知性J にあたるものをアウグスティヌスの内に探し求めなけ
(36) 

ればならないであろう。 魂がすべてをすでに知っているのではないとすれ

ば， それゆえにこそ不死になるという過程が成立しているのであるとすれ

ば， すべてを現実に知性認識しており， 知性認識されるもののすべてと存

在的に同一であるような 「知るもの」を， われわれの魂から区別し措定し

なければならなL、からである。 ただし， アウグスティヌスにとって魂が不

死となるのはどこまでも habi tu s としての知に お い て で あるから， 魂が

habitu s の最上層に至って不死を獲得したとしても， それは「すべてを現実

に知性認識している知るもの」と存在的に同ーとなることを意味しないで
(37) 

あろう。 知性認識を現実化しうる状態は， 仮にすべての知性認識されるも

のに及んだとしても， 現実に知性認識している状態とは区別されなければ
(38) 

ならない。

X 

「ソリログィア」で始めて用いられ， r魂の不死」で熱心に弁護された

魂不死論証が， アウグスティヌス自身によりやがて顧みられなくなったこ
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とも事実である。 その理由を今われわれは見出すであろう。 アウグスティ

ヌスにとって魂の不死が切実な問題となったのは， それが魂の至福と不可
(39) 

分の関係にあると考えられたからである。 ところが永遠なるものを知性認

識できるということから論証される不死は知性認識への habi t us の最下層

においても成立している不死である。 至福と不可分の関係にある不死はむ

しろ hab it us の最上層に求めなければならない。 それゆえ魂の不死の 二重

のあり方が明らかになるともなL、， rソリログィア」におけるような魂不
(40) 

死論証はアウグスティヌスの関心から外れてゆくことになった。 アウグス

ティヌス自身， r再考録」の初期対話篇を論じた箇所ではしばしば， rヨ

ハネ黙示録」のことば「新たなる天， 新たなる地」を用いているが， この

ことは初期著作当時の永遠性についての理解が後のアウグスティヌスから
(41) 

見ても不十分であったことを告げているように思われる。

初期著作のアウグスティヌスが魂の不死の二重のあり方を識別しえなか

ったことにはしかし， 積極的な理由があるように思われる。

魂の不死に二重のあり方が区別されるようになったのは， 知性認識を現

実化するものとしての真理の役割が注目され， 知性認識されるものと真理

とが明確に区別されたことによることはすでに見た。 これに対し， 想起説

を語るアウグスティヌスは真理と知性認識されるものとを単純に同一視し

ている。 しかしながら「ソリログィア」全体を見るなら， 真理と知性認識

されるものとの完全な同一視がアウグスティヌスの確定した立場であると

は必しも言えないことに， われわれは気づくであろう。 魂不死論証の前後

でもっとも時聞をかけて論じられているのは， 学識と真理とを同一視する

ことの可否である。 学識は真理であると論ずるにあたって当初念頭に置か

れていたのはディアレクティカであった。 なぜならディアレクティカこそ

学識を真ならしめている根拠であると考えられ， 真ならしめる根拠である
(42) 

という点において真理との同一性が認められたからである。 このかぎりに

おいてアウグスティヌスはまだ， 学識の全体と真理とをただちに同一であ
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るとは見なしていなL、。 ところが魂不死論証の論理を再検討し た 箇 所 で

は， 学識が常に真であることを根拠に， 学識と真理との同一性が主張され

ている。 真理との同一性は学識の全体に拡大されているのである。 それゆ

え， 真理と知性認識されるものとの同一視は「ソリログィア」のアウグス

ティヌスに最初から認められていた立場であるというよりむしろ， 理論的

反省の中で与えられた立場であると考えなければならなL、。

『ソリロクィア」のアウグスティヌスはなぜ， 理論的反省を通して論理

を形成する過程の中で， 知性認識されるものと真理とを同一視するに至っ

たのか。 それはアウグスティヌスが， 現実に知性認識しうることにより，

知性認識を現実化しうる可能性をも無条件に確信していたからである。 知

性認識されるものがあることを知性認識を現実佑しうることでもあると見

なしたアウグスティヌスにとって， 知性認識されるものの存在と知性認識

を現実イじする根拠とを明確に区別することは不可能であった。 探求の希望

に燃える若きアウグスティヌスは， 知性認識を現実化してゆくにあたって

出会うであろう困難に， 未だ気づいていなかったのである。
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されていることを忘れてはならなし、。 Enn. V， 1 ，  4， 37-38. 知るものと知ら

れるものとの 区別は人聞の 理解力の 弱さによると主張する Atk inson， loc. cit. 

も ，このプロティノスのことばを「われわれが知性 を理解するためにはt τEp6-

τTj'i:が必要である」という意味 に解することはできないであろう。 Atkinson

が自 説の 根拠と して挙げる Enn. V ，  9， 8， 19 ff. でプロティノスが人聞の

理解力の 弱さに帰しているのは一方を他 方より先に理解することである 。

(20) この意味でプロティノスは， す ぐれた意味での 存在を「知られるもの」 に見

るプラトンと「知るもの」 に見るアリストテレスとの 総合を行なったと言えよ

う。 cf. Armstrong， A. H.， Plotinus， The Cambridge History 0/ Later 

Greek and Early Medieval Philosophy， 1967， Part 1II， p. 248. 

(2 1) このことを明確にしたのはVerbeke， G. である 。 Spiritualit品et immor

talité de l'âme chez Saint Augustin， Augustinus Magister 1， 1954， 

p. 333. もっとも 「知るものと知られるものとは同じである」という考えがア

ウグスティヌス自身の 考えであるか否かについての 言明はなされていない。 し

かしアウグスティヌスの魂不死論証をE現解する per spective と し てこのプロ

ティノスの主張を提示した後 ， ただちにアウグスティヌスが読んだ「プラトン

派の 書」の ーっとして魂不死論を含む Enn. N， 7. を特定 していることから

判断すれば， Verbeke はこ れをアウグスティヌス自身の考えとは認めていな

いようである 。
(22) Enn. N， 7， 1 2， 11. tXl/JEOl'i: lπcστキμαl'i: K:EχPTjμt岬lJ tXíðlOlJ K:alα5 τやu

EIlJαι 

(23) Enn. V ，  9， 8，11. τ占òv τOÛ lJOÛπpOEπωOEωtXvárK:Tj. 

(24) ll， 14， 25. ll， 19， 33. Sed， quae so， illa qu ae re stant expedias， quomodo 

in animo imperito， non enim eum mor talem dicere possumu s， disciplina 

et ver itas e sse intelligantur. 

(25) ll， 20， 35. disciplinis l iberalibu s... siqu idem illas sine dubio in se 

oblivione obrutas eruunt discendo， et quodammodo refodiunt より詳しく

は De im四. an. 4， 6. に述べられている 。

(26) この 話をわれわれは「内的 関係」の意味で用いている 。 知るものと知られる

ものとの 関係は， 存在として同じものにおける 関係だからである 。

(27) 初期著作における知性認識と自己認識との密接な関係の 根拠はここにある 。
(28) Retr. 1， 4， 4.  

(29) われわれがここで照 明説と呼ぶのは， 11再考録』に述べられたかぎりでの 知

性認識の説明方式である 。 こ れが想起説と同様一つの説明方式であることは，

credibilius '" quia ... とL寸表現が明確に告げている。 cf. De trin. lìL 15， 
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24. 

(30) quantum のかわりに quando と読む Knöll， P. C S EL 36場合も praesens

に付せられた限定であることは変わらなし、。
(31) この語をわれわれはThomas から借りている。II Sent. 1， 1， c. habitus， 

secundum proprietatem sui nominis， signi五cat qualitatem quae est prin. 

cipium actus， in formantem et per五cientem potentiam; unde oportet， si  

proprie accipiatur， quod sit super ven iens potentiae， sicut per fectio per

fectibili. ただしトマスにおけるのと完全に同じ意味でアウグスティヌスに適

用できないことは， や がて知られるのであろう。 c f. (32) 

(3 2) De trin. XIV， 4， 6. si secundum hoc facta est [sc. an ima humanaJ ad 

imaginem Dei quod uti r at ione atque intell巴ctu ad intelligendum et 

conspiciendum Deum potest， pro fecto ab initio quo esse coepit ista tam 

magna et mira natura， sive ita obsoleta sit haec imago ut pene nulla 

sit s ive obscura atque de formis sive clara et pulchra sit， semper est. 人

聞の魂は知性認識しうるがゆえに， 存在し始めた時 から常にある， と言われる。

ここに言う「知性認識しうる」 状態 がわれわれの言う habitus で あ ることは

次 のことばから知られる。 ibid. XI， 15， 24. mentis intellectualis ita condi-

tam esse naturam， ut rebus intelligibilibus naturali ordine， disponente 

Conditore， subjecta sic ista videat in quadam luce sui generis incorporea 

アウグスティヌスにおいては精神そ のものがすでに hab itus である。 し た が

って， 他 の「知性認識されるもの」が魂においてあるとはも はや 見なされてい

ない『三位一体論』において， 唯一魂 に残さ れ た「知性認識されるもの」 す

なわち自己自身について次 のように言われている。 ibid. XIV， 14， 28. Sic 
itaque condita est mens humana， ut nunquam sui non meminerit， nun

quam se non intelligat， nunquam se non diligat. 

(33) 本論文第百章参照。 r知性認識されるもの」 がアウグスティヌス に お い て

は， intelligibilia と言われ intellecta とは言われていな いことに注意すべき
である。「内的 空間」という表現形式 c f.Verbeke， G. Conn aissance de soi 
et connaissance de Dieu chez s aint Augustin， Augustiniana 4， 1954， p. 

503. がアウグスティヌスに用いられる理由 も「知性認識されるもの」が 可能

性として与えられていることにあると考えられる。
(34) De trin. XIV， 4， 6. sive ita obsoleta s it haec imago ut pene nulla s it 

sive obscura atque def ormis sive clara et戸tlchra sit. c f. (3 2) 

(35) r知るものと知られるものとは同じである」という明確な発言は 初期著作に

おいてと同様， そ れ以後の著作にも見られないが， しかしこの論理を前提 とし



知るもの， 知られるもの 45 

て始めて理解できる発 言はアウグスティヌスの著作に散見することができる 。

Gen. ad litt. Xl r. 10 ， 2 1. に intellectuale と intelligibile とは同じものを

示すとの発 言を 見出したPépin， J. はアウグスティヌス自身が承認し てい る

にもかかわらず， こ れを cu n巴use と呼びアウグスティヌス自身の思想的文脈

の中 に位置づけることを認めなL、。 Une curieuse déclaration idéaliste du 

“De Genesi ad litteram" (líII， 10 ， 21) de saint Augustin， et ses o rigines 

plotiniennes， Revue d'Histoire et de Philosophie religieuses 34 ， 1954 ， 

pp. 396-397. しかしこの命題のプロティノスとアウグスティヌスに おけ る 意

味の相違に注目するなら ， こ れをアウグスティヌスの思想的文脈の中に位置づ

けるにあたっての困難 は取 り除かれたように忠 われる。

(36) この点におい て『ソリロクィア』のアウグスティヌスよりむしろそ の後のア

ウグスティヌスに ， われわれはプロティノスとの共通点 をより多く発見する。

アウグスティヌスはプラトニズムの独 自の展開 を行なってい ると言うべきであ

ろう。Pépinがプロティノスの 「世界知性」とそ の役割の共通 性 を 指 摘 する

『教師論』の「内なる教師」が ， 想起説 における真理 と照 明説 における真理 と
の中間 的なあり方を 示してい ることは興味深し、。 L e probl色me d e  la com

munication des consciences chez Plo tin et saint Augustin， Revue de méta

physique et de morale 55， 1950 ， pp. 128-1 48. 

(3 7) ここにアウグスティヌス独 自の分有論が成立する。 De trin. 1， 6， 10. vi

tae a巴ternae et nos participes fac ti pro modulo nostro immortales e伍幽

cimur. Sed aliud est ipsa cu jus participes e伍cimur vitae aeterna， aliud 

nos q U1 eJus partic lpat!One Vlvemus m aet ernum. 

(3 め し たがって ， contemplatio と呼ばれるような 「現実に 知性認識してい る」

状態に至 るためには， いっそ う強力 な「 照 明」とでも呼ぶべきものが必要 とな

るであろう。
(39) ll ，  1 ，  1. beatus autem n巴mo nisi vivens 

(40) IFソリログィア』の魂不死 論証がや がて顧み られなく なったことの理由 を ，

そこでは個 とし ての魂が認め られてい ない とい うことに求めるDörrie， H.， op. 

cit. pp. 15 4-155. のは適切ではないであろう。 個 を形成するのは ， 異 なっ た

ことを知ることではなく ， 異 なった程度 に知ることである。 cf. Hadot， P.， 

Plotin ou la simplicité du regard， 1963， p. 39. 

(41) Apoc. 21 ， 1. cf. De civ. Dei， X X， 16. Finito autem judicio， quo prae・

nuntiavit judicandos malos， restat ut etiam de bonis dicat . . .  Justi autem 

in vitam aeternam. Et vidi， inquit， caelum novum et terram novam. 

(42) ll ，  11 ， 21. Quisquamne igitur mirum putabit， si ea [sc. disciplina dis・
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putandi = dialecticaJ qua vera sunt omnia，  per se ipsa et in seipsa vera 

sit veritas ? 

( 43 )  1I， 1 7， 31. utrum praeter disciplinas quibus erudimur … possimus 

quidquam ita verum i nvenire， quod non ... ex aliqua part巴 falsum sit， 

ut ex alia verum esse p ossit ?ここからディアレクティカ以外の学識 ， とり

わけ必然的真理 性に おい て勝 る数学的学識が重視されることに なる。 JI， 19 ， 

33. Quid ergo  jam opus est ut de disciplina disputationis requi ramus? 

sive enim 五gurae geom巴tricae in veritate， sive in eis veritas est， anima 

nostra， id est intelligentia nostra， c onti neri nemo ambigi t. 

(4 4) JI， 20 ， 35. ben巴 disciplinis liberalibus eruditi…nec tamen contenti 

sunt， nec se tenent donec totam faciem veritatis， cujus quidam in illis 

artibus splendor jam subrutilat， latissime atque plenissime intueantur. 


