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『ソリロクィア』にふ、ける
〈ラチオ〉の意味について
一-Soliloq. 1， c. 1， n. 1.一一

山

晶

田

アウグスティヌスの『ソリロクィア』は， 次のことぽで始まる。
久しい間， 私は沢山の様々なことがらについて思いめぐらし， 多くの
日々にわたって， 自分自身と自分の善を， また， �、かなる悪を避けるべ
きかということを， 熱心に探究してきました。
その私に向って， 突然語りかけた者があります。 その者は， 私自身で
あるのか， それとも， 私とは別の者であるのか。

c別の者であるとすれ

ばJ ，私の外からきた者で、あるのか， 内から出てきた者で、あるのか， 私は
知りません。 実は， それこそは， 私が大いに知りたL、と思っていること
なのです。 その者が， 私に向ってこうし、し、ました。 ……
Volventi mihi multa ac varia mecum diu， ac per multos diessedulo
quaerenti memetipsum ac bonum meum， quidve mali evitandum
esset; ait mihi subito， sive ego ipse， sive alius quis extrinsecus，
sive intrinsecus， nescio: nam hoc ipsum est quod magnopere scire
molior， ait ergo mihi， ……(Soliloq. 1， c. 1， n. 1.)
「私」に向って 語りかけた者は，
下，

rラチオJ ra tio と名づけられる。 以

rラチオ」と「アウグスティヌス」との対話という形で，

11ソリロク

ィア』全体は構成されている。 この「ラチオ」とは， いったい何であるの
(1)

か。 われわれはこの論文において， その問題を探究しようと思う。
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I

Iそれは， 私自

上に引用されたように， この「ラチオ」について彼は，

身であるのか。 それとも， 私とは別の者であるのか。 別の者であるとすれ
ば， 私の外からやってきた者で、あるのか。 それとも内から出てきた者で、あ
るのか」と問い， I私は知らなし、」といっている。 更に， Iそれこそは， 私
が大いに知りたいと思っていることである」といっている。
ここでは， アウグスティヌスは「ラチオ」の何たるかについて， 決定的
な答を与えていない。 さしあたりそれは， 次の二つのうちいずれかである
と考えられる。 すなわち，
(1) それは私自身である。
(2)

私とは別の者である。

しかるに，

�ソリログィア』における後の記述をみると， アウグスティ

ヌスは， (1)の説であったと思われる。 なぜならば， 同書 第2巻7章14節に
おいて， この書が『ソリログィア』と題される理由を説明して，

I私自身

(2)

によって問われ， 私自身に答える」といっているからである。 これによれ
ば，

I問う者」も「問われる者」も ，同じ「私」であるが， 特に「問う者」

としての「私」を「ラチオ」 と い う の で あ る。 したがって 「ラチオ」が
〈問う者としての〉とし、う限定をつけた上で・の「私自身」であることはあ
きらかである。
同じことは， アウグスティヌスが最晩年に書いた『再論』の記事によっ
ても確認される。 すなわち， 同書 第1巻4章l節において，
ア』について語って，

�ソリログィ

Iじっさいには唯一人の私なのであるが， あたかも

〈ラチオ〉と〈私〉とは， 二人のわれわれで、あ る か の よ う に， 私がたず
(3)

ね， 私に答えながら」云々といっている。 ここでも「ラチオ」は「私」で
あるとされている。 ただしそれは， 自分自身に「問う者」としての「私」
である。
このように，

Iラチオ」が「私」であることは，

�ソリロクィア』執筆
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当時においても『再論』が書かれた最晩年においても， アウグスティヌス
の変らない説であったと思われる。 それゆえ， この書の冒頭には. (1)であ
るか(2)であるか「私は知らなし、」といわれているが， この書の著者である
アウグスティヌスは， 実は「知っていた」のであり， つまり.

rラチオ」

の名で呼ばれるものは「私」自身であったので、ある。 それゆえ， われわれ
は以下に.

rラチオは私である」という説に沿って， この「ラチオ」の意

味を考えてゆこう。
ところでアウグスティヌスにおいては.

r私」 は 「魂J (アニマ〉であ

(4)

る。 それゆえ， もしも「ラチオ」が「私」であるならば， 同じく「私」で
ある「魂」と「ラチオ」との関係が問題になる。

rラチオ」と「魂」とは

同じ「私Jであるがゆえに， 形式論理的にいえば， 当然両者は同じもので
なければならなL、。 しかしながら， じっさいの用法においては， 両者は区
別される。 もっとも， 全然別のものではなくて.

rラチオ」は「魂」の或

部分， それも 「最高の部分」 であるとされる。 すなわち「魂J (アニマ〉
が， 感覚や想像や記憶を包含する「魂」の全体を意味する名であるのに対
して. rラチオ」はその中でも特に「思惟する部分」をいう。 この意味での
「ラチオ」は「理性」と呼ばれる。 もっとも理性とL、ぃ魂とし、L、別々の「も
の」ではなくて， 一つの「もの」すなわち， 一つの「私」である。 それゆ
え.

rラチオ」が私の最高の部分の側から把えられた「私」を意味するの

に対L.

r魂」の方は， 魂の全体としての「私」を意味するということが

できょう。
しかしわれわれはここで， これ以上， アウグスティヌスにおける「ラチ
く5)

オ」と「アニマ」の意味の相違の問題に深入りすることはできない。 今，
ここで、われわれにとって問題であるのは， 特に『ソリロクィア』の巻頭に
現われ.

r私」との対話をみちびいてゆく「ラチオ」とは何かということ

である。 その「ラチオ」の本体を， r私」である「魂」との関係において，
なしうるかぎりあきらかにLてみたい。

4

11
「ラチオ」も「魂」も同じ「私」であるが， 1ラチオ」は私に「問う者」
として， 1魂」たる私はそれに「答える者」として関係することによって，
「私との対話」としての『ソリロクィア』は成立する。 では， この場合，
「問う」とはし、かなることか。 また「答える」とはいかなるこ と で あ る
台、。
一般に， 何かについて問う者は， そのことについて「知らない」から問
うのであり， 答える者は， そのことについて「知っている」から答えるの
である。 その意味で，

1問う者」は「答える者」に劣る。 たとえば， 生徒

が先生に「問う」場合がそれである。 しかし， そのような関係を，

wソリ

Pグィア』における「ラチオ」と「魂」との関係にあてはめることはでき
ない。 もしあてはめるとすると， 1ラチオ」は「劣れる者」となり， 1魂」
の最もすぐ、れた部分で、あるとはいえなくなるからである。 それゆえ，
リログィア』において，

wソ

1ラチオ」が「魂」に問うのは， 前者が「知らな

い」ことを， 後者に問うて， その教えを乞うためではない。
しかしながら， 問う者が必ずしも自分の「知らない」ことを問うとは限
らなし、。 自分の「知っている」ことを相手に問う場合がある。 先生が生徒
に「試問する」場合がそれである。

wソリログィア』における「ラチオ」

と「魂」との問答は， そのような関係においてなされるのであるか。 もし
そうだとすれば，

1ラチオ」としての私は， この対話において論じられる

ことを， 既に全部「知っておりJ， 聞いながら相手がどれだけ 知っている
かを試していることになる。
しかしながら，

üソリログィア」における「ラチオ」は， そのような意

味でこの対話を通して展開されることがらをあらかじめ既に知っていると
は思われない。 この対話において「ラチオ」は， あくまでも 「知 ら な い
者」として問うているのである。 その聞は「試問」ではなくて「探究」で
(6)

ある。
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では，

Iラチオ」が聞い，

I魂」が答えるとき， I問う」とか 「答える」

とかし、うことは， 何を意味するのであろうか。

I問う者」も「答える者」

も「私」である。 私が私に問い， 私が私に答えるのである。 答える私は，
答えるかぎりにおいて， そのことを 「知っている」 ので な け ればな ら な
い。 では「知っている」とはし、かなることか。 魂は魂の場所に現われるも
(7)

ののみを知の対象とすることができる。 それゆ え 「知って い る」こ と と
は， 苦慮が自己の場所のうちに「保持している」ことである。 それ以外のこ
とを魂は知らず， したがって答えることもできない。
では ， Iラチオ」としての私が， 魂である私に問うとはし、かなることか。
問う者は， 知らないことを問うのである。 それに対して魂が答える場合に
は， 魂はそのことを知っている。 しかるに「ラチオ」も魂と同じ「私」で
あるから， 魂の知っていることは 当然，

Iラチオ」も知っているのでなけ

ればならない。 しかし， もしもそうだとすれば，

Iラチオ」は既に 「知っ

ている」ことを問うことになり， 対話は「探究」の性格を失ってしまう。
それゆえ対話が「探究」であるためには，

Iラチオ」はあくまでも，

I知

らなし、」ことを問うのでなければならなし、。 したがって「ラチオ」が魂に
問うとき，

I知っているが知らないこと」を問うことになる。 これは矛盾

である。 この矛盾はいかに解決されるべきであるか。
この矛盾は， 同じ知の内容であっても， それが魂の場所に保持されて在
るとし、う仕方で魂に知られている場合と，

Iラチオ」に問われて， それに

答えることにおいて知られる場合とでは， いわば知の明るさが異なると考
えることによって解決の道が聞かれるであろう。
魂である私が「知っている」とは， 魂の場所に保持されていることであ
る。

Iラチオ」がそれについて「問う」のは， その同じ知を， より明るい

知のエレメントに引出すためで、ある。 それゆえ「ラチオ」は， 問うかぎり
においては， その知をまだ明瞭な形において所有し て い な い とい う 意味
で， まだ 「知らなし、」。 しかし， その聞に対して魂が答えると， 魂の場所
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にそれまで暗い状態で保持されていたものは， ラチオの求める知の明るい
エレメントに引出される。 それが，

1"ラチオ」にとっては， それまで知ら

なかったことが， 魂の答によって「知られる」ことである。 このようにし
て，

1"ラチオ」と「魂」と の聞に問と答とが重ね ら れ て ゆ く過程におい

て， 魂の場所のうちに保持されていた「暗し、知」は，

1"ラチオ」によって

承認された「明るし、知」に転化してゆくのである。

111
『ソリログィア』における「ラチオ」と魂との対話を， 上のように理解
すると， それはプラトンにおける「対話」と類似したもののように思われ
てくる。
プラトンにおいては，

1"問う者」は「ソクラテス」であり， 答える者は

相手の誰かである。 この対話において， ソクラテスが相手に問うのは， 彼
自身が知らないことを， 知っている相手から教えてもらうためで、はない。
一見， そのように見える場合があっても， それはいわゆるソクラテスの皮
肉にすぎなし、。 しかしまた， ソクラテスは， 問うべきことがらを既に何も
かも知っており， その知にもとづいて相手の知の程度を試問するために対
話するのでもない。 ソクラテスの目的は， あくまでも相手と共に， 問と答
とを通じて， 真実を探究してゆくことに在る。 この点，

wソリログィアJ

における「ラチオJ と「魂」との関係に似ている。
更に， ソクラテスは， 相手に問うことによって相手に答えさせるが， 相
手がそれに対して答えることができるのは， その答の内容となる知を相手
が既に所有しているからであり， ソクラテスの聞に対して答えるとき， 彼
はそれまで記憶のうちに有していたことを「想起する」のであると考えら
れている。 ソクラテスの聞はそれゆえ， 相手がその記憶のうちに「暗い知」
として所有していたものを，
の点も，

1"明るい知」に転化させる役割を演じる。 こ

wソリログィア』における， 魂の有している知と，

1"ラチオ」に
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よって「聞い出される」知との関係に似ている。
更に， 両者における共通性は， その対話の目的とする所に関しでも認め
られる。 プラトンの対話篇において， 相手は， 始めはソクラテスの聞に元
気良く答えてゆくが， しかし終りに到るまで， すべての聞に対して明快に
答えられるわけではなくて， ついには答に窮してしまう。 そして，

I答え

られなし、」という答をしなければならなくなる。 すなわち無知の告白をし
なければならなくなる。
では，

I無知」とは何を意味するか， それは， 魂が答えるべきものを自

分の場所の中に持たないことである。 そのかぎりにおいて， 無知は否定的
意味しか持たない。 しかし単に「無知である」ことと， 無知を「告白する」
こととは同じでない。 自己の無知を告白する者は， 自己が無知であること
を「知っている」のであり， 答えるべきものを持たない自分の魂の状態を
「知っている」のである。 そしてこの知は， 単に魂が自分のうちに持って
いるものを知るというだけの知ではなくて， 知を持たない自己の「魂」を
知る知として， レヴェルの高い知であり， かかる知を得るために魂は， 自
己内超越を必要とする。 ソ グラテスが相手を問いつめてゆき， 窮地におと
し入れ， 無知の知の告白を余儀なくさせるのは， 相手をいじめるためで、は
なく， 一段レヴェルの高い知の段階に上昇させるためで、あり， そのために
魂の自己内超越をなきしめるためで、ある。 この点においても，
ス」は，

Iソグラテ

�ソリログィア』における「ラチオ」に似ている。

IV
われわれは先に， Iラチオ」が私自身であるかぎりにおいて， Iラチオ」
は魂の部分であり， すなわち「理性」と呼ばれる魂の最高部分であること
をみた〔第 I章〕。
ところで， もしも「ラチオ」が私自身であるとするならば， 当然「ラチ
オ」は私に内在するものであり， \，、かなる意味でも私の外に在るものでは
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ない。 したがって，

rラチオ」と魂との対話とは， 私が私と対話すること

であり， 魂が自分の場所のうちに有している「暗い知」を，

rラチオ」の

光のもとに想起することであり， ただそれだけのこととなる。 つまり， 魂
が既に漠然とした形で、有している知を，

rラチオ」の光のもとに分析し，

比較し， 関係づけ， 合理化し， 意識化することであり， ただそれだけのこ
ととなる。 その場合には， 私との対話によって私のうちに生ずるものは，
分析判断にすぎない。 つまり， そこに生み出される知は， ただ「反省知」
であることにおいて， 魂がもともと有していた「直接知」と異るだけで，
知の内容に関しては， 何ら変化がないことになる。
もしも「ラチオ」と魂との対話がただそれだけのものにすぎないとすれ
ば， この対話が目指す魂の自己内超越は絶対に不可能である。

rラチオ」

は， 私自身である魂の場所のなかに在るものを探しまわるだけであり， そ
こに見出さないならば「なし、」というだけである。 更に，

rない」という

否定を媒介として魂が自己の限界を自覚し， その自覚を媒介として， より
深いより本来的な魂の場所に出てゆくこと， つまり， 自己内超越をしとげ
ることはできないであろう。 それをしとげることができるためには， 何か
魂をして， この自己内超越を「なさしめる者」がなければならなし、。
もしも「ラチオ」が魂の一部であり， 魂に内属し， 魂のうちに在るもの
を分析することだけが「ラチオ」の仕事であるとすれば， rラチオ」には，
このような自己内超越を魂になさしめる力はないと い わ な け れ ばな ら な
い。 もしも「ラチオ」にその力があることを認めようと思うならば，

rラ

チオ」はただ魂の一部として魂に内在するだけのものではなくて， 何か魂
を超越する性格を有し， この性格のゆえに魂のうちに， 魂がそれまで持た
なかった新らしい光を， 魂との対話を通じて送りこんでくるものであると
考えざるを得なし、。
しかし「ラチオ」は， いかなる仕方で魂を超越するのであるか。 もしも
「ラチオ」が魂とは存在的に異なる何ものかであるという仕方で魂を超越
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するのであるとすれば， 私のうちには， 魂という「もの」と， ラチオとい
う「もの」とが共存し， この二つの相互に区別された「もの」と「もの」
とが， 私の中で対話することになる。 それでは『ソリログィア』は.
と私との対話」ではなくなる。 それゆえ.
であり.
かくて.
なくて.

I私

Iラチオ」はあくまでも「私」

I魂」と同じ「私」でなければならない。
Iラチオ」と「魂」との対話が， 単なる魂の「自己反省」では
I自己内超越」を目指すものであり， しかも他面.

Iラチオ」は

存在的に「魂」と別のものではなくて， 魂の部分として魂に内在するもの
であるとするならば， この「ラチオ」の二つの条件をみたすために.

Iラ

チオ」 は魂の部分であるかぎりにおいては魂に内在す る も の で あ り な が
ら， しかも魂、を存在的に超越するものを何らかの仕方で受容れることので
きる性格， すなわち， 魂にとって超越的なものに対して聞かれて在る性格
を有すると考えなければならなし、。 その意味で「ラチオ」は， 魂に対して
内在一超越的性格を有すると考えなければならない。
「ラチオ」のこの超越的性格をみとめることによって始めて. Iラチオ」
が「問う」ことの意味も分ってくる。 既に述べられたように〔第II章J.
「問う」かぎりにおいて. Iラチオ」は「知らない者」であり， それの答を
「魂」のうちに求めるのであるが.

I問う」とは何らかのことを問うこと

であり， 何を， いかに問うべきかを知らないならば.
ない筈である。

I問う」こともでき

Iラチオ」は「魂」に対して「問う」ことができるのであ

るから， 何を， いかに問うべきかということは， 知っているのでなければ
ならない。 では「ラチオ」はこのことを， どこから知るのであるか。
「魂」からでないことはあきらかである。

I魂」は「ラチオ」から問い

かけられて， それに答わる べきものを自己の場所の う ちに探す の で あ る
が， それを見出すにせよ， 見出さ.ないにせよ， 魂は「ラチオ」の聞に応
じてそれを探すのであって， 自分から自分に間を立てることはできなし、。
ゆえに「ラチオ」は魂から， 何を. \，、かに問うべきかを学ぶことはできな

10

し、。
それでは「ラチオ」は， 自分自身のうちに， 何を， し、かに問うべきかを
心得ていて， いわば聞の形式をア ・ プリオリに所有していて， その形式に
もとづいて聞を立てるのであるか。 もしそうだとすると，

rラチオ」の魂

に対する聞は， あらかじめ「ラチオ」によって設定されているアンケート
のようなものになるであろう。 それは， 或限られた聞の枠内で動く問とな
り， 閉そのものが答との関連において， 常に新たな聞を生み出してゆく無
限の可能性を失うであろう。 これは「ラチオ」がその超越的性格を失うこ
とである。
それゆえ，

rラチオ」が魂に内在しながら， しかもたえず新らしい光を

魂のうちにそそぎこむことができるために，

rラチオ」は自分を超越する

者から， まず何を問うべきかを教えられ， それに従って「魂」に問うので
なければならない。 その教える者の声に対して常に聞かれて在ることが，
「ラチオ」の超越的性格にほかならない。 その意味で， 真に生きてはたら
いている「ラチオ」には「ラチオ」に何を問うべきかを教える何者かが，
いつもつきまとっているといわなければならない。

V
このことは， プラトンの対話篇におけるソクラテスについてもいうこと
ができる。 ソクラテスは相手に対して「問う者」である。 相手からその答
を要求する者である。 しかし， 何を， \，、かに問うべきかとし、う聞に対する
答を， 彼は相手に問うことはない。 それゆえソクラテスは， 相手に問う前
に， 何を， いかに問うべきかを既に知っているのである。 さもなければ相
手に向って「問う」こと自体が不可能で、あろう。
ではソクラテスは， 何を， いかに問うべきかを， どこから知るのである
か。 彼はあらかじめ問うべきことがらのアンケートを所有していて， それ
についての答を相手に要求するのであろうか。 もしもそ う で あ る と す れ

『ソリログィア』における〈ラチオ〉の意味について
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ば， ソクラテスの対話は全く下らないものになるであろう。 その対話が真
に生きた対話であるためには，

ソグラテスは， あらかじめ計画して自分の

もとに所有している聞のアンケートによって問うのではなく， その都度，
何を， いかに問うべきかを， 自分を超えた者から知らされるのでなければ
ならない。 或いは， その都度の聞は， 先行する聞に対する相手の答に応じ
て自ら決定されてくるにしても， その決定そのものを方向づけている根原
的な聞に関しては， ソクラテス自身， 彼を超える者から教えられるのでな
ければならな い

:

ソクラテスに， もっとも根原的な次元において， 相手に何を， いかに問
うべきかを教える者， また， 沈黙のうちに， ソグラテスの聞の方向を規制
している者， そして， 必要の場合はそれを禁じ， 或は命じ， 或は裁可する
者， それはソクラテスについているダイモニオンである。 つまり， ソクラ
テスにはダイモニオンがつきまとい， 彼の聞を根原的に動かし て い る か
ら， ソグラテスの聞は生動性を帯び， 相手との問答は実り豊かなものとな
(10)

るので、ある。
同じことが，
ができる。

IT'ソリログィア』における「ラチオ」についてもいうこと

Iラチオ」は魂に対して問うが， その聞は「ラチオ」が， いわ

ばア ・ プリオリに， 自分のうちにそなえている「聞の表」によって問うの
ではない。

IラチオJ が問うべきことは， その都度「ラチオ」を超えた所

から「ラチオ」に与えられてくるのである。 すなわち， ソクラテスにつき
まとうダイモニオンが在るように， IT'ソリログィア』の「ラチオ」には， い
わばそれにつきまとう「ダイモニオン的なもの」がある。 その「ダイモニ
オン的なもの」に対してひらかれ， その声をいつも聞き う る態勢に 在 る
ということに，
る。

Iラチオ」の， 魂に対する内在一超越的性格がみとめられ
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VI
以上， われわれは，

wソリロクィア』における「ラチオ」を， プラトン

の対話篇における「ソクラテス」と比較して， 両者の共通性を考察してき
たのであるが， 他面， 両者の聞には， 何らかの相違が認められる。 共通性
とともに相違点を明瞭にすることは，

rソクラテス」との比較のもとに，

『ソリログィア』における「ラチオ」の意味を明らかIこするために役立つ
であろう。 では， 両者の相違点はどこに在るか。
誰でもすぐに気がつく両者の相違は， 次の点に在るであろう。
プラトンの対話篇においては， 対話は「ソクラテス」とその相手という
こつの人格の聞に交される対話であるのに対し，
ては，

wソリロクィア」におい

r問う者」と「答える者」とは， 同ーの「私」である。 すなわち対

話は， 前者の場合に は 「他者との対話」 で あ る の に対し， 後者の場合に
は，

r自己との対話」である。

この相違はたしかに重要であり，

r他者との対話」を「自己との対話」

に内面化した点に『ソリログィア』の独自性をみとめ，

r中世哲学の内面

化はアウグスティヌスに始まり， アウグスティヌスの内面化は『ソリログ
ィア』に始まる」とし、う歴史的意義をここに見出すこともできょう。
しかしながら， この相違は， 実は表面的なものにすぎないとも考えられ
る。
プラトンの場合， たしかに対話の形式に着目すると， 対話しているのは
「ソクラテス」と「相手」とし、う二人の人格である。 しかし対話篇を書い
ているプラトンに着目すると， プラトンは自分の思想を展開するために，
この二人に対話をなさしめているのであって， この見地よりみれば，

rソ

クラテス」も「相手」も， 実はこの目的のためにフ。ラトンのあたまの中に
創出された架空の人物にすぎないとも考えられる。 その場合，

rソクラテ

ス」はプラトンにおける「ラチオ」を代一去し， r相手」はプラトンの「魂」
を代表することになるであろう。
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このように考えるならば， プラトンの対話篇も， 本質的には，

rソクラ

テス」とその相手との対話に名をかりた， プラトンという「私」の「私と
の対話」にほかならないことになる。 それゆえ， 両者が異なるのは対話の
「形式」であって， その本質においては， 両者は共通すると考えられてく
る。 その意味では， 中世哲学の内面化は「アウグスティヌスに始まる」と
いうよりはむしろ，

r既にプラトンに始まる」というべきかもしれない。

すくなくともいえることは， 哲学の「内面化」の端緒は既にプラトンに在
り， その傾向がプロティノスを通し， アウグスティヌスに到ってきわまる
ということであろう。

VII
プラトンの対話篇における「ソクラテス」と，

�ソリログィアJにおけ

る「ラチオ」との本質的相違は， ではいかなる点に存するのであろうか。
「ソクラテス」も「ラチオ」も， 既に述べられたように 〔第111章〕， 魂
に向って問いかけるのは， 魂をして自己内超越をなさしめるためで、ある。
しかしそのために，

rソクラテス」も「ラチオ」も， 自分自身が自己を超

越する者に対して聞かれていなければならない。 そして魂に対して何をい
かに問うべきかということを， 自己を超越する者から教えられていなけれ
ばならない。 その者はしかし「ソクラテス」や「ラチオ」を 絶対に超越す
る者ではなくて， その絶対に超越する者の意思を「ソクラテス」や「ラチ
オ」に伝達する者であり， その役目を果すために， いつも彼らにつきまと
っているものである。 それは，
であるが，

rソクラテス」の場合は「ダイモニオン」

�ソリログィア』の「ラチオ」にも， 何か「ダイモニオン」に

似たもの(その意味で「ダイモニオン的なものJ)がつきまとってい る よ
うに思われる〔第 V 章〕。
ここまでは，

rソグラテス」と「ラチオ」との共通性である。 両者の相

違はむしろ， その「ダイモニオン」ないし「ダイモニオン的なもの」に対
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する「ソクラテス」と「ラチオ」との関わり方の相違において認められる
ように思われる。 まず「ソクラテス」のダイモニオンに対する関わり方を
みよう。
ダイモニオンは 「ソクラテス」 に対して， たえず干渉す る わけ ではな
い。 しかし「ソクラテス」の魂に対する聞を， 自己内超越へと決定的に動
かし方向づけているのはダイモニオンの声である。

Iソクラテス」は自分

の理性に従って自由にふるまう。 それに対してダイモニオンが沈黙してい
るのは， ダイモニオンがそれを裁可している証拠である。 ただ「ソクラテ
ス」の言行が度を外そうとするときだけ， ダイモニオンは禁止の声として
「ソクラテス」にはたらく。「ソクラテス」自身が ， 何をなし， 何を問うべ
きかについて， 自分からダイモニオンに伺いを立てることは一度もなかっ
たように思われる。

Iソクラテス」はダイモニオンの守護を信じ， それに

身心を委せて， あとは自分の理性に従って自由に振舞ったよう に 思 わ れ
る。 そして「ソクラテス」の臨終の時， 彼は自分の言行がダイモニオンに
(12)

よって裁可されているのを信じ安らかに死んでゆくのである。 もしも「ラ
チオJ (それは， Iソクラテス」に於ては「ロゴス」であるが)に従って生
きる生き方を「ラチオナリスム」と呼ぶとすれば，

Iダイモニオンの守護

のもとにおけるラチオナリスム」こそは ，Iソクラテス」の生き方であり，
それが「ソクラテス」の「ダイモニオン」に対する関わり方であったとい
うことができょう。
これに対して，

�ソリロクィア』における「ラチオ」の「ダイモニオン

的なもの」に対する関わり方は，

I祈り」である。

Iラチオ」は魂に向っ

て聞を出し， 魂を問いつめてゆき， 魂を窮地におち入らしめ， 無知を告白
させる。 無知を告白する魂に対して「ラチオ」が命ずるのは「祈り」であ
る。 そして魂が 「ラ チ オ」 の命に従 っ て祈るとき，

Iラチオ」 を通し て

「ラチオ」を超えた者の側から， 魂の中に光がさしこみ， 魂の前に新らし
(13)

い視野が聞けるのである。

『ソリログィア』における〈ラチオ〉の意味について
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ところで， このように魂に対して「祈り」を命ずる「ラチオ」は， それ
自身，

Iラチオ」を超えた者に対して，

I祈り」の態度を以て関っている

のでなければならない。
「ソクラテス」はダイモニオンの声をきき， それに従う。 しかしダイモ
ニオンに対して祈ることはなく， また問いつめられて窮地におちいった魂
に向って， 夕、、イモニオンに祈るようにすすめることも決してない。
ラテス」はダイモニオンに従う。 しかし祈らなし、。 これに対し，
グィア』の「ラチオ」は，

Iソク
�ソリロ

Iラチオ」を超える者に祈り， 魂に祈ることを

命ずる。 ダイモニオンないし「ダイモニオン的なものJ に対するこの関わ
り方の相違こそは，

Iソクラテス」と『ソリログィア」の「ラチオ」との

最も 本質的な相違であると思われる。

VIII
では， この両者の「ダイモニオン」ないし「ダイモニオン的なもの」に
対する関わり方の相違は何にもとづくのであろうか。
まず， ソグラテスはダイモニオンに対して何故祈らないのであるか。 そ
れは恐らく， ソグラテスにとってダイモニオンは，

I守護の霊」であって

(14)

「神」ではなし、からであろう。 ダイモニオンは， 人聞の世界をはるかに超
越する神の意思を， ソクラテスに伝える役割を演ずるものである。 それゆ
えソクラテスは， ダイモニオンの芦を神の声として， 畏怖の念を以てこれ
に聴従しなければならない。 しかしダイモニオンそのものは神ではなし、か
ら， これを礼拝したり， これに祈ったりすべきではない。 もしこのような
態度を取るならば， それは迷信となり， 偶像崇拝となり， 1賓聖となる。 そ
れはソクラテスのラチオに反する。 ダイモニオンを通してきこえてくる神
の声に文句なしに従うことが， ソクラテスにとって「敬度」めσgßEeαであ
った。 ソクラテスがダイモニオンの声に従いながら， これに対して礼拝や
祈りの態度を取らなかったのは， 彼の無宗教性の故でなくて， 却ってその
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宗教性にもとづくことであったといえよう。
これに対して，

�ソリログィア』における「ラチオ」の「ダイモニオン

的なもの」に対する態度はどうであるか。 われわれはこれまで，

�ソリロ

グィア』の「ラチオ」につきまとい， これを照らしみちびく或者を，
グラテス」につきまとう「ダイモニオン」との比較において，

1"ソ

1"ダイモニ

オン的なもの」と呼んできた。 しかしこの呼称を， もしアウグスティヌス
が聞いたならば， われわれはアウグスティヌスに叱られるであろう。
たしかに，

�ソリログィア』における「ラチオ」の， その者に対する関

係は， あたかも「ソクラテス」の「ダイモニオン」に対する関係に似てい
る。 そこまでは， いうことが許されるであろう。 しかし似ているのはただ
その関係だけである。
に光を与える者は，
なく，

�ソリログィア』の「ラチオ」につきまとい， これ
1"ソグラテス」の場合のような「ダイモニオン」では

1"ダイモニオン的なもの」でもない。 ソクラテスにおいて「ダイモ

ニオン」は「守護の霊」を意味した。 しかしアウグスティヌス に お い て
「ダイモニオン」ないしその原語の「ダイモン」は， 専ら「悪霊」の意味
で用いられる。 それゆえ，

1"ラチオ」を照らす者が「ダイモニオン的なも

の」であるなどというのは， アウグスティヌスの立場からいえば， とんで
もないこと， である。
しかしながら，

�ソリロクィア』の「ラチオ」がラチオを超える何者か

につかれており， それから光を受けていることは， アウグスティヌスも承
認するであろう。 ではこの者は何と呼ぶべきであるか。
それは， ダイモニオンではないが「霊 J spiritusである。 それも，被造の
霊ではなくて「神の霊J spiritus Deiである。 それゆえ， 1"ラチオ」にその
霊が「つきまとう」とし、う表現も適当ではない。 むしろそれは，
グィア』の「ラチオ」に「臨在しJ ad-esse，

�ソリロ

1"現存するJ p rae-esse とい

うべきである。
すなわち， 1"ソクラテスJに， 神の意思を告げ知らせる「ダイモニオン」

『ソリログィア』におけるくラチオ〉の意味について

がつきまとうように，

�ソリロクィア』の「ラチオ」には，
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1"神の霊」が

「臨在LJ 1"現存する」のである。
このように考えるならば，

wソリログィア』の「ラチオ」が， 何故「そ

の者」に対して「祈る」のかはあきらかである。

wソリログィア』におけ

る 「ラチオ」 は， 自分に臨在し現存する 「神の霊」に向っ て祈り， また
「魂」 にも祈ることを命ずる。 そのとき， ダイモニオン を通してではな
く， 直接的に「神の霊」が，

1"ラチオ」を通して， 魂を照らし， 魂の前に

新らしい世界をひらくのである。
ソグラテスがダイモニオンのことばに従いながら， これに向って祈らな
いのに対し，

wソリログィア』の「ラチオ」は， 自己に臨在L現存する神

の霊 に 向って 祈 る。 ここに「ソグラテス」と『ソリログィア』の「ラチ
オ」との本質的相違が見出される。

IX

『ソリログィア』の巻頭に現われる「ラチオ」が， 単なる「理性」では
なくて， この「神の霊」にいわば「臨在されている」ラチオであると解す
るとき， この書の巻頭にこの「ラチオ」が現われる場面について記述され
ていることは， 再考を迫られることになる。
すなわち，

1"アウグスティヌス」に向って突然話しかけた者について，

彼は「それは私自身であるのか， それとも私とは別の者であるのか。 別の
者であるとすれば， 私の外からやってきた者なのか， それとも内から出て
きた者なのか」と問い，

1"私は知らなし、」といっている。 更に「それこそ

は私が， 大いに知りたいと思っていることである」といっている〔本論文
序〕。
ここでは， アウグスティヌスは「ラチオ」の何たるかについて， 決定的
な答を与えていない。 しかしそれは， 次の二つのうちのいずれかであると
考えられる。 すなわち， (1)それは私自身である。 (2)私とは別の 者 で あ る
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〔第I章〕。
ところで、われわれはこれまで， (1)の線に即して，

�ソリログィアJにお

ける「ラチオ」の意味を考察してきた。 すなわち，

Iラチオ」は「理性と

しての私」であるという解釈に即して，

Iラチオ」の意味を考察してきた

のである。 そしてこの解釈は， アウグスティヌス自身の証言にもとづくの
であるから， 正しいといわなければならない。
しかし， もし『ソリロクィア』の「ラチオ」が， 単純に「理性」として
の「私」であるならば， 何故アウグスティヌスはそのことをこの書の巻頭
において， 単純卒直に表明しなかったのであろうか。 何故「それは私自身
であるか， 私とは別の者であるか」という聞を出し， それに対して「私は
知らなし、」といったのか。 その理由が問題となる。
いちおう， これは「理性」と「私」との対話を劇的にするための， アウ
グスティヌス特有のレトリッグであると解して， 問題を解消させることも
できる。
しかし， その後に続く，

Iそれこそは， 私が大いに知りたいと思ってい

ることである」ということばも， 単なるレトリッグとして聞き流すことが
できるであろうか。 このような疑念がなお残されたのである。
しかし一応， われわれは(1)の説に従って， この「ラチオ」は「理性」と
しての「私Jであると解した。 そのように解した上で， われわれは， 自分
の魂に向って「問う者」としての「ラチオ」の性格を考察してきたのであ
る。 そして，

I私との対話」が， 単に魂内部の自己分析や自己反省にとど

まることなく， 自己否定を媒介としながら魂自身の前に新らしい世界を聞
いてゆくような生きた対話であるためには， この「ラチオ」は， 単なる内
在的合理主義的意味での「理性」でなくて， 自分を超える者から光を受け
ることのできる理性すなわち， 超越者に対して開かれている理性であると
いう意味で， 超越的性格を有する理性でなければならないことをみた〔第
IV章〕。 更にそのような 「ラチオ」と「超越的なもの」との関係を「ソク

『ソリログィア』における〈ヲチオ〉の意味について
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ラテス」と「ダイモュオン」との関係に比較して， 両者の或種の共通性に
もかかわらず， 本質的に相違する点が認められることをみた。 そしてつい
に『ソリログィア』の「ラチオ」を「神の霊に臨在されている理性J，その
神の霊に対して「祈る理性」であることを見出したので、ある〔前章〕。
ところでここまでくると， このような「ラチオ」を単純に「理性」とい
い切ってよいかとし、う疑問が再び頭をもたげてくる。
もっとも， この「ラチオ」は「私」であるということは， 既にみられた
ように〔第 I章]， アウグスティヌス自身がし、って いるのであるから， (1)
の説を捨てて(2)の説を取ることはできない。 すなわち， ["ラチオ」は「私」
とは別の或者であると考えることはできなし、。 あくまでもそれは「私」と
しての「ラチオ」であり， 魂の部分としての「ラチオ」であるという立場
は固持されなければならない。 しかしながらそれは(2)の説を全然排除する
ものではないように思われる。 外からにせよ， 内からにせよ， 何かアウグ
スティヌスがそれまで持っていなかったもの， 或は， 持っていたにしても
それに気付かなかったものが， 何か新たに「アウグスティヌス」に現われ
て， 語りかけるとし、う経験がそこに表現されているのではないかと思われ
る。 そう思われるのは全然根拠のないことではない。 そう思わせる根拠を
あげることヵ:できる。
もしもこの「ラチオ」が「魂」の部分としての「理性」にすぎないとす
れば， そのような理性はアウグスティヌスに生まれっき具わっているもの
であるから， 彼が何らかの仕方で思惟するときには， そのような理性はア
ウグスティヌスのあたまの中でいつもはたらいていた筈である。 それゆえ
彼がいうように「さまざまなことがらを思いめぐらし」ていた時にも， こ
の「思いめぐ、らすJ volvere はたらきに即して彼の理性としてのラチオは
既にはたらいていた筈で、ある。 しかしこのようなラチオ(理性〉でいくら
「思いめぐらして」みても， 彼の思惟は空転するlまかりであった。 そこか
らは決して『ソリログィア』におけるような生産的な思惟は生れてこなか
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ったのである。 それゆえ.

I思いめぐらしていた」アウグスティヌスに向

って「突然J subito語りかけてくる者は， それを「ラチオ」と呼ぶとして
も， 何か人聞が生来有している思惟能力と定義されるようないわゆる「 理
性」とは向じものではないように思われる。
そ れ に もかかわらず， この 「突然」 語りかける「ラチオ」が， やはり
「理性」であり.

I私」であるとするならば， そして， 私が 本来有してい

る「理性」と 本質的に別のものではないとするならば， この「突然」語り
かけるということは， どのように解したらよいのであろうか。

X

次に述べるのは， 私の解釈である。 一つの解釈であるから， それに固執
するつもりはない。 次のように考えられないであろうか。
ここで「アウグスティヌス」に向って「突然」語りかける者は， アウグ
スティヌス自身の「理性」としての「ラチオ」である。 その意 味 で こ の
「ラチオ」は， アウグスティヌスに外からか内からか現われてくる「別の
者」ではない。
それにもかかわらずその「ラチオ」は， さまざまなことを空しく「思い
めぐらしていた」古きアウグスティヌスの「理性」でもなし、。 それは「神
の霊」のうちによみがえり， 新たにされた， 新らし き ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス
の「理性」で あ る。 そ の「理性」は， アウグスティヌスに， ただ「思い
めぐらす」だけではなく.

I神に祈る」ことを教える「ラチオ」である。

そのような意味で新らしい「ラチオ」が.

I突然」彼に語りかけたのであ

る。
では「突然J subito とは， 何を意味するのであ ろ う か。 それは， この
「新らしいラチオ」がアウグスティヌスに語りかけた瞬間が.

I古き人」

アウグスティヌスが「新らしき人」アウグスティヌスに「生れ変った」瞬
間と合致するとし、う意味で「突然」なのであろうか。
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そうではないと思われる。 そのような新らしい人への「生れ変わり」の
瞬間を求めるならば， それはむしろ「回心」の時であろう。 回心以後， カ
シキアクムにおける祈りと思索の生活の中で， 回心により新にされたアウ
グスティヌスの「ラチオ」は， 徐々にではあるが確実に， 神の霊の中で生
長し成熟していったのるある。 そして成熟の或段階において，
ウグスティヌスに語りかけ，

I突然」ア

�ソリログィア』の端絡を聞くのである。

アウグスティヌスは ， �ソリログィア」第2巻7章14節において， この書
の展開の仕方を 説明して， 既に述べられたように〔本論文第I章]，

I私

自身によって問われ， 私に答えながら， 真実を探究する」とし、う。 しかし
「神の助力を受けながらJ Deo adiuvanteということばを附加することを
(6)

忘れなし、。 ただ「私と私とが問答する」だけでは， それは単に「思いめぐ
らす」こと， すなわち， 思考の空転になりかねない。 その「私との対話」
が， 実りある「真理の探究」となるために， それはたえざる「神の助力」
によって支えられなければならない。 そしてこの神の助力を得るために，
「ラチオ」は神の助力を「祈り求め」なければならない。

I祈りつつ問う

てゆくラチオ」は， アウグスティヌスのすべての著作にみられるものであ
るが， それの発端を， ここに「突然」アウグスティヌスに語りかける「ラ
チオ」において見出すことができるであろう。

キこの論文は，

�ソリロタイプ における《神と魂》 について.Jl (1中世哲学研究」

第4巻(昭和60年〕京大中世哲学研究会発行〕と対をなしている。 あわせて読んで
いただけたら幸いである。
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