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知ること， あること
ー一一アウグステ ィヌス『三位一体論』
における精神の実体概念について
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「知っている」ことが， 何らかの仕方で「知るもの」の存在にかかわる事態
であることは確かである。「知っている」ことはL、かなる仕方で， r知るもの」
の存在にかかわるのか。「知っている」ことが「ある」こととして語られうるた
めには， r知る」ことについて一定の理解が前提されていなければなら ない。
そのような理解は必ずしも一通りではないであろう。 そして前提される理解に
よれ「知っている」ことと「ある」ことと の か か わりも異なったものとして
捉えられるであろう。
アウグスティヌスの『三位一体論』が， 存在と知とを結ぶ何らかの理解を前
提していることは確かである。 しかしそれがどのような理解であるのかは， 直
接的に語られることがなL、。 知と存在とを結ぶ論理はアウグスティヌスの思惟
の前提であって結論ではなし、からである。 それゆえ， アウグスティヌスにとっ
ての思惟の前提をわれわれの思惟の結論としようとするなら， すなわちわれわ
れとしての理解を得ょうとするなら， アウグスティヌスにとっての前提がわれ
われにとっての結論となるような探求の場をまず設定しなければならない。
探求の出発点を一つの古典的な命題に求めよう。 アリストテレスは言う。「認
(1 )

識するとは一種の受動であるJo r認識する」ことは こ こ で， r受動」という存
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在論の用語により説明されている。 もっともここに言う「受動」がアリストテ
レスにとって何を意味しているのかは， 必ずしも自明で は ない。「動」は多義
的に語られる。「動」の多義性に応じて「受動」も多義的 で あ る。 しかし， こ
の命題はやがてプロティノスにより独自の解釈を施され， そのプロティノスの
解釈はアウグスティ ヌスにも独自の仕方で受け継がれているように思われる。
それゆえ. r認識は一種の受動である」というアリストテレスの命題が継承され
る過程は， われわれの求める探求の場を提供してくれるであろう。

E

もっとも， プロティノス自身が自らの考えとして. r認識する と は 受動であ
る」と主張しているわけではない。 事実はむしろ反対である。 プロティノスは，
認識を受動であるとする人々を反駁して言う。 認識するものは感覚認識する魂
にしろ， 知性認識する知性にしろ， 非物体的である。 ところが非物体的なもの
に受動はない。 したがって認識することは受動ではない。 このようにプロティ
( 2)

ノスは言う。

ではなぜ， 非物体的なものに受動はないのであろうか。 受動が認められるた
めには， 受動に先立って， 動を受けるべき何ものかが予め存在していなければ
ならない。 受動とは，

その予め存在している何ものかの一種の 「変容」 ωÀoí

ωσぼである。ところが非物体的なものは変容 することがない。もしあるとすれ
(3)

ば， それは滅びることである。 プロティノスに よ れ ば. r受動」をも含め一切
の偶有的変化が非物体的なものには適合しない。 非物体的なものに何らかの変
化があるとすれば， それは「生ずるJ r滅 びる」 といった 実体的変化以外では
ありえなし、。 したがって， 非物体的なものに， r偶有的変化と し ての受動」 を
認めることはできないのである。 プロティノスは， r認識 す る ことは受動であ
る」とL、う命題における「受動」を「偶有としての受動」と解した上で， この
命題を否定していると言うことができょう。
このようなプロティノスの解釈は， それをアリストテレスの解釈として見る

知ること， あること

77

とき， どのように評価されるであろうか。 「認識することは一種の受動である」
とアリストテレスが言うとき， 問題とされているのは認識が成立する過程であ
る。 認識が成立する過程は， アリストテレスによれば， 二重である。 すなわち，
それは一方で「認識するもの」が可能態から現実態に至る過程であり， 他方で
「認識されるもの」が可能態から現実態に至る過程である。 動とはこの可能態
から現実態に至る過程に他ならない。 したがって認識が成立する過程は二重の
動であることになる。 この二通りの動は， どのように関係しているのか。 動は
「動くもの」において実現する。 「動くもの」とは何か に「動かされているも
の」である。 認識するという動の場合， この動は「認識するもの」において実
現する。 それゆえ「認識する」とし、う動においては「認識するもの」が「動か
されるもの」である。 したがって「認識することは受動である」と言われるの
(4 )

である。

プロティノスの批判は， このようなアリストテレスの立場のどこに向けられ
ているのであろうか。 プロティノスは「受動」を偶有としての受動と解した上
で， 認識するものにそのような受動はありえないと主張する。 一見するとプロ
ティノスの批判はアリストテレスへの批判としては妥当しないように思われる。
なぜならアリストテレスは， 認識が受動であると主張するにあたって， その受
動が偶有であるか否かは全然問題としていないように思われるからである。 ア
リストテレスが問題としているのは可能態から現実態に至る過程とし、う意味で
の動にすぎないように思われるからである。 しかしながら， プロティノスの立
場から見るとき， 問題は「可能態にあるもの」とし寸表現の内に隠されている。
「可能態においであるもの」とは， 現実にはまだ存在していないものに他なら
ない。 それゆえ， r認識するもの」がただ可能態におい で あ るにすぎないとす
れば， それはまだ現実には存在していないことになる。 可能態にある「認識す
るもの」が現実にはいかなる意味でも存在していないとすれば， 可能態から現
実態へとL、う過程そのものが成立不可能となるであろう。 一つの過程が成立す
るためには， その過程を移行するものが必要である。 もし可能態における「認
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識するもの」がし、かなる意味でも存在しないとすれば， 可能態から現実態へと
移行するものが存在しないことになるからである。 それゆえ， アリストテレス
が認識を可能態から現実態への移行過程であるとするとき， その移行過程をた
どる「何ものか」の存在は前提されていることになる。 その「何ものか」は，
認識に関しては可能態にあるが， それ自身としてはすでに現実態において存在
していることになる。 この意味で， アリストテレスにとって， 認識することは
すでに実体として存在しているものに付帯する偶有である。
プロティノスが批判するのはこの点である。

I認識する」ことは「認識する

もの」にとって受動ではないと言うときプロティノスは， 可能態における「認
識するもの」が何らかの仕方で現実に存在していると考えることを退けている。
可能態における「認識するもの」の存在を一切否定するとき， I認識するもの」
は現実に認識しているかぎりにおいて， 実体として存在することになる。 プロ
ティノスは， I認識している」ことが「認識するもの」に と っ て「実体として
存在している」ことであると考えている。 これに対し， アリストテレスの言う
「認識するもの」は二重の意味を有している。 それを現実態において認識して
いるかぎりでの「認識するもの」と解するなら， それは何らかの実体に付帯す
る「偶有」である。 したがって， この意味での「認識するもの」は「認識する
もの」と呼ぶ、よりむしろ「認識していること」ないし「認識」と呼ぶ方が適当
(5 )

であることになろう。「認識 す る もの」として， すなわち何らかの実体として
存在しているのはむしろもう一つの意味での「認識するものJ， す な わち認識
への可能態においてもすでに現実に存在している「認識するもの」の方だから
(6)

である。

国

プロティノスは可能態における「認識するもの」が現実に存在すると考える
ことを認めなし、。「認識するもの」は認識することに よ り 実体として存在する
のであって， 認識する以前にはL、かなる意味においても存在しない。 このよう
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なプロティノスの主張はしかし， われわれに一つの疑問を生ぜしめるであろう。
「認識するもの」が認識する以前には存在しないとすれば， わ れ わ れ が通常
「認識する」という語で表わしているような事態は成立不可能になるのではあ
るまいか。 認識する以前にも「認識するもの」が何らかの意味で存在している
からこそ， l'認識する」とし、う事態は成立しうるのではないか。
このわれわれの疑問に対し， プロティノスは答えるであろう。 たしかに「認
識する」とし、う事態は成立する。 しかしそれはI'\，、まだ認識していないもの」
が「認識しているもの」になるとしづ過程ではない。 すでに何かを「認識して
(7)

いるもの」が別の何かを認識するということである。 とすれば， この意味にお
いては可能態にある「認識するもの」が現実に存在していると言うこともでき
るのではないか。 すなわち， 何かをすでに認識しているものとして存在してい
るものが， 別のものはいまだ認識しておらず， その別のものに対しては可能態
における「認識するもの」として存在していると言うこともできるのではない
か。 それにもかかわらずなぜ， プロティノ ス は 可能態 に お ける 「認識するも
の」の存在を否定するのか。 それはプロティノスが， あるものを「認識してい
るもの」と， それとは別のものを「認識しているもの」とは実体として異なっ
(8 )

ていると考えているからである。 たとえば， Aのみを認識しBを認識していな
かったものが， A'Bともに認識するに至った場合， l' Aを認識しているもの」
とI'A'Bともに認識しているもの」とは異なった実体で あ ると 考えているか
らである。 Aを認識しているものはI'Aを認識しているもの」として存在して
も、るのであって， iBを認識しうるもの」として存在しているの で は ない。 し
た が っ て， Aを認識しているものが， A'Bともに認識しているものへの可能
態においであるとは言えないのである。 それゆえ， われわれは次のように言う
ことができょう。 プロティノスは， 認識されるものが認識するものの実体を形
成し， 異なった認識されるものは具なった認識するものを形成すると考えて い
る， と。
もっとも， 実体として具なっているとい う こ と はI'A・Bともに認識してい
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るもの」とiBのみを認識しているもの」との聞に， 1，、かなる連続性も見出さ
れえないということではない。 実体的変化を一つの連続性であると見なすなら
ば， この意味での連続性は認めることができる。 す なわ ち， iAのみを認識し
ているもの」とiA.Bともに認識しているもの」との 聞 に は， 増大ないし成
長とでも呼ぶべき実体的変化の過程を認めることができる。
問題はしかし， i認識されるもの」の相違と「認識 する も の」の実体的変化
との関係にある。 プロティノスは， i認識 さ れる も の」が増せばそれだけ「認
識するもの」も成長すると考えている。 しかしながら， ことがらそれ自体に即
して見るなら， これとは反対の仕方で考えることも可能 で あ る。 す なわ ち，
「認識するもの」が成長すれば， それだけ多くのものが認識されるようになる
と考えることも可能である。 なぜプロティノスはそのように考えないのか。 一
見すると理由は明白であるように思われる。 なぜなら， すでに述べられたよう
に， プロティノスは可能態における「認識するもの」の存在を認めていない。
ところが， i認識するもの」がまず「認識することので き る もの」となった上
で， 現実に認識するに至ると考えることは， 可能態における「認識するもの」
の存在を認めることになると思われるからである。 し か し， i可能態における
認識するもの」の存在を認めることは， 認識していないものが認識するものと
して存在すると認めることであり， プロティノスがそう考えたように， 存在し
ていないものを存在していると見なす誤りを犯していることになるのであろう
か。「認識することができる」というあり方その も の に， 現実的存在を認める
ことも可能なのではないか。 認識しうるものが存在すると言うことにプロティ
ノスが矛盾を感ずるとき， そこにはある前提が隠されているように思われる。
それは， r-認識するとは， 認識されるものがその 形相 を 認識するものに与え
ることである」とL寸前提である。 この前提の上で考え る と き， i認識するも
の」はすでに形相を与えられ， i認識している」か， それともまだ形相 を 与 え
られておらず， i認識していなし、」かのいずれかであって， I認識しうる」とい
った中間の状態は認められないことになる。「認識する」とは「認識するもの」
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の働きが生みだす結果で は な く， I認識されるもの」の働きが生みだす結果だ
からである。 この前提こそプロティノスがアリストテ レスの認識論から受け継
(9 )

いだ立場に他ならない。 両者が異なるのは， アリストテレスにと って， 認識す
るものが認識されるものから受けとる形相は 「認識するものにおいて存在する
形相」であ ったのに対し， プロティノスはそれを 「認識するものそのものの自
存する形相」と考えている点である。 プロティノスは， 認識において受けとら
れる「形相」の意味に独自の解釈を施した上で， I認識するとは一種の受動であ
(10)

る」というアリストテレスの立場を継承していると言えよう。 ただし， 受けと
られた形相を自存する形相の意味に解するプロティノスにと って， 認識は可能
態から現実態に至る過程としての「動」ではありえな L、。 そ れ は， I動」の目
的とする形相が「動くもの」においてすでに実現しているような「動J， すなわ
(11)

ちè'A.prεほとしての「動」である。 そこに実現している形相を 自 存 す る 形 相
と解するプロティノスにと って， I認識するもの」の実体は!))sprs&aなのであ
る。

lV

以上の考察を念頭に置きつつ， 11三位一体論』におけるア ウ グ スティヌスの
論を検討してみよう。 精神の自己認識を論じてアウグ スティヌスは言う。
「精神は何を知っているにしても， 自分が知っていることを知っている。 自
分が知っていることを知っているなら， 知っている自分を知 っている。 したが
(12)

って精神は， 何を知っているにしても自分を知 っている」。
一見することの論理には飛躍が含まれているように思われ る。 「自分が知 っ
ていることJ senosseと 「自分を知 っていることJ se nosseとの混同， I知って
いる自分」と「知られている自分」との誤った同一視があるように思われる 。
しかしアウグスティヌスによれば， この同一視は正当である。 なぜか。 精神は
何かを知るとき， 全体として知る。 全体としての精神が知る。 したが って， 知
(13)

っている自分を知るとき， 自分の全体を知るのであり. I知られ ている自分」
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と「知っている自分」とは完全に同一なのである。 問題はしかし， ここに言う
「全体」の意味である。 「全体」 は「部分」に対して言われる。 だが アウグス
ティヌスはここで， 精神に「部分Jがあると認め た 上 で， r全体として知る」
と言っているのではない。 それとは反対に， 精神の部分といった考え方を否定
し， 部分を持たない精神は全体として知ると言っているのである。 ではなぜ，
精神は部分を持たないのか。 この間いに対するアウグスティヌスの答えは， さ
しあたり次のようなものであろう。 部分を持つのは物体のみである。 ところが
精神は非物体的である。 したがって精神は部分を持たなし、。 この答えはしかし，
われわれを新たな疑問へと導く。 精神は非物体的であるがゆえに部分を持たな
いのであれば， そのような精神について「全体」を語ることは， どのような意
味を持ちうるのか。
アウグスティヌスは， 精神を何らかの物体であると考えた人々を反駁して言
う。 精神を物体であると考えた人々も， 精神がたとえば知性認識するというこ
とは認めざるを得なかった。 そこで彼らは， 知性認識を精神たる物体の「質」
qualitasのようなものであると見なし， r基体J subiecturnとしての 精神に内在
すると考えた。 しかしもしそうであるとすれ�i， 精神は自分を知るとき， 何よ
りもまずその物体が知性認識していると知ったであろう。 ところが実際には，
知性認識していることが確実に知られるのに対し， 知性認識しているのが「こ
れこれの物体である」ということは確実には知られえなし、。 しかるに精神が自
分について確実に知っていることこそ， 精神であると見なすべきである。 した
(14)

がって精神は物体ではない。 アウグスティヌスはこのように結論する。

ここでアウグスティヌスは， 精神が物体ではないことを論証するため， 精神
が自分について有している認識を取り上げている。 もし精神が， たとえば「空
気である」とすれば， 精神が自分について知ることは何よりもまず「空気であ
る」ということであったはずで、ある。 ところが実際には， r知性認識している」
ことが確実に知られるのに対し， r空気である」 ことは確実には知られえない。
したがって精神は「知性認識しているもの」ではあるが， r空気」ではないと結
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論されているのである。 ここに言う「空気である」こと， あるいは「知性認識
している」ことは， 認識されるものの「形相」であると見なして差し支えない
であろう。 何かを認識するとは， そのものの「形相」を受けとることである。
すなわち， r知性認識しているもの」から「知性認識し て い る」とし、ぅ形相を
受けとれ「空気」から「空気である」とL、う 形相 を 受けとることである。 認
識されるものから受けとられる様々な形相の中で， 確実に受けとられる形相は
そのものの実体的形相であるとアウグスティヌスは考える。 したがって， 精神
の実体的形相は精神について確実に知られること， たとえば「知性認識してい
る」ことであることになる。 しかも， この認識された実体的形相が精神そのも
のに他ならないと言うとき， アウグスティヌスは精神の実体的形相を精神の実
体であると見なしている。 したがって， 精神の自己認識に お い ては， r認識さ
れるもの」としての精神と「認識するもの」としての精神が同一であることに
なる。
それゆえ， r精神は全体として知るJと言われるとき， r全体として」という
表現の意味するところは明白である。 それは精神にとって「知る」ことが精神
の実体であることを意味している。 「精神が知る」と言 う と き， 構文上は「物
体が動く」といった表現と同じ形が用いられている。 しかし， その意味すると
ころは全く異なっている。 「物体が動く」とL、う表現において結合され て い る
のは「物体」とL、う実体と「動く」とし、う偶有で あ る が， r精神が知る」とい
う表現においては「精神」とL、う実体と「知る」とし、う実体の同一であること
(15)

が告げられている。 この意味で「精神は全体として知る」と言われているので
ある。
われわれがアウグスティヌスとプロティノスとの共通性を指摘しうるのはこ
の点である。 精神の自己認識において「認識される精神」と「認識する精神」
とは同じであると言うアウグスティヌスは， 認識されるものから受けとられた
形相を「認識するものそのものの自存する形相」であると考えるプロティノス
と共通の立場に立っている。 アウグスティヌスは精神の自己認識における非物
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体的実体性の概念をプロティ ノスと共有している。

V

しかしながら， アウグスティ ヌスとプロティ ノスとの共通性はここまでであ
る。 非物体性は精神の消極的な規定にすぎない。 非物体的な精神の働きの内実
に目 を向けるとき， われわれは両者の明らかな相違を見出す。
プロティ ノスにとって， 知性の自己認識と可知的対象の認識とは同じことを
(16)

意味した。 なぜ、なら知性は何らかの可知的対象を認識しているかぎりにおいて
知性であるからである。 知性が可知的対象を認識している自分を認識している
といった事態は， I認識している」としづ語を厳 密 に 同義的に用いるなら， 可
知的対象を認識しているとしづ事態と同一である。 またもし， 知性の自己認識
に可知的対象の認識とは別の意味を認めよ う と す る な ら， その場合には「認
識」の意味が同一ではありえず， 自己認識は厳密な意味では「知性の認識」と
(17)

言えないことになる。 ところがアウグスティ ヌスは， 精神が自分を知っている
と導くため， I知性認識していることを知っている」こ と を， そ の知性認識の
対象が何であるか限定することなし確実な認識の例として挙げている。 それ
だけではなし、。 「知性認識している」ことの他， I意志し て い る」こと， I記憶
している」こと等も， 同様に確実に知られていることとして挙げている。 アウ
グスティ ヌスは， 精神の認識対象としての自己と可知的対象とを同一であると
は考えていないように思われる。 なぜ， 認識対象としての自己と可知的対象と
を区別することが可能なのであろうか。 この疑問を解くため， アウグスティ ヌ
スが可知的対象の認識をどのようなものと考えているかを見なければならなし、。
次のように言われている。
r to
i n es により時間的なことのすべては起るというこ
「永遠の理念aeternae a
とについて， \，、かに真実を論じいかに確実な証拠を挙げて説得しているとし
ても， だからといって， その理念において， 動物の種類はどれだけあるか， そ
れぞれの起源はどのようであったか， ..・H・本性にかなったものを求め， その反
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対のものを避けるのはどのような運動であるかまで， 見てとることができたわ
(18)

けではなし、」。

永遠の理念とはプロティノス的意味での可知的対象である。 それは時間的に
起るすべてのことの根拠であるから， それをプロティノス的意味で知性認識す
るとすれば， 時間的に起るすべてのことをそこで見たと言わなければならない
はずである。 ところがアウグスティ ヌスはそのようには言わない。 なぜか。 プ
ロティノスにとって， 時間的世界に起ることすべての根拠を知性が知るのは，
時間的世界においてではなし、。 時間的世界とは区別された可知的永遠的世界に
おいてである。 したがって， 可知的世界においてすべてを知った知性が， 時間
(19)

的世界においてもすべてを知っているとは言えなL、。 言い換えるなら， 時間的
世界においてすべてを知っていないとしても， そのことから， 可知的世界にお
いてすべてを見たわけではないと結論することはできない。 プロティノスにと
って， 可知的対象を認識しているものと， もはや可知的対象を認識していない
ものとは別の「認識するもの」なのである。 ところがアウグスティ ヌスは， 時
間的世界においてすべてを知っているのではないということから， 可知的世界
においてすべてを見たわけではないと結論している。 可知的対象を見ている精
神と， もはや見てはいない精神とが， 共 に時間的世界にある同ーの精神である
と考えられているのである。
しかしながら， 精神が時間的世界においであるということは， そ れ だ け で
「すべてを知っているわけではなL、」と帰結するに充分な前提であろうか。 時
間的世界においてあり， しかもすべてを知っていると考えることはできないの
であろうか。 精神は可知的対象を認識しているときにも， そのすべてを認識し
ているわけではないとし、う主張は， プロティノスの立場から見るなら重大な困
難を含んでいるように思われる。「認識す る も の」は「認識されるもの」から
「自存する実体的形相」を受けとるという立場から見るとき， r認識するもの」
が「認識されるもの」のすべてを認識することを妨げているものはいったい何
でありうるだろうか。 それは少なくとも「認識されるもの」の側にある何かで
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はなL、。 Lかしまた「認識するもの」の側にある何かでもありえない。「認識す
るもの」は認識する以前には存在していないのだからである。 プロティノスに
とって， 可知的対象のすべてを常に認識している知性の措定は，可能態における
「認識するもの」の存在を認めない立場からの必然的帰結である。 それゆえ，
アウグスティヌスが「精神は可知的対象のすべてを認識するのではなし、」と言
うとき， 何らかの仕方で「可能態における認識するもの」の存在が認められて
いるのでなければならない。 そして「可能態における認識するもの」の現実態
としての「認識している」ことと，1認識される も の」と が，可知的対象の認識
においては区別されていると考えなければならない。 アウグスティヌスが， 精
神の認識対象としての自己と， 可知的対象とを同一視しなかった理由もここに
あったと言えよう。精神の自己認識において， 1認識されるもの」があることは
「認識している」ことであった。 しかし可知的対象の認識においては， この二
つのことを区別しなければならなし、。

羽

精神にとって自分を認識していることと精神として存在していることとは同
ーのことである。 しかし可知的対象を認識していることと精神として存在して
いることとは別のことである。 自分を認識しているかぎりでの精神は， 可知的
対象の認識に対し可能態にある。 可能態にあるものとして， しかし現実に存在
している。 可知的対象の認識に対し可能態にある精神の存在を認めたことが，
アウグスティヌスに， 可知的対象そのものの形相と精神に受けとられたかぎり
での形相とを区別することを可能にした。 精神に受けとられたかぎりでの形栢
が そこにおいてある場， すなわち精神は可知的対象から形相を受けとる以前に
おいても存在しているからである。 アウグスティヌスにとって， 可知的対象の
形相は精神の自存性の根拠ではなくなっている。
もっとも， 精神が一切の可知的対象の認識に先立って自己をすでに認識して
いるか否かは問題であろう。 アウグスティヌスは精神の自己認識がただちに自

知ること， あること
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明な事態であるとは考えていなかった。 精神が何かを認識している自分を知っ
ているということから， 自分を知っていることを導いていた。 したがって， 精
神が一切の認識に先立って自己を認識しているか否か， またその意味で精神に
とって自己が固有の認識対象であるか否かは問題である。 むしろ， 他の一切の
認識対象と区別された固有の認識対象としての自己を認めることはアウグステ
ィ ヌスの立場からしでも困難ではなL、かと思われる。 なぜなら， 自己を固有の
認識対象と認めうるためには， 対象としての精神が認識されるに先立って存在
することを認めなければならず， したがってもはや精神の実体性と「現実に認
識している」こととを同一視することはできなくなるからである。
それゆえ， 認識対象としての自己と可知的対象とが区別されるのは， 自己を
知ることと可知的対象を知ることが別であるからというよりむしろ， 自己を知
ることが単に可知的対象を知ることだけではなし、からであると考えなければな
らない。 アウグスティヌスにとって， 可知的対象を「認識するもの」と可知的
対象以外のものを「認識するもの」とは， 同ーの精神である。 したがって， 可
知的対象を認識することは可知的対象を認識しているかぎりでの「認識するも
の」が形相を受けとることであって， 精神がその実体的形相を受けとることと
(20)

は区別されるのである。

しかしながら， 精神は何かを認識しているかぎりにおいて精神として存在し
ているのであるから， 認識することにより受けとられた形相のすべてが， 精神
においてある偶有であると考えることはできない。 認識により受けとられた形
相がすべて精神の偶有であるとするなら， 実体としての精神はたとえ認識して
いないとしても存在していると考えなければならなし、からである。 それゆえ，
アウグスティ ヌスにおいては認識された形相のあり方に二通りの区別をしなけ
ればならなL、。 一つは認識された形相が精神の実体的形相となっている場合で
あり， もう一つは精神においてある偶有的形相にとどまっている場合である。
では， いかなる形相が， いかなる仕方で精神の実体的形相となりうるのであ
ろうか。 精神に受けとられた形相が精神の実体的形相となるためには， その形
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相を認識しているかぎりでの「認識するもの」ないし 「認識」が形相づけられ
ているだけでなく， 精神の全体が形相づけられているのでなければならなし、
すなわち， 精神の全体を構成している認識のすべてが形相づけられているので
なければならない。 たとえば， Aとし、う形相が精神の実体的形相であるため に
は， Aの認識がAとL、う形相を有しているだけでなく， そのとき精神の全体を
構成している他の認識， たとえばBとし、う形相の認識も何らかの仕方でAとい
う形相を受けと っているのでなければならなL、。 そのような仕方で， 精神の全
体を形相づける ことのできる形相のみが精神の実体的形相となりうる。
しかし， すでに何らかの形相の認識として存在している認識をさらに形相づ
ける働きそのものは， もはや認識するという働きではないであろう。 それをど
のような働きであると見なすかは， 精神がそれ自体全体的なものとして， すな
わち精神であるかぎりでの精神が働く場をど こに求めるかにかか っている。 ア
ウグスティヌスが， 全体としての精神の働く場を時間的世界に求めている こと
は確かである。 時間的世界に精神の存在を求めるとき， 精神にと っての現実性
は， 新たな意味を獲得するであろう。 認識するという働きにと っての現実性は，
認識されるものの形相を受けと っているという ことを意味するにすぎなか った
が， 時間的世界における現実性は現在性でもあるからである。 それゆえ， 精神
の全体を形相づける働きは， 精神に現在性とし、う意味での現実性を可能として
)
いる働きである ことになろう。
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uiuere として精神の 々
様
なÈJJép戸川を 包括する substantia概念への 移行である 。
De trin. IV， 21， 30 . Et quemadmodum cum memoriam mearn et intellecturn et

uoluntatem nomino， singula quidem nomina ad res singulas referun tur...…;
De trin. IX， 4， 5. Simul etiam admonemur si utcumque uidere possumus haec

知ること， ある乙と

91

(sc. notitia， amorJ in anima exsistere et tamquam inuoluta euolui ut sentiantur

substantialiter ……

et dinumerentur

non tamquam

in subiecto ut color aut

五gura in corpore aut ulla alia qualitas aut quantitas. Quidquid enim tale est noπ

excedit subiectum in quo est・

…

…Mens autem amore quo se amat potest amare

et aliud praeter se. Item non se solam cognoscit mens sed et alia

multa. と

ころが， De trin. X， 11， 18. Haec igitur tria， memoria， intellegentia， uoluntas，
quoniam non sunt tres uitae sed u問。

uita， nec tres mentes sed una mens，

consequenter utique nec tres substantiae sunt sed una substantia.
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アウグスティヌスにとって，

精神の 全 体 を形相づける働きは愛であり， 愛が働く

現在的世界は行為的世界であると言えよう。
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Quod unde esse potuerunt nisi
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ac moribus sua cuique distribuit， sed etiam ut かsi iuste uiuant iusteque morati
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