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れているが， 他面そこでは父と共に子が諮り， 歴史内で人に恵み人を救う神が伝えられ
ているというのである. このようにノミルトにあってEx. は神秘(超越的神) としるし
(キリスト〉を統合した具体的神学の根底をなしている.
以上の如く， 本書は神名エフィエーが， 愛智の途に立つ人びとに， 様々な思索と生の
地平を開示してきた歩みを概説している. それらの地平は人間学， 神学， 神秘主義， 意
志哲学， 敬度主義などを包括したもので， 中世哲学が苧む可能性と思索の沃野を示して
くれているともいえよう.
それと共にこの神名は， 存在が永遠， 必然， 無限， 不動などの三人称的意味違関から
脱白して， 今ここで「わたし」に現成し問いかけていることの自覚を新たにさせてくれ
るものである.

Drago Pintaric: Sρrache und Trinität. Semantische
Probleme in der Trinitätslehre des hl. Augustinus.
S alz burger S tudien z ur Phil os ophie
S alz burg-Mü nchen， Verl ag A nton P us tet 1983， 162 S.
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三一論(T ri nitä tsl ehre) は中世哲学 に と っ て も基本的な 問題の 一 つ で ある. 実体
(s ubs tanti a) と関係( rel ati o) の問題は， アリストテレス哲学 と も 関連して大いに議
論されたところである. 拙稿， rアウグスティヌス， Ií三位一体論』における《関係》の
問題」においても述べたように， 東方の三一論は従属説(S ubordi n ati anis mus) に傾
きやすかった. その背後に， 新プラトγ主義の影響を見ることが許されるであろう.
それに対して， アウグスティヌスは三一論を根本的に考え直そうとする. すなわち，
彼は神における語りに注目するのである. アウグスティヌスによれば， 神は諮ることに
おいてみ言を生む. この生まれたみ言は生む神と一つである. この神はまた 外に向かつ
て語られる. rあれ」と語られることによって，天地万物は創られたのである. さて，言
葉(ver bu m) の問題は， 具体的に語られることによって， 言語の問題として展開する.
人聞は語る存在(h o mo l oq uens)である故に， 人聞においても神の語りに似た働きがな
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される. 問題は類似と相違における両者の関係を明らかにすることである.
さて， 本書はもともとザルツプルク大学に提出・受理された学位論文であって， その
論文の題は「聖アウグスティヌスの三一論におけるレフェレンティア論」である. 著者
のまえがきによれば， 著者は恩師パウス教授との討論を通じてアウグスティヌ^哲学の
言語学的構造の問題と取り組むようになったとのことである.
周知のように， アウグスティヌスはもともと修苦手学の教師であった故に， 言語の問題
は回心以前から彼の関心事の一つであった. それは初期著作においては主要な問題であ
り， 後期においても， 言語に対する関心 は変わ ら ず に 存続しアウグスティヌス の神学
的・哲学的な思考を支えているのである.
アウグスティヌスによれば， すべてのしるしはものをさし示すことによって意味をも
っ. しかし， この意味を知るためには， しるしがさし示す当のものが先に知られていな
ければならない. 可感的なものは実物を見せることによって教えることができる. 確か
に， しるしそのものが事柄を示し真理を教えるということはできないが， 内なる教師の
ある不思議な働きによって， 教えたり学んだりすることが可能になるのである.
しかし， 問題は三ーの神を言葉で、言い表したりそれによって三ーの神を認識したりす
ることができるか， ということである. 我々は気安く神の三一性を論じることはできな
い. 三ーの神は我々人聞の認識能力を超えている故に， 我々はむしろ沈黙し， 我々の言
葉で神を語ることができないことを告白しなければならない.
それにもかかわらず， w三位}体論』はこの言表不可能 なもの を 語ろうとする試みで
ある. 著者によれば， さし示すしるし( 1三一」という言葉) とさし示されるもの( 1三
一」の神) の 関係が問題である. 両 者 の聞 に は指示(Re
fee
r nz) の関係がある. この
Re
fee
r nz という言葉こそ本書の中心をなすキー ・ タームなのである.
De doctriπachristianaにおいて， アウグスティヌスは既に「しるし」と「もの」の
関係について深く考察しているが， w三位一体論』に おいては，

1三一J(tr i ni t as) とい

う言葉とそれが e
r fer e
r しているものとの関係が正確に考察されねばならない.
第一部m三位一体論』以前におけるアウグスティヌスの言語哲学的発展」において，
著者は， アウグスティヌスが言語哲学的主題をどれ位取り上げて い る か を 示そうとす
g stro， De doctri nachristianaが詳しく考察される.
る. まずDe dialectica
，De mai
そこにおいて， しるしの概念， 言語というしるしの機能， 言語を構成する要素， 言語の
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意味伝達的価値， などについてのアウグスティヌスの考えが明らかにされる. そして言
語に関するこれらの議論が『三位一体論』においてどのように用いられているかが明ら
かにされるのである.
第二部において， 著者は『三位一体論』の内容を分析する. ここにおいて， 言語の領
域から取り出されたアナロギアの問題が注目される. このアナロギアの議論があのレフ
ェレンティアの問題にいかに貢献するか

これが問題の核心なのである.

一一

第二部において， 著者は問題の所在を明らかにしたが， 第三部においては， この問題
が『三位一体論』第15巻に即して考察される. 第三部第1章は「信仰の内容を理性によ
って明らかにしなければならないという必然性」に つ い て で あ るが， ま ず Aにおいて
「神について語ることの問題性」が改めて確認される. 神は「知らないことによってよ
りよく知られる方」であり， r言表しえない方」である.
しかし， それにもかかわらず， 我々には神を知ることが許されているし， 神を語らね
ばならない. そこで著者はBにおいてnr三位一体論』に お け る障害突破の理由づけ」
を論じる. 我々は信じたことを理解するように求められている一一ーこれがその理由であ
る. ここで大切なのは「歴史的な信仰」であり， その「信仰の知解」なのである. 三ー
の神を語ることの必然性は， 著者によれば， ただ哲学的にだけ基礎づけられうるのであ
る.
著者は一体いかなる事態を述べようとしているのであろうか. ここにおいて， アナロ
ギアの問題が出てくる. そこで著者は第2章において「内なる言葉」について詳しく考
察する. まずAにおいて， w三位一体論」以前の時期にお ける「内 な る言葉」の問題が
取り上げられる. ギリシア哲学において， ).órOS 7r(JOψO(J'XÓSと).ÓrOS lllö，占(hr:or;;の区
別がたてられることがあった. r二つのロゴス」論 に影響されつつ， アウグスティヌス
v
er bu m J図式を神の言の受肉に用いた (div. qωest. 83， j守d.
はrvo x-

et

symb.，

doctr. christ.). 更に， 彼は倫理におけるv
er bu m in ti mu m の起源についても論じて
いる(i n Rom. i nch.， de me nd. ).
次にBにおいて， 著者は『三位一体論』における「内なる言葉」論を考察する. まず
第8巻に即して， 言い表されるべき対象の ph an ta si a と ph an ta s ma と し て の 言葉が
取り上げられ， 次に第9巻に即して， a mor が 内なる言葉の不可欠の構成要素であるこ
とが明らかにされる. 更に， 第15 巻に即して， 内なる言葉 が形成さ れる過程が詳しく
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cog itat io が l o cutio で あ る ことと， 心 の 言葉(ver bu m cord i)
s

が真であることが論じられる. 次に， 具体的に語られることがなくても内なる言葉が存
在しうることが明らかにされ， 更に，

cog itat io と内なる言葉との関係 が明らかにされ

るのである.
第3章において， 著者はつい に111三位一体論』におけ るレフェレγティア論」を取
り上げている. そこで著者はまずver bu m de iとver bu m menti s の相違を明らかに
する. 両者のちがいをあげると， (a 外
) に現れる形の持続性のちがい， (b )2つの言葉の始
原間のちがい， (c
)内なる語りのあり方のちがい，ω
)神の語りの永遠性と人聞の語りの暫
定性， である.
しかしそれら一切のちがいにもかかわらず， 神の言葉と精神の言葉との簡には重要な
類似が存在する。(司啓示性(どちらも語ることによって表れる. )(b
v
) er bu m と p nn c.l
piu mver biとの関の等しい関係(語るものと 語 ら れ る 言葉 は 等 しい. 両者の間に上
c er bu mver ita (一見奇異にみえるが，
)
s
下・優劣はない. )(v
言葉が語る人と等しいと
) Ve r bu m oper is in it iu m(言葉は働き
するならば， 内なる言葉は真理の場である.)(d
へと展開する.)(e )generat io と l o cut io に関する類似(神におけるみ言の誕生と人間
の内における語りとは対応している).
更に， 著者は a mor(あるいは v ol unta )
s の構成要素について考察する. 愛はver 
bu m int imu mと対象の認識を結ぶものであり， 三ーの神の内における聖霊に対応するも
のである このようにして，三ーのアナロギアのアナロガンスとしてのver bum mentis
の三肢構造が明らかにされるのである.
著者は第4章において， 1三一位についての 思弁の言語哲学的意義とレフェレンティ
ア論の妥当性」について論じる. まず， 初めにのぺた， 三ーの秘義は語りえなし、一ーし
かし説き明かされねばならないということがもう一度確認される. 次に， 著者は精神の
しるし性を取り上げる. アウグスティヌスによれば， 人は神の形に似せて創られている
故に， 神に似たものとならねばならない. すなわち， 魂は神を正確にさし示すしるしと
ならねばならないのである.
先に論じたように， re s s ign um図式はある大きな困難を抱え込んでL、た. すなわ
ち， 1ものはしるしによって教えられる」にもかかわらず，

1ものを知らないと， しるし

の意味は分からないJ. しかし今や， 内なる言葉の存在 と 働きが 明らかにされている.
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「もの・しるし」図式ではな く. rもの・さし示し ・しるし」の三角形が取り出される.
二つのものが無媒介に対立するのではな く， 両者を橋渡しするものが現れたのである.
ここに， 内なる言葉の言語哲学的意義がある. アウグスティヌスによれば， 内なる言葉
は真理を認識しようとする働きであって， 内面性に閉じ込もる主観性ではない. 真理を
認識するために. mem ori a. i n tellige n ti a. vol un t asは共働する， その結果， 内なる言
葉が生まれる. その限り， 内なる言葉は三一構造をもつのである.
しかしその深 く豊かな内面性にもかかわらず， 否まさにその内菌性の故に， 内なる言
葉は 外へと向けられ， 声によって具体的に語られることを求める. 内なる言葉は意志伝
達の領域におけるしるしを求め， vox に よ って具体的 に指示・言及(refe r re) される
のである. このようにして. Ií三位ー体論』において. r内なる言葉」の意義が明らかに
i cans の積極的な働きが認め られることによって，
され. vox s gi n fi

res と sg
l n um は

固 く結び合わされるのである.
以上のように， 本書の著者は『三位一体論』における言語哲学的問題の重要性を終始
一貫して強調する. 我々は更に resと内 な る 言葉との関係 を掘り下げて考察する必要
があろう.

山田晶著『トマス ・ アクイナスの《レス》研究」
創文社. 1986年. V十979頁

宮

内

久

光

「存在とは何であるのか」とは問われても. r存在J ( エンス) と同ーであり可換的で
あるとされる「ものJ(レス)について. rものとは何であるのか」と関われることはき
わめて稀である. 敢てこの問題に真正面から取り組んだのがこの大著である. しかしト
マスはレスを自明なものとして前提し， これを主題的に取り上げておらず， 研究文献も
皆無に近い. そこで自ら取られる方法も定まって くる. トマス自身の テクストの中で
レスとの関係を有する重要な概念としてエッセンチアとカウサとラチオを選ぴ， さらに

