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本37回より始まった新しいシシポジクムのテーマが， 中世哲学における「記号」も
しくは「言語」ではなく， ほかならぬ「ことほ」であり， それとアクグスティヌスと
のかかわりが取り上げられたことにまず注目したい

本シγポジクムの意義は， まさ

にこのテーマそのものに求め られるように思われるからである

そしてここで念頭に

浮かんでくるのは， H. G. Gadam erのWahrheit und Methode ( 1960) の第 E部， 2 .
‘ pr ache' durch die Denkgeschichte des A bendlandes))
{Prägung des B egr iffs S
に展開されているプラト シ以降の西洋の言語観の変還であり， とりわけそこにみられ
るアクグスティヌス， ひいては 中世の言語観に対する評価であろう
ギリシア的え6ro，の 中世における

Gadamerは，

r atioとv erbumへの分極化によって言語現象の

より詳細な考察が可能となったと見なし， そこに進歩を認め， 特に受肉とそれとのか
かわりにおけるアクグスティヌスの verbum cordis の観点を 重視している. つまり
彼によれば，SpracheとSacheとは， プラト シ以降，Spracheが Wor t の位相でと
らえられ， Zeichen と化することにより分裂するが， アワグスティヌスの Sprache
をめ ぐる思索により珂者は本来あるべき統ーを獲得することになる.
では， Gadamerの指摘はともかく， À6ro，がverbum と

r at io とに分極したとと

は， ど のような意味を持つのであろうか . われわれは，アクグスティヌスにとどまらず，
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広〈中世における「ことば」観を問題にする場合， いわゆる大文字の Verbum と小
文字の verbum を区別して考えざるをえない. しかもアワグスティヌスに即してい
えば， 後者は前者の
精神のうちにその

similitudoとみなされ， さらに imagoDeiとしてのわれわれの
similitud o たる所 以が探究されていく. つまり「ことば」の問題

は， 一面において剖es と深くかかわっており， 超越的次元からの照射を必要とする.
しかも SacheやZeichen といっても， アクグスティヌスにおいては，

三位一体が

una quaedam summa詑s (De doct. christ. 1， 5， 5 )であり， 聖書もまた神によって
与えられた

signum (ibid.， U， 2， 3)とされているのである. だが， とうした観点があ

るがゆえに， 先のVerbum， verbum
， imago Deiの関連が示すように， íことば」は，
われわれの ammusなり mensを離れては考えられず， 今回の提題lとみられたように
cogitatio自体を verbumと呼びうる局面が展開されることにもなってくる

À6ro官が

ratioとverbumに二極化すること， Verbumと verbumとを分けて考えざるをえな
いこととは別個の問題ではなく相即しているのであって，

ratioと verbum の分極と

いってもそこにはあくまでも両者の対応なり究極の関連が合意されているとみなけれ
ばならない

それゆえ， íことば」を， 単に

le signifìant と

係において Zeichenとしてのみとらえるのではなく， そこに

le signi出とのこ項関
ammusなり

mensを

介した三項関係においてみようとする， いわば「ことほ」の内在的理解の局面も開か
れ， 重要性を持つことになるのである.
も

R. Mar kus は， アクグスティヌスにおいて

slgnumと verbumとは区別され， われわれの心とかかわる「内なることば」は，

slgnum とは決して呼ばれていないことをt旨摘 し て い る ( cf.，
“S t. Augustine on
SignsぺPhronesis， 2， 1957， pp. 60-83 ， esp. p. 77). また先のGadamerも das sprach
liche Wor tはZeichenではないと主張しているが(S. 394)， これは， íことば」が
われわれの精神の働きと深くかかわり， むしろ精神の働きそのものでもあることを示
唆しているといえよう.
アクグスティヌスが， 中世における超越と内在とが微妙に交差するこうした「こと
ば」論の端緒に位置し， 独自の観点を提示したことには， 異論はないであろう. そし
て， 今回， 中川・ 加藤両氏という最適の発表者を得て， アクグスティヌスのテキスト
が見事に関かれ， それと共に中世なりアクグスティヌスの枠を越え，

íことば」をめ

ぐる根元的諸相が論及されたことはきわめて意義深い. 中川氏が， 通常みられるスト
アの言語観とではなく， アヲグスティヌスとアリストテレスとの比絞という大胆な試
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みにより，

I ととばJを心とのかかわりにおいてみようとする両者の見解の類似にも

かかわらず， ものと心， さらにそれらと「ことばJとのかかわり方に双方の根本的相
違のあることが矧扶された ととは注目に値する
る

res- scientia-cogitatio-verbum
( scriptum
，

との場合， アクグスティヌスにおけ
prolati
vum)， アリストテレスにおける

rrpárf.1出向-araf}líac<;-�ór;f.1a-7:à rP'α似μεν日(τà l� -rfj 9ωνfí)の比較分析を通して， SClen.

tiaの時間性， さらにそれと voluntas とのかかわりの指摘は， 内在的側面からアク
グスティヌスの verbumがとらえられつつも， そこに 超越的側面があり， Verbumと
verbum との垂直関係が示 唆されていたように考えられる. アリストテレスの言語観
は，

Iことば」を rrpárμa7:aひいてはその構成要素との水平関係におくにとどまり，

三項関係が一見とられてはおりながらも，
転化し記号化して，

Iことば」とものとの関係が二項関係へと

das sprachliche Wortではなく das Wortとなる要因が多分に

あるように思われるのである. 加藤氏の提題は， 中川氏のいわば内在的・水平的「こ
とば」の問題を， 超越的・垂直的側面とどうかかわるかに重点をおきつつ展開し， 両
氏の論点は連続したように考えられる . 氏は， rヨハネ福音書� (1 : 23) をめぐるオリ
グネスとアウグスティヌスの比較という， これもまたあまり例のない問題設定の下!C，
アクグスティヌスの vox の 持つ意義を明らかにするという興味深い試みを行った .
そしてアワグスティヌスにおけるVOxが内なる言葉の現象化であると共に， Verbum
と verbum
， 超越と内在とを微妙に連続させ， 永遠と時間とを結ぶ架橋の意味を有す
るととを解明されたが， これも本シYポジウムの 重要な成果の一つであろう. また説
教者としてのアワグスティヌス像を前面に出すことにより， vox-verbumの問題がコ
ミュニケーショシの回路の問題と交差し， そこに personaの問題も絡まることの指摘
も記憶に残るところである
今回のシシポジワムにおいては， 二人の提題者が， はからずも共通して， それぞれ
アリスト テレス， オリグネスというギリシアの哲学者， 教父との比較を軸!C問題を展
開したが， こうした問題設定自体の有する意義も， 今 後のシシポジクムのテーマにと
って示 唆的であったように考えられる

中川氏の提題にみられるように， 従来あまり

例のないアリストテレスとアクグスティヌスとの比較によって， 前者の『命題論」第
1章が逆l乙照射され， それを適してキリスト教的言語観とギリシア的それとの聞に 介
在する本質的な相違と， 前者の 独自性とがより闇明化されることになったといえる
そして 加藤氏が， 今 後の問題としてギリシア教父の「ことば」に対する観点の検討が
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不可欠であることを強調された ととも， 銘記すべき点であろう. なお討論の経緯につ
いてもふれるべきであろうが， それは以下の提題者の報告に十分反映されていると考
えられるので， 紙帽の関係もあり省略する.

提題

オリゲネスとアウグスチヌスにおける声

加

藤

武

序
われわれほ と とで次のふたつのテキストを比較し， 芦とはなにかを問う.
(1)

(以
オリグヰ、スの『ヨハネによる福音講解� VI. xvii
， 94� 1 02・ xx， 1 08� 1 1 1.

下Jと略記)
(2)

アクグスチヌスの『説教� 288， 3-5

(以下Sと略記)

アクグスチヌスがはたして， 直接lこオリグネスのこのテキスト を読ん だかどうか，
それをことで問うのではない， これまでいかにも， アクグスチヌスがプロチノス， ポ
ルピュリオスと比較されることは多くあった

しかしフィロシからオリグネスを経て

アウグスチヌスに及ぶ思想史的な系譜については， 顧みられることが極めて乏しかっ
た1)

これでよし、か

顧みる余地があるであろう.

1

オリゲネスの場合

オリグネスはヨハネによる福音書1章23節の，

íわたしは荒れ野で叫ぶ声である

主の道を真っ直にせよ， と」における声とはなにかについて述べている.
「神の子が厳密に言ってロゴスを用いられるホ・ロゴスにほかならな い よ う に
……ヨハネもロゴスを明らかにするために， フォーネーを 用いたのですJ2l. (以
下小高毅訳による.)
これはオリグネスの声に関する基本的な見解を示す.

との点で， へラクレオンと根

本的に異なる. ヘラクレオンはロゴスとしての救い主と， その解釈者としてのヨハネ
とは， 次元を全く異にする， と見る. ヘラクレオシは言う.

