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「告白録』第11巻27章35節をめぐって
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「告白 録Jの第11巻ば， 研究文献の蓄積の厚いとの著作の中にあっても， その含む
問題が現代人の研究意欲を唆る課題であっただけにとりわけ多くの研究が現在までに
捧げられてきた. 近年この巻のみを対象とした逐語註解がマイエリシグによって書き
著わされてもいる

しかし， かかる研究の蓄積にも拘らず， しかもアクグスティ ー ヌ

スがこの巻でたてた自らの課題1<::照らしてみれば要石とも言うべき 重みをもつにも拘
らず， いまだ研究者の大半がその意味に気付いていない一行がある. 本論 は か か る
『告白録』中の僅か一行の詩句をめぐる解釈と省察である.
我々は以下の論稿において， アクグスティー ヌスが『告白 録』第11巻の時間探究の
終わり 近く27章35節に至って，d eus creator omnium
(神よ，凡ての創り主) と朗唱す
る場面K注目し， この句を讃美の 「告白」として物語る行為と， との讃美する行為を
支える時間経験の相関関係を論ずるととをつうじて， 第11巻の思索をこの一旬1<::集約
しまたこのー句から展開するものとして提示するととを課題としたい. ところで， 現
在までに蓄積されてきた時間論研究の成果を顧みる時， 我々が注目する d eus crea tor
omniumの告白はいまだ「告白J， 即ち， I自己の心K尋ねて明らかな事柄の承認とそ
の言語による表白Jllとしては理解されていないのが 大勢である. 極く僅かの例外を
除いて2)大多数の研究者は， との句をアヲグスティー ヌスが駆使する多くの思考実験
の一例として通り過ぎている. 近年， 語る行為を基礎づける時間経験の構造をアワグ
スティー ヌスの同じテクストから取り だ し たリク ー ルも， 我々が注目する句を 「告
白」としてではなく「例」として受けとったためにへ

同じテクス トにおいて，

I語
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り」ないし「告白」の実践の問題については触れることができないまま通り過ぎてし
まっているー
しかし我々の研究はこの句が告白として物語られるととろを 根拠とする

従って，

第11巻の忠、索におけるアクグスティー ヌスの課題およびその課題のもとに要請されて
くる時間論の流れを辿り直しながら， 我々の問題とする箇所まで助走を試み， アクグ
スティ ー ヌスの思索の力動性を跡づけるととによって， この旬が讃美の告白として物
語られていることを先ず実証し， 続いて讃美の告白の動的構造を解明したい

1.

創

造

論

一一

思索の地平一一

『告白 録』第11巻においてアクグスティ ーヌスが臼らに課した課題は， 過去の自己
を導いてきた我が 神 (d eus m eus) を創造主 (d eus c reator om nium ) として論証し，
この論証を相対的解釈から擁護しつつ創造主理解を深めることである. 創造主の論証
は， 神的律法の権化である聖書創世記1 の1 I始めに神， 天と地を作り給へりJの霊
的解釈として現実化する

神は万物の創造主であり， 存在するものは一切 神によって

造られ， 神によらずに造られるものは全くないという無前提的な創造はし、かにして行
なわれるか

それは人間的制作ではもちろんありえない

更に， 無前提的な創造であ

る以上は， 予在する存在者の地平， 即ち天においても地においてもそれは既に不可能
である

また創造に先立って 神とは別に存在する質料はありえなし、から， 神はいわゆ

るデーミク ルゴスでもない

時間は空間における物体的運動を前提とする

従って天

地の無前提的創造は時空間の限定を超越する. 神は神的中良j原語(v erbum aeternum) を
瞬間的に(simu l et s em pit erne) 発出することによって， 神的 根源諸において天地を
創造した. 従って， 創位記にいう「始めJ (pri nci pium ) とは時間的始端ではなく，
形而上的始源である. このようにして， 神は形而上的始源において一切を無から創造
した創造主， tlPち d eus c reato r om nium として聖書解釈をつうじて論証されてくる心 .
かかる解釈をつうじて論証された創造主理解に対して， 1神が始めに天地を作った」
のなら， 創造以前には何をしていたのかと問う論敵の問いを引用し， それに対して弁
証 を行なうことによって， アクグスティー ヌスは白らの創造主理解を強化しようとす
る

論敵は言う. 神的創造に始めをおくことは， 恒常不変な神の本質を損ない， 神の

本質の中に新しき意志が生まれたことを意味する
物も恒常不変に発出すると考えるべきである

神が恒常不変の存在ならば， 被造

もし神が始めに天地を作ったというな
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ら， 創造以前1C
神は何をしていたのか， と5)

論敵は対自存在としての， 即ち， 汝と

して呼ばれるところの創造主を表象言語によって空想している

彼らの心の内には創

造主の現存の意識がなく空虚である. かかる論敵の向いに対して， アクグスティ ー ヌ
スは創造以前の「以前J (an te) の意味を 「時において先立つJ(tem pore praecede re)
から 「永遠において先立つJ (ae te rnit ate prae cede re ) へ精錬させる方向で三段階に答
えてゆく. (1)神は創造以前に何もしていない
の創造主であるから， 創造以前1L時はない

これは直接的返答である.()
2 神は万物
時は被造物として創造によってもたらさ

れた. 従って， 創造に先立って神が何かをしていた時はない. これは論敵の問いに対
する帰謬法による証明である

(3)
神は時に対して時において先立つのではなく， 永遠

において先立つ. これは本来的な思想、の表明である

神の地平と人の地平は， 時にお

いて連続しているのではなく， その聞に無を介した侍聞と永遠の絶対的落差がある.
神は時の地平に棲まい， 擬人的に行為する存在ではない

時の地平は人間の地平であ

る. 神の本質が恒常不変なら被造物も恒常不変であるのではないかと問う人々に対し，
本来恒常的存在ではない人間存在の地平である時間の実相を明らかにしなければなら
ない ， との課題はアワグスティー ヌスにとっては律法解釈を自ら深めることであり，
論敵には時間の真相へ降りてゆくことによって反照的に永遠へと 近接させる道を整え
るととを意味する

2.

時

間

論

一一

被造の自覚の深化一一

では時間とは何であろうか. との聞いに答えるための着手点として， アワグスティ
ーヌスば日常言語に明らかになっている理解に信頼を寄せる ， 我々は日常，
るJ6lと言う， ここでは時間の存在が問題となっている.

しかも我々は， 無へ傾斜す

de re n on esse) として 時を体
感している
る存在(esse ac ten
るJ7)と言う

r時があ

また我々は 「時を測

ここでは測定対象としての時が問題となって い る. 更に我々は「時に

よって何かを測るJ8lと言う. ここでは測定手段としての時が問題となって い る. し
かし， 言葉は内から外へ語り出されたものであるにも拘らず， 日常言語の理解におい
ては語られた内容は内 から絶たれ外において固化している. 日常言語において時は外
的事象 ( r，目) 9)として表象されている.

日常言語の用法への信頼が時の存在を暫定的

1C支えているが， 時が外的に表象されている限りはその存在理解に直ちに整合的な説
明を与えることはできない. 時間の反省はこ のように外的に事象として激動している
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r過去Jと 「未来J に代わって記憶と予期という imag inatio を本来

的な時に塑性させることを目的として営まれる. 時間の反省において， 時間は常に日
常的理解で確認された三つの位相， 即ち「存在J r測定手段J r測定対象」の位相で問
題にされており， 反省の一局面でこれらの時の一つの位相が際立たせられても他の二
つの位相が見失われることはない

「存在J r測定手段J r測定対象」とは， 時間とい

うものが示す三つの異なった相貌と考えるととができる

そして第11 巻の時間論は，

このような測り・測られる時聞を未分節の状態のままに先ず内化し， 続いてそこから
測定子段としての時間， 最後 に測定対象としての時間の順に分節して内へ還元してゆ
き， 最後 に測定対象としての時間の本性を明らかにすることをつうじて， 時間それ自
体を測定する 根拠である持続10)の存在を 顕在化させてゆくことを志向する. 自己を同
ーのものとして託示する持続の下で初めて時間は可変的な自己の性格を露わにする.
持 続の下で時間それ白体を測定することによって， 時間の存在性を明らかにすること
ができるようになった瞬間をとらえて， アクグスティー ヌスは deus c reato r omnium
の告白を行なうのである. このような時間論全体の展望をもちつつ， テクストをもう
少し仔細に読んでゆくことにしたい.
時が存在. ill!Jり・潰IJられるものという三位相を未分節のままに内化されるのは， 20
章26節で有名な三 重の現在が語られる係りである. アクグスティーヌスがそこで過去
についての現在としての記憶， 現在についての現在としての直視， 未米についての現
在としての予期という三つの現在を語る時， ここでは内化された時の存在にとどまら
ず， 既に測定手段としての時， 測定対象としての時が同時に考えられている

次の卒

21章27節で再び時間の測定の問題に回帰しているのをみれば， 内化された三つの時を
手にして， 彼はここで先ず時間を測っていると いってもよいと思われる. アクグステ
ィーヌスは予期という imag inatio を時間へ塑性するための例として， 日の出の予告
という行為を挙げ次のように言う.

r私はあけぼのを直視し， 日の出を 予 告 す る」

(x v iii. 24 ) 11). 目の前lこ見ている曙が未だ薄いか， 或いは次第に濃くなってきたかと
いう変化をとらえて， やがて訪れる日の出が早いか遅いかを 判断 し予告すること， こ
れは既に時間によって事象を測り， 更に時間をIJ!IJっていることを内含している. かか
る記述から塑性される時間は， Iあるもの」として確保されたのみならず， 同時に「測
り」 と「測られるもの」として考えられている

従って三 重の現在が確保された時，

時間は存在・測定手段・測定対象の三位相が未分節のまま内化されていると考えられ
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る. しかも時間は永遠ではなく時間なのだから， 恒存せず傾斜している. かかる傾斜
存在としての時聞が移行する場を見定め， それを人間的時間として di st enti o に構造
化し， 言語によって定義的に把捉された di st entio の中に自ら身を置いて時間を生き
ることによって時間の真相を経験する こ と， 換言すれば 時間の自覚が時間論の課題で
ある. 従って時間探究の途上で定義的 規定が与えられるととがあっても12)， それば一
里塚にすぎず， 探究自体は閉じられたーなる定義に固化する運動ではない. さて， と
のように測りと訊.0られるものが未分離の状態にある時間を， アクグスティーヌスは継
起的に各々， 測定手段としての時間と測定対象としての時間へ分節してゆく

しかし

この歩 みは彼にとって決して見通しのきいた予在する距離を歩む道程ではなかった.
思索の関 わる位相が転換する際には， 常lこ祈りをつうじて思索のイシテシチオの強化
がはかられる13)と こ ろの， アポリアp::直面した発見的探究であった.
先ず23 章29節から， 彼は時聞を天体の物理的運動!C依拠させる宇宙論的テーゼを排
除することによって， 測定手段としての時聞を分節し内に還元する. 天体の運動は常
に一定しており， 我々の生活において事象を時間的に測定する場合の原器として役立
つことは確かであるが， 天体自体は時について何も告げず， 逆に天体を参照しなくと
も我々の意識が相関すれ ば物体の運動について我々が時閣を認知するのは知性に明ら
かな経験である. 従って， 測定手段としての時間は外ではなく内K求められる
さてお章3 5節に至って， それまで自明であった時間それ自体の測定可能性が問われ
始め， 時間の存在性を明らかにする時間論の本来的局面に思索が踏 み入ると， 思索の
舞台は一転して視覚の世界から聴覚の世界へ移行し， 思索の相関者は可視的物体から
熟知の楽音へと変貌する

思索の場はキリスト教的 mu sica を予
感させるような雰囲

気を帯びてくる. ではかかる場において， 思索するアクグスティーヌスの精 神の志向
性はど こ へ向けられているであろうか
性J

事象を測る手段としての時聞が「精 神の志向

(di st en tio animi
)であると措定され， それと共に測定対象としての時間につい

ても， その表象的な理解が揺いできたと こ ろで彼は次のように告白する.

íでは何を

測定しているのでしょうか. 過ぎ去り行く時間でしょうか. 既に過ぎ去ってしまった
時間ではなく. 確かに私はそのように言いました. わが精 神よ， しっかりせよ
を集中せよ.

神 こそ我らの助け主，

注意

我らを造られたのは 神であって我らではないJ.

そして続けてクェルギリクスの『アエネ ーイス」第4巻 586行を引し、て，

í真理が白

々と明け染める方角に注意せよJ14) と告白する. アクグスティ ーヌスは開始動詞の「白
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み始めるJ( al b escere) の現在形を用いて， 真 閣の中の一隅に夜明けを告げる太陽の
光が萌すように， 真理そのもの( v eritas ) が自己のいる位置とは別の或る方角に光り
輝き出でようとしていると告白している. アクグスティーヌスの照明説では， 反省的
判断においては v er u m を自己の内1<::見 ることができても v e ö tas そのものは視るこ
と ができない151 時間の反省を開始して以来 v ent as はアクグスティーヌスの精神に
v e ru m の照明は行なってきたが， v eri tas それ自体は闇の中l乙自らを隠したままであ
った. しかし我々の引用箇所でアクグスティーヌスは v eritas そのものの自己開示が
始まりつつあると告白 している. これは単なる外でも単なる内でもない次元， 創造理
解が問題となる存在の次元へアグクスティーヌスが至ろうとしていることを告げてい
るように思われる.
では彼がたてた問題， 過ぎ去り行く時間はそれを外において測ることができるであ
ろうか. ここでアクグスティーヌスは二つの例を提示する. 第一の例の提示. 或る 音
が響き始め， 響き続き， 響き終わった. では 音を測定できるのはそれが響いていた時
であるうか

彼は言う.

rしかし， その時には 音は止まってはいませんでした それ

は行き， そして過ぎ去りつつありましたJ( xxvii. 34). 第二の例の提示. 別の音が響
き始める. アクグスティ ーヌスはその 音の現在に意識を集中する. しかし現に鳴り響
いている時に， その音が全体としてどれほどの時間的持続量をもつかは測定できない.
何かが鳴り止まね ば， 始めと終わりをもち測定できる間隔が全体(t ot u m )として存在
することはできない. そ と で彼はこう結論する.

rだから我々が測るのは未来の時間

でも， 過去の時間でも， 現在の時間でも， 過ぎ去りつつある時間でもありません. し
かし我々は時間を測定しますJ161. ここで彼が， 我々が 測るのは 未来の時間でも過去
の時間でも現在の時間でも過ぎ去りつつある時間でもない， しかしながら我々は時間
を測る， と言う時， アワグスティーヌスが反省の対象とした時間の全位相は内化を完
了し， 自己の存在が過ぎ去り行く時間として測られることが可能となったのである.
ここで時間という存在のもつ傾斜性は自己の内に自覚される

時間を測定対象として

内で測っているのは， 先に 述べた如く同一性の現象としての持続である. 自己を同ー
のものとして証示する持続の下において初めて時間の可変的な存在性が露わになると
すれば ， 持続が問われる次元では既に時間の意識に留まらず， 時間の存在が関われて
くる. 内的時間論は自己の内に既に位階をもっている. リクー ルのように内的時間論
における魂の時間を， 永遠との対比によって存在論的に無で限定されている実存の時
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閲へと強化する17)のではなく， 内的時間論において時間の測定可能性が拓かれ， 時間
の存在性を明らかにするために持続が関われている段階で， 我々は既l己実存の時間へ
深化してゆかなければ ならない. そこにおいて， 時間は既に無へ傾斜しており， 嘆き
と讃美lこ息づいており， 永遠と対比されて比較を絶するものとして経験されている.
いわば 持続の問われる場面は霊性の次元が開けてくると と ろである

3.

時間と讃美

存在秩序の肯定一一

一一

ところで， このように問われていた時間の全体が内に還帰し人間的時間へと復元さ
れ， 傾斜存在として自己存在の時間性が自覚されたこと， 即ち， 自己が恒存する存在
ではなく 神の手によって限定されたcr eat u ra であることが 明らかになった時， この
ととは， 論敵に対して人間的時間の存在性を証示し， それによって神を万物の創造主
として弁証する第11巻の課題がそれとして果たされたことを意味する

との時， 反照

的に自己をcæat ura として 限定する相関者creat orとして神が是認される. これは
ーの判断 18)の生起であり， この判断によって告白の真理性が保証される. このように
真理性の保証されている中を， creat or として是認された神の善を 認め，

神の名を告

白する行為として deu screat or omn iu m とアクグスティーヌスは朗唱するのである.
deu s creat or omni u m として我が 神の名を告白することは， 名を通して待望していた
隠れた神の生きた顕現 ( rev e latio)に立ち会 うことであり，

讃美の告白を意味する .

ところで， 人は他人l乙讃美せよと命じられでも讃美することはできない

自己存在の

本然 (n at u ra ) に従って， 顕現した神の善に対して自らが讃美の念に心動かされる時，
自ずから心K 讃美の言葉が苧まれる. そしてこの苧まれた言葉は我が心の内にとどめ
ること ができずに声を伴って外化され， 神の美を讃美 する歌となる. 故に deu sc rea 
t or omni u m という詩句は内心において承認されるだけではなく， アクグスティーヌ
s reat or omni u m と告白し朗唱する
スによって現実に口に出して唱われる. この deu c
能動的行為において， この句の意味を実際に朗日目として継起的に展開させつつ唱おう
とする精神は， 唱うというーなる行為IC脱 自的に集中すればするほど， 逆に精 神とし
ての自己に多への分散と拡がりを生む. 即ち， この精 神の拡がりにおいて，

í精 神が

予期するものは， 直視するものを通して， 記 憶するものへ移行してゆくJ( xxvi ii. 37).
「そしてかかる受け渡しが現実化すればするほど， それだけ予期は短縮し記 憶は伸長
します. そして終に予期の全体が尽き果てると， 行為の全体は終了し記憶へと移行し
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xxvii i. 38 ). とうして精神は，
ますJ(

神を讃美 するという精 神の「ー」を志向する

行為のただ中1(， それとは裏腹に能動的に「多」への 分散を 産出する
o rnn iu rnという詩句を告白する過程の進行は，

deus crea tor

creatura としての時間経験の強化の過

程と， それと相関的lζcreator への讃美がいやます過程である. 讃美の告白を 支える
時間経験の構造を記述する以下の条に「ー」を脱 自的に志向する精 神が 能動的に 産出
する「多」への分散が活写されている.

í私は熟知している讃美歌を唱おうとしてい

ます. 日目い始める前には， 私の予期は歌の全体を志向していますが (tendi tur) ， 唱い
出すや， 私が予期から過去へ引き移した量だけ記憶もまた延長し (tendi tur ) ， 私の唱
う行為の原因である生命は， 既Ic:n�われたものの故に記憶へ， そしてこれから唱われ
るものの故に予期へと分かれて志向的に延長します(di stendi tur). しかし直視は私の
もとに臨在し， この現前する直視によって未来であったものが過去となるように受け
渡されます. かかる受げ渡しが現実化すれ ば するほど， それだけ予期は短縮し記憶は
伸長します. そして終に予期の全体が尽き果てると， 行為の全体は終了し記憶へと移
行しますJ(xx viii . 38 ) . 創造主を讃美し よ う と す るーなる 目的を志向する行為の
in ten tio は， その行為を実現させようとすると，

in ten tio を破裂させて di sten tio を

出現させる 1 9) そしてこの di sten tio において， 人間の生(v ita ) は可能存在 (n on 
du rn esse ) を告知する予期から必然存在 (ia
rn non esse) を告知する記憶へと傾斜し
てゆく. かかる自律的測定しての唱と いう行為において， 万物の創 造主の讃美の刻一
刻は， また同時に被造物としての自己存在の死 への傾斜の刻一刻である. ここには人
間存在の時間性の痛切な自覚がある.

告白の過程はこうして cr ea tur a の自覚の強化

と creator への讃美のいやます過程である

アクグスティー ヌス は こ こ で，

自らが

creator である 神の愛によって創造された c reatura であるという我が身に負う 神の恵
み， 神の手に救いとられている神のrni seri cordi a と共に， それにも拘らず自らが死 す
べき存在であるという真の意味の rn
iseri a を同時に味わっている20)

自己のrni seri a

を自覚し骸悔の告白を行なうととによって自己が 神の rni seri cordi a を正しく受容する
受け皿になった時に， そこに神のrni seri cordi a は注がれ，感謝と讃美の告白が 成立す
る. このように deus creator o rnn i u
rnという詩句の告白を 実際に行なう 運動の内に
は， 自己 認識と共に自己を超え自己を限定する存在の認識が同時に与えられてくる.
アワグスティーヌスは第11巻の始めで次のように告白している.

í我々は汝lこ向かつ

て思いをひらさ， おのが身の rn1sena と汝によって注がれる rni seri cordi a を告白い
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(i. 1) . 神の名の讃
たしますが， それは汝が我々を完全に自由にして下さるためですJ
美の告白において， 自己の mi seri a の 俄悔の告白は， 神が注ぐmi seri cordi a に対す
る
感謝 の告白を介して， 神によって自己の 新生という希望 へと拓かれる2)1

自己の 新

生を求めつつ根拠へと身を放くことによって， 自覚を発条lこして根拠へと自己が同化
される動きが起ってくる時に生まれる の が deus creator omnium の告白である. か
かる地平が拓かれて根拠への自己解放運動がおこってくる中でアクグスティー ヌスは
deus creator omni umの詩句を構成している リズムを味わうiDeus creator omnium.
この句は八 音節が短長相互に交替しています. 四つの短音節， 第一・第三・第五・第
七は四つの 長音節， 第二・第四・第六・第八に対してー単位です. 長音節はどれも短
xxvii. 35 ) .
音節に対し， 二倍の時間量をもっていま す . 私はそう発音し測定しますJ(
一一ここで彼ば初期著作『音楽論』第六巻でプログラムとしてたてた問題意識とその
研究成果に回帰し， そこにおける思索の成果を現実に生きる.

神への 超越の運動

がおこる中でこの リズムを味わう際の精 神の運動を『音楽論」第 6 巻 9章23節は次の
ように記している.

r思うに， 我々が先に提示した句 deus creator omni um が唱わ

れる際には， 我々はこの句を反応的 リズムによって聴き， 記憶的 リズムによって再認
し， 能動的 リズムによって朗唱し， 判断的 リズムによって 快を覚え， 何か知れぬ別の
リズムによってその 値を測ります. l'!pち， 判断的 リズムで下す一種の判定であるとこ
ろの 快に対して， 一層隠れた リズムに従ってより確実な 判定が下すのですJ. 短 長短
長というイアムボスのリズム形に内在し， 同等性( aequal i tas) によって構成さ れ て
いる数的 調和(n umeri ) に顕現する美は，感覚を介して魂に快を覚えさせる. とれは
ひとつの判断 である

しかしイアムボスの リズムはなぜ耳に 快いのか. 快の根拠とな

る数的 調和 の原理である同等性それ自体は
感覚に呈示されえない. 同等性の認識の根
拠は外でなく内に求められる. 音響の外的な響きの内lこ同等性を認知するために， 魂
が 快において有している同等性は， 不可変(in commutabil i s) の永遠な同等性の現象
における反映である.

快をもたらす リズム形の均勢(conv en i en ti a ) それ自体に事柄

として関わり， 快の内に現存する 均勢がなぜ快いかを価値論的lこ理性によって吟味す
ることは， 永遠不変の同等性に即して， それの照らしを仰いで行なわれる22)

かかる

構造をもって美的 判断の規範の認識が問題となる時， deus creator omn ium への自己
超越を開始していた魂は， 判断の対象である
感覚的 快にもはや執着せず，感覚的 伏を
利用しつつそれから自由になろうとする. そして魂は美 の 快という形で明らかになっ
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ている判断の対象としての
感覚的Yズムから， ζの3ズムの上位lこ位しこれを根拠づ
けている判断の規範である理性的 リズムへと遡行する .

I快が理性の3ズムへ還元さ

i 33 ) 至高なる 神
れる時， 我々の生の全体は 神へと方向転換しJ (De musica， VI. x .
から注がれるYズムによって再形成される. この時， 自己のいる位置とは別の方角に
白 み始めていた真理そのもの(v eritsa ) は， 一瞬その光を放ってアクグスティ ーヌス
の面に輝く . しかし， 告白 するという行為を行ない自ら時間の内にある限り， 脱臼的
な int en
t io の実現は自ら int ent i o を破裂させて di
s t enti o を生む

従って永遠への

方向転換は一瞬の内に止む. この時アクグスティー ヌスは， 永遠と時間を両者の敷居
をなす地平で同時にしかも比較を絶するものとして経験している.

こ こに時間性の深

化という形で永遠への近接が実現している.
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