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モーセの意図の探求

一一 アウグスチヌス『告白』苅巻一一

柴田 美々子

アウグスチヌスの『告白』苅巻は， 創世記冒頭の解釈にあてられる. そこでは創造

という事柄自体 に関する議論とともに，意IJ世記の‘ 著者'モーセの意図をめぐる解釈学

的議論が展開される. モーセの意、図(voluntas) 1)一一創世記の個々の語句を記した際，

彼はその語句 によって何を意味しようと思 っていたのかーーを採ることは， アウグス

チヌスの 聖書解釈 においていかなる意義をもつ ので・あろうか.

一般にテキスト解釈 において 著者の意図に対してとられる立場は， 次の二つ であろ

う. 一つは， 歴史的 著者の意図の解明を最重要の課題とする所謂歴史主義的な解釈の

立場である. これに対し 第二は， 構造主義をはじめとする現代のテキスト理論の立場

であって， テキストを 著者から独立の存在とみなし， 著者の意図した意味ではなくテ

キスト自体に内在する意味を， 或はテキストの構造を探ろうとする.

研究者達はしばしば アウグスチヌスの立場を， 後者に似て 著者の意図に重きを置か

ぬものとみなしているわ. ただし アウグスチヌスにおいては， テキストの内部に向う

探求が問題なのではな く， むしろテキストを離れて自己の内面 に向い， そこで真理の

教 えに耳を傾けることが重要 なのだ， というわ. いずれにせよ 著者の役割は重要性を

失い， その意図の探求は問題とされないことになるのである.

だが. � 告白』苅巻の議論は，本当にモーセの意図を軽視するものなのであろうか4)

むしろそれはモーセの意図の探求に大きな意義を， ただし歴史主義的解釈の場合とは

別の意味で， 認めているのではないだろうか.
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『告白�)([巻には，倉Ij世記の 著者モーセの意図に関し自説を主張して争う「反対者

ら(contradictores)J が登場する. 彼らは， 問題の事柄に関して何が真実かという点

では アウグスチヌスと一致しながらも， 1"モーセが考えていたのは君の言 う こ とでは

な く， 自分の言うことの方なのだJ (34 節)と反対して譲ら ない. この「反対者ら」

を前にして， アウグスチヌスは神に向い 次のように語る町.

「 真実を告げる全ての精神を照 らす光よ， あなたが真実だと示される事例を考えた

のであれば， たとえ読んでいるテキストの 著者はその事柄を考えなかったのだとして

も， 何の惑いことがあり ましょう.J (27節)

読者がそこで真実を読み取るならば， それが 著者の考えとは異なっていた としても，

何も不都合はない6) モーセが創世記のその箇所で何を読者に理解させよう と 考えて

いたか， 1"語り手本人の意図J (32節) は知ることができないのに対し， 創造という事

柄について何が真実であるか， 1"事柄の真実J (同 )の方は， モーセを教 えた真理自身

から教 えられ得るのである.

ここから， < アウグスチヌスにとって問題なのは， 事柄の真実 を 真理 に直接尋ね求

めることであって， 語り手の意図の探求ではない〉とする解釈も生じる. だが， アウ

グスチヌスは 著者の意図の探求を放棄しているわけではない. その探求の努力の必要

性は， 酒巻末の 結論部でも 次のように明言されている.

「私の語ったことが， あなたの奉仕者 (モーセ)が考えたことであったなら， 正しく

一番良い解釈です. 実際， そうするように私は努めなければなり ませんJ (43節) 7). 

実際， 著者とは別の真実を考えても「 何の悪いことがあり ましょう」と言う時， ア

ウグスチヌスはそこに， 1"各人が 聖書の中で， 聖書 を記した人闘がそこで考えたこと

を考えようと努めている 限りJ (27節) という 限定 を付しているのである8) だが何故，

著者の考えを見出そうと努力しているのであれば， 著者の考えたのとは異なる真実を

考えても構わないということになるのであろう.

そもそも， 知ることのできない 著者の意図を， 我々はどのように探求するのか. 実

際， 我々が 著者の考えを矢口り得ないのは， 著者が故人であって， もはや直接その考え

を説明しては貰えぬから， というだけではない.

「モーセ自身が私達の前に現われて， “自分はこういうことを考えたのだ"と言って

くれたとしても， 私達はモーセの考えを(精神を!照らす真理の光を見るように)見る
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わけではなく， 信じるのですJ (35節).

ある考えが真実か否 かは， 精神を照 らす真理の光の内に 確実に見てとれる. これに

対し他人の心中は， 我々の身体の限によっては 勿論， 精神の眼によっても「見る」 即

ち「知る」ことはできない. アウグスチヌスが， モーセの意図に関して争う「反対者

ら」に対し強調するのもこの点である.

しかしながら， ここで彼は， 他者の考えは知り得ないのだから探求を断念すべ きだ，

と言っているわけではない. í私達はそれを見ない(nec...eam videremus) J に続け

て， íしかし私達は信じるでしょう(sed crederemus) Jと言わ れ る こ とに注目すべ

きである. í知(videre)Jの対象とはなり得ぬモーセの考えに我々が関わっていく仕

方は， í信(credere)Jとされるのである9)

アウグスチヌスはこの「信」の地平で， 相異なる二種類の推測をモーセの意図に関

して行う. 即ち 一方では， モーセは創世記を記した時， 後世の読者がそこに読み取る

であろう “あらゆる真実"を予め意図していた， とする(36;42節)10). が， 他方では，

真実な説が様々ある中で “ひときわすぐれた 一つ の説"だけをモーセは念頭に置いてい

た， とする(41 ;43節). この 一見相矛盾するこつ の言表には， しかし共通する点があ

る. どちらの場合においても アウグスチヌスは， モーセがその よう に語 り 得 た の は

“神の賜物" や “啓示" によると「信じる」のである.

「信」の地平で探求されるモーセの意図とは， 単なる人間モーセの私的な意図なの

ではない. すぐれた神の僕モーセが神の 霊に満たされて抱い た 意図 で あ る. 実際，

「神の僕モーセが真理の 霊に満たされて語ったのだ， と固く信じるJ (29節)11)ことは，

「モーセの意図を通して神の意図を尋ねるJ( 32節)探求の出発点であり， その信をも

たぬ者は， 聖書の 「敵 」 として退けられるのである( 17節， 23節l.

だがここで， 次のような問が当然生じてこよう. 即ち， もしモーセの意図がモーセ

自身の私的な意図ではなく， 神的な 霊感によるものである な ら， íモーセの 意図」と

いうものは 結局 「神の意図」 の内に吸収され， 解消してし まうのではないか. 読者は

もはやそーセの意図の探求という「迂路」をとる必要はなく， むしろ神自身に直接問

い求めるべきではないのか12)

これに対する アウグスチヌスの答えを探るに先立ち， 我々は先ず， í反対者ら」が

モーセの意図に対してとる態度を検討することにしたい. アウグスチヌスの解釈のあ

り方は， í反対者ら」のそれとの対比において示されているからである.
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「反対者ら」は聖書の「敵」とは異なり，事柄の真実を真実と認める点で， またモーセ

を従うべき権威と認める点で向， アウグスチヌスと一致する( 23節).彼らもまた.íモー

セを神の敬度な僕と，そしてその書物を聖 霊の託宣と信じているJ( 22節)同と言われる.

だが，岩1]1生記の 個々 の語句を実際に解釈する際に彼 らが為 し て い る のは， 自説こ

そがモーセの説だとする「性急な断定(t emere affirmare) J (35節)に他ならない.

「知識があるわけではない， 単にむこうみず な が むしやら さ(temerit as)J (34節)

と性格づけられる彼らの態度は， 無知の自覚を伴った「信」からは程遠い15) それは

むしろ「勝手な思いなし(opinari)J の態度であるといえよう附.

事柄の真実性に関する意見の一致だけでは満足せず， 著者の意図に関して自説を主

張する「反対者ら」は， 一見モーセの意図に極めて大きな関心を抱いているかのよう

に見える. しかし， 彼らはモーセの意図の不可知性という現実に限を閉ざしている.

彼らが問題としているのは， モーセの意図自体ではな く， モーセの意図に関する彼ら

自身の思いなしなのである1 7)

さて， このような， I反対者ら」は， ど の よ う な言語観を抱いているのであろう.

彼らは， 自分が「モーセの考え」と呼ぶものに非常にこだわり， 自分の言うその一つ

の事柄だけをモーセは意図したのだと主張する. 彼らはモーセの言葉に一義的な指示

の機能しか認めない. それも二重の意味において. 第一に彼らは， モーセの言葉が多

義的に語られている可能性を認めようとしない18) 第二に彼らは， モーセはその言葉

によって何を指示しようとしたかのみを問題とし， そもそもそのように言葉が発せら

れることで究極的に何が目指されているかは問わない. 言葉の指示機能のみを問題と

するこの言語観は， 次のように言い表すことができょう.

〈言葉とは， 発話者が他者に伝達しようと意図する考えを そ れに よって指し示す記

号である. 話す 或は書 くとは， 言葉という記号の発信行為でありそれ以上のものでは

な く， また読む 或は聞 くとは， その記号の受信と解読に他ならない. >

この言語モデルにおいて言葉が言葉としての機能を果たすのは， 発信者が意図した

意味と受信者が理解した意味が一致する場合である. ところがこれは， 語り手の立場

からすれば， 自分の考えが言葉を介して聞き手の考えとなる場合であるが19)， 逆に開

き手の側からすれば， 了度「反対者ら」にはそう思われるように， 自分の考える意味

こそが語り手の考えた意味だということになる場合なのである. 言語記号によるこの
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伝達モデルは， 一見純粋に客観的なメカニズムのようであるが， 実は各人の自己中心

的なパースベグティヴの内に成立している.

『告白� 1巻， 赤児が初めて意図的にしるしを 用 いる場面の記述を 参照 しよう. 赤

児が記号による伝達を試みるのも， 自らの欲望の充足のために他ならない.

「私は， 自分が欲求する事柄を人々に示したいと思っていました. その人達によっ

てかなえてもらうためです. ……そこで， 手足をばたつかせたり， 声をあげ、たりしま

した. それは， 自分の欲求する事柄に類似のしるしでしたJ (1巻 8 節).

ここで赤児の「私」は， 自分の意図する通り， 欲求する通りに相手を動かすために，

しるしを 用 いて他人に働きかける. 同様に 「 反対者ら」も， í君の説ではな く 自分の

説こそが， モーセの 説なのだ」と語る時， ただ 単に自分の考えを言葉によ っ て 外に

表示しているだけではない そう主張することによって， 自分の考えを相手の中に 無

理にでも押し込もうとしている. 一見客観的な情報伝達のメカニズムの中での 単なる

指示の媒体の如 くみなされた言葉は， 実際には， 白分の意図を力づ くで相手に押しつ

ける手段として働 く.

アウグスチヌス は， í反対 者 ら」 の 言 葉 を， 自 ら の そ れ と は区別して， r争い

(contendere) J の言葉と性格づける(27; 34;35節). そこには， テキストを共に読む

仲間の人間達に対する配慮が欠けている20) 隣人に 対 す る 「愛 ( caritas)J が欠けて

いるのである. ところが， アウグスチヌス の信じるところによれば， モーセの言葉は，

単に或る事柄に 関する真実を伝えるためだけでな く， 他ならぬ二つ の 「愛」 の錠のた

めに語られている. アウグスチヌスの「反対者ら」に対する根本的な批判は， モーセの

言葉が様々な真実の内の どれを指示しているかをめぐる「争い」によって， モーセの言

葉が究極的に目指している 「 愛」自体を損うことの愚かさ(35節) に向けられている.

「反対者ら」は， 隣人愛ばかりでな く真理への愛も欠いている. 彼らは， í自分の考

えを， それが真実であるからではな く， それが自分の考えであるが故に愛している」

(34節) のである.

彼らはまた， 語り手モーセに対する真の関心も 欠いている. 彼らにとってモーセは，

自分が勝手に解釈することになる記号の， 単なる発信者にすぎないのである.

E 

これに対し アウグスチヌスは， 隣人愛を重んじ「争い」を退ける21)一方， 真理にも，
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そして そーセにも， 真剣な愛と関心を寄せる. w告白jJ xl巻5 節のテキストを検討す

ることにしたい. これは， 先に引いた「モーセが現われてその考えを説明して くれた

としたら， 我々はそれを……見るわけではないが信じるであろう」という「信」の場

面 (苅I巻35節) に平行する箇所である.

r.....・モーセがラテン語で語るなら， 私は彼が何を言っているか， 分るでしょうj.

モーセが， アウグスチヌスにとり既知の言語であるラテン語で語って くれたとする.

アウグスチヌスはその言葉の音の響きを耳で聞いて， それが何を指示するかを理解す

る22) しかし， モーセが語るのを聞 くとは， 単に言語記号の解読におわるものではな

し、.

「私の内部で， 内なる思いの住処で， 真理が， ……音 節的な響 き な し に語るでしょ

う. “そのひと (モーセ) は真実を語っている"とj.

モーセの言葉に耳を傾けた アウグスチヌスは， 今度は自らの内部で， “彼は本当の

ことを言っている"と真理が語るのを聞 く. が， それだけではない.

「すると私は， ただちに， 確信に満ちて， あなた の そ の ひと(モーセ )に言うでし

ょう. “あなたは本当のことを言っている"とj.

ここで先ず注目すべきは， アウグスチヌスのモーセへの関心は， モーセの言葉を受

け取り解読した後においてもなお存続しているという点である. モーセは， 記号の受

信が済めば 無 用 となる 単なる記号発信者とはみなされていない. ここで問題とされて

いるのは， 幾世紀も前に創世記を 著した歴史的著者としてのモーセであれ， つ い先程

アウグスチヌスの前に現れてその考えを説明して くれたモーセであれ， 言語記号の発

信者として過去にその機能を果たしてしまったモーセなのではない. 正に今， アウグ

スチヌスの前に現前し， アウグスチヌスが諮りかけることができる， 今ここにいるモ

ーセが問題なので、ある.

アウグスチヌスは， モーセの言葉が彼方に指示する対象だけでな く， 限の前に現前

するモーセ自身に注意、を向けている. モーセは アウグスチヌスに諮りかけ， アウグス

チヌスはモーセに語り返す. ここで言葉は， 単なる指示の媒体ではない. 実際モーセ

は， 単に創造に関するあれこれの真実を伝達するためだけに諮ったのではな く， r全

てを愛 ( cari tas)のために語ったJ( 35節)， r愛の二つの綻のために， 何であ れその

書物の中で考えたことを考えたJ( 同) と アウグスチヌスは「信じる」 のである.

ここで我々は，く何故， ‘モーセの意図の探求に努める 限り'という条件の下で， モー
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セの考えたのとは別の真実を考えることも是認されるのか?>という先の聞に対して，

次のように答えることができょう.

本当にモーセの意図を知ろうと努めているならば， たとえそれを言い当てることが

できな くとも， 読者は何事かを為し遂げている. 即ち， r反対者ら」 の よ う に ， 歴史

的著者モーセが過去に抱いた意図を， 一義的指示のメカニズムの中で捉え得るものと

思いなし， 結局それを読者自身の私的な意図で、すりかえる， というのではな く， 今そ

の言葉によって自分に語りかけて くる語り手モーセの内に， 神的なすぐれた意図が現

前することを信じ， それを探求するのであれば， 読者は， 自己中心的なパースペクテ

ィヴへの 執着を脱して， 愛の地平へと入ってい く. この 「愛の広がりJ (刃i巻 32節)

にあってはじめて， ひとは真理に関わり得る. というのも， 私的な欲望の地平にと ど

まる者は， r万人のものである」 真理を私物化しようとして， r公共的な真理の場から

追われるJ (34 節)のである23)

さて， )([巻 5 節で 次に注目すべきは， 自己の内で真理の 声を聞 くことで外なるモー

セは消え， 以後は真理との内なる対話が展開してい く， ということにはならず24)， 真

理の 声の聴取は「直ちに(s tatim)J モーセへの応答となってい く と い う点である.

しかも， そこで真理は「シラフ事ルの分節的な響きなしに」語る. 時間の流れに沿って

語りはしない. とすると， この場面で時間と共に生起してい く出来事は何かといえば，

それは先ずモーセが語り， そして アウグスチヌスが語り返す， この二人の人間の聞の

対話である.

真理との対話， モーセとの対話は， 殆ど 同時に， しかしそれぞれ独自のあり方で行

われる. モーセの意図の探求は， モーセが真理の 霊に満たされていると信じるところ

から始まるのであり， 確かに真理の探求と切り離すことはできない. とはいえそれは，

真理の探求の内に解消されてしまうことにはならないのである.

ところで， )([巻5 節では， モーセとの場面の前後で 次のように述べられる.

「モーセはその言葉を記して去り， あなたによって此世からあなたのもとへと移り

ました. そして今は私の前にいません. もしいたら， 彼に尋ねるの で すが……J rモ

ーセに尋ねることはできないのですから， 真理よ， 我が神よ， お願いです. … …あな

たが御自分の僕 (モーセ ) にそれらのことを語らしめたのですから， 私にもそれを理

解させて下さい.J

モーセは今や故人であり， 詳しい説明を彼に求めることはもはやできない. とする
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と 結局， モーセという 回り路 によらず， 直接真理に尋ねる他ない， ということになる

のだろうか.

しかしながら， モーセは死んで、無に帰したわけで、はない. 目に見える此の世界を去

って「あなたのもとへ」移ったのである. モーセ は 今や真理 の も と にいる. 実際，

「もし そーセが限の前に現われたなら……」 というのは 確か に非現実の仮定であるが，

しかし アウグスチヌスは， その仮想、の場面においても， そのひとの言葉は真実を告げ

ると自ら信じる， その人物に向って諮りかけているのであり， 単にその身体が眼に見

え， その音 声が耳に聞こえるというだけのモーセを問題として い る わ け ではない.

創世記を記し た 歴史的 著者 モーセは， 確かに身体的には死ん でおり， その意味では

「我々の前にいないJ. しかし， そのモーセは， 彼を信じ真理を求める読者には， その

信の地平の内に真実を告げる語り手として現前するのではないだろうか.
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