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アウグスティヌスは『自由意志論』の第二巻で神の存在を信仰によるのみならず，

知解によっても捉えんとしてる. この箇所は， アウグスティヌスにおけるいわゆる神

の存在の証明としてよく知られている. 本論文では， �自由意志論』第二巻において，

アウグスティヌスがここで用いている「証明する」ということが， どのような意味で

あるのかを考察したい.

アウグスティヌスは第二巻において， まずはじめに， 神が存在することはいかなる

仕方で明らかであるか， つぎに， 何であれ善いものはすべて神によって存在するのか

どうか， 最後に， 自由意志は善きもののうちに数え入れられるべきかどうかという三

つの問いを， 探求の順序(o rdo)にしたがって， 設定している1) 神の存在の証明は，

このような三つの聞いの中で， 第一番円に解決されるべき問題にあたる. ここで， こ

のような探求の順序が設定されていることから， アウグスティヌスにおける神の存在

の証明が， 引き続く残りの問題の探求の端緒となり， 基盤としての役割を担っている

ことがわかる. すなわち， ここでの神の存在の証明は， 神が存在することがいかなる

仕方で明らかであるかという聞いが探求されて， 神が存在することがかくかくしかじ

かの仕方で明らかであるという結論に達するならば， それ自体で探求が完結するとい

ったたぐいのものではない. むしろ， 第二， 第三の聞いを解決するための， さらなる

探求を促すものなのである. で、は， このような探求の過程は， アウグスティヌスにお

いて， いかなる過程として意識されているのか.

悪の問題のアポリアに直面して自らが経験した神吟をアウグスティヌスは第一巻の
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中で、語っている. そこでは， 探求にあたっての， 知解に先立つ信仰の必要性が述べら

れているが2)， 第二巻においても， 知解に先立つところの信仰の必要性は， 三つの聖

句に依拠して述べられ て い るわ. イザヤ書7 :9 と と も に， ヨハネ福音書1 7 :3の

「永遠の命とは真の神であられるあなたとあなたが遣わされたイエス ・キリストを知

ることなのです」および， マタイ福音書7 :7 の「求めなさい. そうすれば， 見出すで

しょう」が引用され て い る. アウグスティヌスは， こ のマタイ7 :7 の聖句を「主御

自身が促すことによってわたしたちが求めるものを， 同じ主御自身が示すことによっ

て， わたしたちは見出す で しょうJ') と言い換えている. ここでは， 人聞が求めるこ

とと， 見出すこととがともに， 神が促し， 示すという働きと相関す る こ と と し て捉

えられている. したがって， アウグスティヌス に お け る神の存在の証明は， こ の よ

うな人間の探求と発見と， 神の{動きとが相関する過程にお い て， 遂行さ れ て いるの

である.

しかし， このような神の存在の証明は， もし証明するということを， たとえば数学

的な命題の証明のごときものとして捉えるならば， 論点先取の虚偽であるとして， 非

難されても当然であろう. 神が存在することが信仰によって前提されているのなら，

信仰の知解として:帰結するところの神の存在は， すでに前提されていたものの， 反復

にすぎなくなってしまうからである. それゆえ， アウグスティヌスにおいて， 証明す

ること(d emo nstra re)がなんらかの積極的な意味を持っとすれば， それは， 数学的

な命題の証明における証明することとは， 別の意味を持たねばならない. 先にたてら

れた問いによると， 神の存在の証明は， 神が存在することがいかなる仕方で明らかで

あるか(manif estum est)という聞いを探求していくことである5) ここで， 明らか

であるということが何を指しているのかは， 判然としていない. しかし， 信仰とは異

なるところの知解のありかたが， この明らかであるという点にあることは確かである.

したがって， アウグスティヌスにおいて， 証明するとは， 明らかであるということを

知解が捉えることとして考えられる. では， この明らかであるとはどういう事態であ

るのかを， 村1の存在の証明の議論の道行きに沿って， 以下， 考えていくことにする.

アウグスティヌスは まず， 対話者に対して自己意識の内省によって自己が存在する，

生きている， 知解するという三つのものを見いだすよう導いている6) この存在する，
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生きている， 知解するの三つはより完全性を増していく段階であり， 上位の段階は下

位の段階を含み持つが， 下位の段階は上位の段階を含み得ないとされる. 生きるもの

は存在することをも含むし 知解するものは生きることと， 存在することとを含むか

らである. これら三つの段階全てを含み持つのはただ知解する人間だけであり， 被造

世界の存在， 生， 知解という段階構造における人間の位置は知解することにおいて頂

点に立つものとされている.

さて， 知解するものとしての人間の， 魂の内部においてもアウグスティヌスは身体

の五官， 五官をさらに感覚する内的感覚， 理性が段階をなしていると捉えている. こ

の際， 身体の五官， 五官を感覚する内的感覚はともに生きるものの段階に属するので，

先にあげられた存在， 生， 知解の区別に加えて， 新たな段階付けの原理が導入される.

この原理が判断するiudica re であり， 判断するものは判断されるものよりも優れて

いるとされている7) この場合の， 判断するとは， 魂内部における上下関係の決定原

理として， 上位のものが下位のものに対して及ぼす規範的作用として捉えることがで

きる. 身体の五官， 五官を感覚する内的感覚， 理性という段階はそれぞれが下位の段

階に対して， 判断するという仕方で規範的な作用を及ぼしているので， 人間の魂の内

部での段階の頂点に立つのは， 最高度に判断作用を持つ理性となる.

このように， 知解する理性が人間の魂のなかで最高のものとして位置付けられたう

えで， 神が理性を越えた或るものとして定義される. このような或るものが存在する

なら， この或るものが神であることになり， あるいはこのような或るものをさらに越

えたものが存在するなら， そのものが神であることになるので， いずれにせよ， 理性

を越えた或るものが存在することを理性との関係から証明することがこの証明の目標

とされている.

アウグスティヌスは， さらに， この或るものを「永遠で不可変的な或るもの」とも

呼んでいる8) この或るものが理性に内在的に見いだされつつも， その源泉を理性に

持つのではないということの根拠は或るものに備わる， この不可変的という性質に基

づかしめられていると考えられる. 先にあげた， 存在， 生， 知解という段階構造はこ

の意味では全て可変的なものであり， 知解する理性も可変的なものである. 理性の可

変性が端的にあらわれるのは， 理性がある時には真なるものに達しつつ， またある時

には達しないというように， 百I変的なものとして可謬的である点に見られる. では，

このような或るものの不可変性が理性に見いだされるのはいかなる場においてである
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のか.

アウグスティヌスは理性が認識する不可変的なものとして， まず， 数の法則と倫理

的な知恵とを挙げている9) 無論， ここで言わ れ る数とは可感的な世界において数え

られるような数ではなく， 可感的な世界で数えるということが成立するための原理的

な数， とりわけあらゆる数の原理となるーにあらわされるような， 可知的な数の意味

であると考えられる. また， 知恵も， 各人の多様な選択にもかかわらず知者でありた

いという全ての人に共通するところの精神の内奥に見出される倫理的な法則としての，

先天的なものであると考えられる.

これらの数や知恵に共通するのは， 人聞が各人の理性によって見いだすものである

とともに， すべての人の理性にとって， 共通の仕方で現前するということ， つ まり個

別的な理性によって認識されつつも， それ自体は普遍的な法則として妥当するという

点である. このような普遍的な法則は， 各人の理性の持つ可変性を越えて， それ自体

は不可変的に真なるものとしてとど まっている. そして， この不可変的に真なるもの

としての法則は， もろもろの規範(reg ulae)として10)， 人間の理性に対して， 規範

的な働きを持つので、ある. これらの規範については， 人間の理性はそれらについて，

判断するのではなく， それらによって， 判断するとされている川. したがって， 理性

が不可変的なものを見いだすのは， 魂の内部においては最上位の地位を占めていた理

性をさらに越える或るものが， 可変的な理性の判断における規範として， 理性にあら

われる場においてであるといえる.

しかし， ここで問題となるのは， 理性の判断において捉えられるのは， 個々の不可

変的な真なるものであって， これらすべてが理性を越えた或るものであるとすると，

或るものは複数存在することになるのではなし、かという点である. これらのもろもろ

の規範は， 不可変的に真なるものとして， 人聞の可変的な理性が， 構成したものでは

なく， むしろ， 理性の可謬性にもかかわらず， それ自体が真なるものとしてとどまる

という， 理性から独立した， 可知的な存在者として理性にあらわれる. これらの可知

的な存在者の在り方を特徴づけるのは， 不可変性という在り方である. これらの不可

変的な可知的存在者によって構成される世界を， 可知的世界と呼ぶなら， 理性を越え

た或るものとは， この可知的世界全体を指すことになるのではないか. しかし， アウ

グスティヌスは， これらの不可変的に真なるものとしての可知的存在者の認識から，

これらの不可変的に真なるものすべてを含むところの真理が存在することを， 一挙に
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結論している. この飛躍はいかにして理解されるのであろうか.

さて， これらの可知的存在者の相互の関係については， アウグスティヌスは比喰を

用いた説明を試みているが， 明瞭な回答を与えてはいない. むしろ， アウグスティヌ

スの関心は， これらの数や知恵の認識の拠ってきたるところ(und e.ubi)を問うこと

によって， 可知的世界の根拠を探ることに向けられていると思われる12) この根拠は，

理性が個々の可知的存在者を認識する際の， 可知的世界の認識の根拠への聞いである

と考えられる. と同時に， 可知的世界の存在者が個々別々に存在するのではなく， そ

れらの可知的存在者のすべての存在を根拠付けるところの， 可知的世界の実在の根拠

への聞いであるとも考えられる. すなわち， 知恵、や数などの可知的存在者が不可変的

に真なるものであると理性が認識する際に， これらの不可変的に真なるものを， 不可

変的に真なるものとして存在せしめているところのものが， 可知的|吐界の実在の根拠

として関われているのである.

さて， アウグスティヌスは， これらの真なるものと真理との関係を， 真理がすべて

のこれらの真なるものを「包含する(co ntin ere)J という言葉で言い表わしている13)

理性を越えた或るものが， 個々別々の複数の可知的存在者ではなく， 可知的世界の認

識と実在の根拠であるところのただ一つのものであるとされるのは， 真理と， 真なる

ものとをめぐる， この包含の関係なのである. しかし， 理性が， 判断の場において認

識するのは個々の可知的存在者であり， 時間の中においてある理性は， 可知的存在者

すべてを一挙に同時的に認識することはできない. で、は， 真理が真なるものを包含す

るというこの包含関係を， 理性はいかにして認識するのであろうか.

四

アウグスティヌスは可知的世界における真なるものの認識と， 可知的世界の根拠と

しての真理の認識との聞に， 何らかの区別をしているのであろうか. さきに， 可知的

世界の存在者の在り方が不可変性という特徴を持つことがあげられたが， 可知的世界

の根拠としての真理も， 不可変的という在り方をしている. それゆえ， 両者はともに

可変的理性を越えて不可変的に存在するという点、で， 可変的理性による認識によって

は段階的に区別される必要がないのではなL、かとも考えられる. しかし， 真理と真な
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るものとの関係が， 前者が後者を包含するという関係であることが， 何らかの仕方で

理性に認識されるのであるなら， その際， 区別の原理は， もはや， 可変性と不可変性

ではありえないだろう. f自由意志論」第二巻に お い て， 可知的存在者としての知恵

と数との関係は， 比鳴による説明にとどめられており， 断定的な結論は出されていな

い. だが， 次のことは主張されている. r両者とも真であり， しかも 不可変的な仕方

で真であるということは少なくとも明らかであるJ14). 今， この問題の手が かりをこ

の明らかである(ma nif es tum es t)ということに求めてみよう.

アウグスティヌスは『自由意志論』の第二巻において， 明らかであるという語を頻

繁に用いているが， この語が重要な意味を持たされている箇所が幾つかある. まず，

神が存在することがいかなる仕方で明らかであるかと問われる箇所である15) 次に，

自己の存在， 生， 知解の三つのものが明らかであるとされている箇所である16) さら

に， 可知的存在者が不可変的に真なるものであることが， 明らかであるとされる箇所

である17) ここでは， 可知的存在者について用いられているところの明らかであると

いうことついて考察する.

理性が個々の可知的存在者を認識するとき， その認識は， 理性にとって一種の明る

みの中で行なわれるのであるが， この明るみのよってきたるところはどこであるのか.

それは， 理性が可知的存在者を認識するときに伴うところの明らかであるとの明証性

の源泉の問題である. 時間のなかにおいである理性は， 可変的なものとして可謬性を

含んでいるので， 可知的存在者の認識に伴うところの明証性の源泉を， 理性に内在的

なものに求めることはできない むしろ， この明らかであるとの明証性は， 個々の可

知的存在者がそこにおいて理性に聞かれてくるところの， 根源的な開示性として考え

られる. そして， この根源的な開示の働きをするものが， あらゆる可知的存在者をそ

のうちに包含するところの真理であると考えられる. したがって， 理性が， 真理と真

なるものとの包含関係を認識するのは， 個々の可知的存在者の認識に伴うところの明

証性が， 個々の可知的存在者を開示するところの真理の側からの超越的な働きかけに

よって， 与えられるということを認識するからである. では， このような開示の働き

をなす真理の存在は， 理性によって， 可知的存在者の認識を介して， 間接的に認識さ

れるのであるのか.

アウグスティヌスが， 真理は「白らを呈示する(s e pr a eber e)J r現存する(pr a e.

s to es t) J18)とか， rみよ. 君にとって真理その も の が存在 す る(ecce tibi es t ipsa 
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v erit as) j'91 と対話者に呼びかけているとき， これらの箇所では， 真理の存在の現前

性が諮られていると考えられる. この場合， 理性は可知的世界の存在を媒介にして，

可知的世界の存在の根拠としての真理の存在を間接的に知解しようとしているのでは

ない. むしろ， 可知的世界の存在者が理性の判断における判断の規範として， 明証性

をもってあらわれるとき， 可知的世界の存在者を明証性をもって理性に開示するとこ

ろの真理の存在が， 個々の可知的存在者の存在に即して， 現前するものとして， 理性

にあらわれるのである.

アウ グスティヌスは， また， 神の存在の証明における白らの思索の道行きを回顧し

て， 次のように語っている• r実に， 神は存在し， しかも真にかつ最高に存在する.

私が思うには， 私たちは今や， このことを疑いなきものとして， 信仰によって保持す

るのみならず， い まなお， きわめてかすかではあるが， 確実な認識の形式によっても

また， 触れているのだ(adting imus)j20I. この adt ing ere という語は， 到達するという

意味とともに接触するという意味も持つ. 神が存在することが明らかである(man if es .

t u m  est)と知解するとは， 可知的存在者の存在を明証性をもって開示するところの，

理性に現存する真理の存在に， 接触するということなのである

五

最後に， この神の存在の証明が信仰lから知解へという探求の過程に置かれていたこ

とを念頭において， この証明における人間の探求と発見の全過程に， どのような仕方

で神の働きが関わっているのかについて， 考察してみる. アウ グスティヌスにとり，

このような探求を引き起こし， また， 発見を可能に す る の は， r主御白身が促すこと

によってわたしたちが求めるものを， 同じ主御自身が示すことによってわたしたちは

見出すでしょうj211とあるように， 人間に対する神の働きの先行性である. アウグス

テイヌスは， 理性を越えた或るものが存在することを証明するという際にも， d emo n .  

st rare という語を用いるが， 主御自身が示すことによってというこの箇所 に おい て

も， また， 同じ d emonst rareという語を用いている. しかし， この際， 神の働きに関

して言われるところの d emonst rare とは， 人聞が知解の遂行としてなすところの，

証明するという意味とは別の意味を持つものであると考えられる. では， それはどの

ような意味か.

まず， 人間が知解の遂行としてなすところの d emonstrare とは， アウ グスティヌ
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スにおいて， 人間のこの世における探求と発見との有限性の自覚のうちに捉えられて

いることに注意したい. アウグスティヌスによれば， 神的な事柄を人聞が発見すると

いうことについて， rこれらの事柄が， この世の生にお い て， また， か く のごとき

我々によって見出され得るかぎりであるが」という限定が加えられねばならないので

ある221 神的な事柄が人間にとって完全に十全なあらわな仕方で見出されるのは， 顔

と顔とを合わせて神を見るところの来世的な神認識においてでしかありえないであろ

う. しかし この世に生きる人間も神の促しにより， 求めるならば， 神が示すことに

より限定的な仕方で見出すことができるのである. そして， 人間にこのような発見を

可能にする， 神の側に用いられている demonstr are とは， 人聞が神の存在を証明す

るという際の証明するという意味とは異り， 神が， 人間の知解の探求に応答して， 人

間にその知解の探求の対象とするところのものを示すこと， 証示することという意味

と して捉えら れ る. 人間にとり神の存在を証明するという意味での人間の側の de・

monstr are の営みについては， 或るものが理性を越えて存在するということを証明す

ることによって， 証明の営みとしては十分である231 しかし， 神の側の demonstr are

の働きは， 神が絶えず人間に知解の探求を促し， 人聞が求めることを示し続けるとい

う仕方で働き続けるという点で， この世においては人聞にとって， 終結することなく，

来世的な神認識にいたる まで続くものであると考えられる州.

それゆえ， アウグスティヌスがこの神の存在の証明の最後の部分において， 一種の

真理への賛歌ともいうべき， 修辞的な美文を残しているのは， 単なる付加ではないの

である. そこで、は， 真理を「抱擁する( amplec tere)J， あるいは， 真理を「享受する

( fr ui) Jといった表現が出てくる25) さらに， アウグスティヌスは， 真理を人格化し

ており， この真理を人となった真理すなわちイエス ・キリストと同定する. そして，

ヨハネ8:31 �32 の聖句を引用し， rもし， あ な た方がわ たしの言葉の中にとど まる

なら， あなた方は まことにわたしの弟子なので、す. そして， あなた方は真理を知り，

真理はあなた方を解放するでしょう261 J との聖句を引用し て い る. ここでは， r真理

を知る(c ogno sc ere ver itatem) J との表現が用いられている. このc ognosc ere は，

神の存在の証明の遂行に先立つて， 信仰の賜物としての知解が与えられることの根拠

として引用された， ヨハネ福音書17:3 において， 用いられた語でもある. このよう

な， c ognosc ere は人聞が神との親密な関係において， 賜物として受けとる知解のこ

とを指すのである.
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以上のように， アウグスティヌスの神の存在証明において， 真理の存在が人間の理

性に現前してくるとき， この証明は， 来世的な神認識の前味わいとしての， この世に

おけるかぎりでの信仰の知解としての性格 を持つ. そして， この真理の現前に触れる

とき， 理性には， 来世的な神認識の前味わいとしての喜びが伴うのである.
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