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結局自由に余地を与えない結果となる. 最後にアーレントは， アウグスティヌスのい

う時間的存在として人聞が生まれる事実に， 新しく始める能力の根拠を示して 本書を

結ぶ. 以上のようにアーレントは， 永劫回帰， 進歩， 歴史法則， 存在の 歴史， 普遍的

必然， 宿命など全体主義の思想の各局聞を暴きながら， それと対決する精神の生活を

意志に求めるという独創的かつ必死の作業をなしているが， さらにカントの三批判に

従って普遍と特殊を媒介する「判断論」によって自らの思索の完成を企図してい たの

である.

いずれにせよ， 意志論を単に英米流の行為論の 次元のみでなく， 現代に反全体主義

の分脈で， 哲学思考の活動の核心的意義と危機を主題化しつつよみがえらせ た見事な

考究に驚嘆せざるをえない.

最後に 本邦訳書は， 様々な誤解や難解な表現も含むので座右に英語 原書をおきなが

ら読まれることをお勧めし たい.

谷隆一郎著

『アウグスティ ヌスの 哲学一一一「神の似 像Jの探究』

創文社， 1994年， vii+429+10頁.

荻 野 弘 之

本書は『三位一体論』を中心に 十年余に及ぶ著者のアウグスティヌス研究の成果で

ある. 初出誌の記載は省かれているが， (九州大学文学部『哲学年報』を主とする)

既発表論文(第4章「時間と志向j， 第 5章「悪の問題j， 第 9章「創造と 原罪との問

題j， 第10章「信の構造j， 第11章11神の似像」の知と再形成とをめぐってj)に加筆

し それにほぼ等量の書き下ろし部分を新 たに加え た力作である. アウグスティヌス

の『 三位一体論』が中世の神学的思弁に決定的な影響を与え， ま た現代思想、の諮潮流

にあってもなお尽きざる発想と刺戟の源泉となってき た事情は今更言うまでもないが，

同時に その方法は， 三位一体の教義形成史の中でも空前 絶後の極めて異色のアプロー

チであっ た. 昨今わが国の内外で‘も優れ た 個別研究は決して少なくない. だが， 長大

で複雑なテクストに密着し， それを一貫し た独自の展望の下にまとめあ げ た点で， 本
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書はこの分野における里程標となる研究であり， しかも通常の「研究対象」に憎まら

ぬ著者の透徹し た求道的思索に裏打ちされて， 単純な当否の批判を許 さない， 何か孤

高の輝きを 宿し た作品でもある.

本書は二部から成る. すなわち第一部「自 己存在の探究」においては， 初期著作と

『告白』を題材に， 各章ごとに回心， 確実性， 記憶， 時間， 悪などの主題をめぐって

アウグスティヌスの探究の基 本構図を見定め， さらに その問題を第二部「神の似象の

探究」において， IJ'三位一体論』後半部(7- 14巻)の展開の文脈に即して， 改めて確

かめつつ吟味を加えていくという手法を採っている. こうし た， いわば同心円的な二

重の構成 そのものが， 著者のアウグスティヌス理解の方法と特質とをおのずから示し

ており， 叙述に複線的な幅を与えるのに成功している.

さて， この標題からも窺われるように， 本書はアウグスティヌスを徹底し た「探究

者」として理解する視点に貫かれている. それは言い換えれば， 教父アウグスティヌ

スをある特定の思想、や教説の主唱者として描き出 し その結果として， 中世哲学史や

キリスト教教理史の地図に上手にはめ込むことを意識的に斥ける態度を意味していよ

う. まして『三位一体論』に関する膨大な解釈史の整理批評や， 内外の文献学的註釈

などは， ほとんど 初めから 本書の関心の外にある. 以下， 本書の基 本的な論点の幾っ

かに言及し， その特質と合意とを評定してみ たい.

「神と魂とを知り たいJ (Soliloquia 1. 2. 7)と は， 初期以来， アウグスティヌス

の根 本志向を表し た標語として夙によく知られているが， この二つの語は， 何か異な

る二つの認識対象なり領域なりが独立に併存する事態を示しているのでは決してない.

むしろ「魂J (すなわち， 私=自 己)とは， いかなる対象的規定性を与え う る も ので

はなく， 平板な(形相的) 本質規定を絶えず拒否し超克する事態として その都度新 た

に問題化されなければならない. r私の存在」とは， 自らを知り， (ま た そのことと表

裏一体をなしつつ)自らを愛するという自 己還帰的構造をもっ た「精神Jであるが，

そ れ は ま さ しく「存在 そのもの」の名で ある 神が 宿り， 顕現してくる「器」であり

「場Jであるという根 本構造に支えられている ためだと著者は言う. 自己と は そ の よ

うな存在の 宿る「か たち」として見出されることにより， 神探究が自 己探究と内的な

結びつきを得るのである.

このような超出の動的構造のもとに定位され た自 己理解と探究のあり方を， 著者は

ヘブライズム的存在体験がギリシア的思想表現を得て成立し た「存在論的ダイナミズ
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ム」と称して， 教父哲学の伝統の中軸に据えている. 従って そこでは， 創造， 原罪と

救済， 歴史の完成といっ た聖書の記事も， もはや何か時間的な一事件・事実であっ た

り， 逆にま た単なる民族の神話であるにとどまらず， í人間=神の 似像」の機微を根

本から照らし出す道標へと変貌してくる. すなわち， 人聞が神の似像であるとは， そ

れ自体で完結し た静止的構造ではなく， 全能者を転倒し た仕方で、模倣する(ことで誰

しもが根源的に「罪J �こ晒されている)願望や欲求が， 絶えざる回心という否定的契

機を通じて， 失われた全体， おのれの 本源の像へと再形成される過程， その意味での

「不断の創造」を恵、味しているのである.

さらにこうし た基 本理解との関連で注目され る の は， í魂の志向的自己超出的なか

たち」が他ならぬ「信」と呼ばれて， 単に特殊な信念集団が共有する教条(ea quae 

creduntur， De Trinitate XIII. 2. 5)や， 知識論を構成する意味での中立的な「思

いなし」とは区別されている点であろう. それは新プラトン主義に接近しつつ， 逆に

真理の直視不可能性が痛切に自覚され た地点(第8 巻)で， 改めて積極的な意味を担

うに至る(p. 79)人間の普遍的条件であっ た. かくし て「信」は能動的 な 探究の端

緒を準備しつつ， ま た超出のもつ受動的側面をも示してやまないのである.

このような『三位一体論』の理解は， その必然的な帰結として， 哲学と神学， ある

いは哲学と宗教との， 通常の意味での境界を熔融させ， 哲学の射程の大きな変貌を告

げているように思われる. まさしく 本書はすぐれ た意味での「教父哲学」の可能性を

問う試みであろう. 評者は， 個々の論点の当否や用語の選択， 叙述のスタイルは別と

して， こうし た教父哲学の可能性を探ろうとする著者の姿勢に対して深い敬意と全面

的な共感の念を禁じえない. 再説す れば， 著者 の 構想iす るアウグスティヌスの「哲

学」とは， 三位一体の問題を， 一定の完結し た教説や思想として平板に描くのではな

く， 錯綜し た探究過程 そのものに潜む意味を探ろうとする試みであっ た. それは， 問

題を一定の方法的観点から思想史・教理史的に整理してみせ たり， 神学と区別され た

哲学的議論のうちから， 現象学・解釈学・言語分析など現代の哲学的手法になじむ要

素を抜き出し たりする操作とは全く無縁の「哲学」なのである.

実際， w三位一体論』の長大な 本文に真剣に取組んだ読者‘であ'れば， そこに執劫な

までの多角的な探究と挫折， 迂回と反復を含んだ思索のうねりを感じて， ともすれば

船酔いに似 た気分さえ味わうに違いない. 事実， アウグスティヌス自身もなお訂正す

べき余地が多い点をはっきり自覚してい たようである (Eρistula 1 74， Retraclationes 
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2. 15). だが， 著者はこうし た成立事情にもかかわらず， いやむしろ それゆえにこそ，

アウグスティヌスの探究的思索の道程を， í註解の試み」と称して徹底して その内側

から理解しようと努める(p. 40 6). 従って 本書を読んで感ずる ある種の難解さ， 反

復ゃうねりは， まさに そのまま著者がアウグスティヌスの歩みとの共鳴を強く志向し

ていることも一因であろう. 雲間に隠れ たままの山頂を望む著者の視線はあくまで遠

く， その文体は跨踏と確信をはらみつつ， なお明断である.

評者はかつて第 4章「時間と志向」発表当時(83年3月)強い感銘を受けて以来，

数少ない同行の道の灯として， 著者の一連の論考から多くの示唆を得てきた. この章

は 本書中で最も執筆時期が古いせいもあってか， 文体の面でも他の章とやや越を異に

するが， 時間論をこうし た全体の探究の文脈において再読するとき， アウグスティヌ

スの思索のもつ射程の長さを 改めて痛感させられ た. ま た著者の意図が最も見やすい

のは， これま た早い時期に書かれ た巻末の第 11章(8 5年3月初出 ) であ るように思

われる.

「あとがき」によれば， 著者は当 初『教父の哲学一一アウグスティヌスとニュッサ

のグレゴリオス』という一書を構想してい たという. たしかに「動的なか たちJ í自

己超出としての構造としての信」といっ た 本書に頻出する独自の表現は， 東西教父に，

その措辞の違いを超えて通底する「同根源的な構造」を取り出 そうとする志向に裏打

ちされていよう. 何よりも「エベクタシス」と特徴づけられるニュッサのグレゴリオ

スの影が強く感じられるのである. ただ， 一方で同根源性を強調するだけでなく， 東

西の肌合いの微妙な相違をも見落とす べきでなく， その意味でも特に『三位一体論』

前半部分( 1-7巻)の全巻への位置づけ， および第 1 5巻の聖霊論のもつ意味について

も尋ねてみ たい. しかし それは 本書がすでに十分自覚し た上であえて触れなかっ た部

分であり， すでに「ないものねだり」の領域であろうか. あるいは「教理史」という，

哲学とはま た違っ た巨大な森の中に踏み入らなければ果 たせぬ作業なの かも知れない.

次作を期待する所以である.

こうし た性格の 本書にとって巻末の事項索引はあまり意味をも たない. むしろ聖書

とアウグスティヌス著作への出典箇所(Index locorum)を付し た方が， 索引として

有効に機能しうるのではないかと思う.

なお 本書については， 管見の限り昨年すでに片柳栄一(W創文jJ 357号， 1994年8

月)， 八木雄二(Epistolae 17号， 1994年6月) 両氏による書 評と紹介があり， 宮 本
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久雄『宗教言語の可能性� (動草書房， 1992年)第4章が， 本書第6章の内容と， ま

た評者自身の拙稿「アウグスティヌスにおける自己知の両義性一一『三位一体論J第

十巻を中心にJ (上智大学『哲学科紀要』第 20号， 1994年 3月)が， 本 書第6-7 章

の主題と， それぞれ密接に関係する論考である.


