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アウグスティヌスに￡、ける

可変性mutabilitasの概念

泉 治 典

本稿は昨年の第九田中世哲学会大会で行なった発衣に手を加えたも のである

が， そ のさ い， R. Schneider : D as w andel凶 re Sein (1938)および Seele u. Sein， 

白t tologiebei Au gus tin  u . A ris toteles (1957)さらに A. Mi t terer : Die E ntwick

lungsleh re August ins (1956) の三占は非'ìii;に有益であった 。 後の二去はr�1世思想

研究IL 167- 8頁で簡単に紹介した。 また， I恥占直にのせられた清水正!!r:J-\:の

m ateri a i nform is に関する哲学史的研究からも多くを学ん だ。 拙稿が清水氏のテ

ーマを 多少とも進めることができれば幸いである 。

I 

(1) r唯一の ， 真 なる ， 至福 なる神以外には不変的 な善はない。 被造

物 は神によって iiiられ たゆえに ， たし かに善い ものであるが ， し かし可変

的 な善である。 なぜ なら ， それは神 から生れ たので、はなく， 無 から造られ

たので、ある から。 それゆえ， 神は被泣物 よりも大き な善であって ， 被造物

は最高の善ではない。 し かし ， 可変的 な被泣物は不変的 な善に固着して 浄

福に なりうる かぎり， 大き な善である。 この浄福が被造物にとって い かに

大き なものである かは，被造物はそれ なしには悲惨に なることを避けられ

ないこと からして 明かであるJ(de civ. Dei瑚 ，1)。

創造の信仰は， 神が世界と人間との善き創造者であることを信ずるだ け

で なく， 被造物もま た善き神の被造物として 善き ものであることを信ずる

のである。 とのよう な認識はたし かにアウグスチヌスに至って 初めて 開始

され た ものである。 被造物 の可実性は， 彼においてはもはや創造の信仰を
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脅かす不気味な浮動性ではない。 たしかに， それは被造物のうちに内在し，

被造物はそのために存在そのものをつねにとらえることができない。 存在

の恒常性 m anenti aが不滅的存たの最も重要なしるしであるならば，被造

物はそれを欠くゆえに消滅し，もはやなんらの存在をも現わさなくなるこ

とが可能である。 可変的なものは， たとえ羽夫に変化しないでも，存在そ

のものを保持し能わぬ( non ser vat ip sum es se)ゆえに非存在に至りうる

ものである(de T ri ni t. V， 2， 3)。 それは， I以前存在しでもいまはなく，

存在すると同時に逃げだし，逃げると同時にもはや存在しなくなりJ，それ

φえI未米に存在するならば士見庄はま だ存在せず， 過去に存夜したならは

現立はもはや存在しない」 のである(de lib. arbi t. I1I， 7， 21)。 けれども，

創泣の告は， かかる可変1生を放置し， あるいは放棄することによってでは

なく，むしろそこにおいてこそさらに力強く示されるのでなければならぬ。

被造物のμj変性は，神の創i丘と支配とにたいして二元町、]に対立すべきもの

ではない。 被造物はむしろそれにおいて神の善き被泣物として泣られたの

である。 すなわち，被泣物は予じめ救済を目指して造られ， 救済にいたる

べき存在を附与された。 それは， 被造物にとっては神のなかにかくされた

存在であり， 将来の完全な存在である。 被造物は神によって翁IJi立されるこ

とによって， その現実存在の初まりと日探が与えられ， その辺動が与えら

れた。 そして神はすべての被造物を支配するとき， 1被i立物が白己の運動

を展開し， それを成就する」 ことを汁すのである (de c iv. Dei VD， 30)。

被造物はそれぞれの仕方で自己の存在を愛し， 保持すること が許さ れて

いる(同， XJ， 270。 こうして被造物は神と同ーの存在ではなく， またそ

のようなことが切断されることにおいて， かえって白己の存在の成立と存

続とを神から可能にされるのである(創世記註解1，8，14)。 救済は創造に

おいて耐与された存在の救いであり， 目標である。 かかる存在の統ーは，

神の活動の統一'1It-一三位一体の神の存在と活動の統一性一一のプナロゴ

ンとしてのみ可能で、あろう。一一一以上がアウグスティヌスの， 古代の二元
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論に対して新しくされた二元論の神義論的課題である。 われわれはこの問

題をまず「無からの創造jの解明から出発しよう。 次に可変性の概念、はこ

の課題のなかで， ことに[存夜の救いjというテーマにとっていかなる意

味を有するか在， 11で探ることにする。 アウグスティヌスの運動命全般に

およぶことは， 私の手の届かぬことである。 しかし， 存在と運動とに関す

るかれの新しい問題設定のなかでは， 人間の行為もまた新たに把えられる

のであり， これについては回心に焦点を合わせて皿で論じようと思う。

補考。 後WIユダヤ教では， 知恵、の矧念、にもとづいて， 世界のな大さと芙から穎

l仁川にf.ì1Iì:J!í Tεχνh可EがivE識むれると考えた(Sap. Sal. 13， 5)。 この忠、怨vi，

アリストブロス， ヨセフス， フィロによって原理化ミhtこD しかし， アウグステ

イヌスが被j立物の善を語るとき， このよ〉な直接町、7認識にだけよっているのでは

ない。 被j宣物の善は， t;、しろ干'1'の本táからしてrlfjかにされるからである。fHl越は

仰の存在と泊費Jの統一性である。 フィロにおいては， {}εÓSとπOtεルとが分離され，

r'l' ;こはπá).!Tα(}dεJν εルαtだけがi直j片jされるが， π&νTα πotεJνi討中にはjlli)1Jさ

れず， -rF!:o) r'\'， すなわらコスモスに帰せられる(ThbNT VL -159f.)。 ローマの

ヒ ッボリトゥスは， モダリズムや天父受filitíに対する勇敢な間七であったが， な

おiìt同"比|下jなロコス論をJ合て切ったわけではなかった。 彼がロ ゴスによる創造

Kd(étνと7、111，広による形h� KOσμεJν とを余りに も明瞭に分け るとき(contra haer. 

N田ti 10)， 神のi元副Jの統 'i"J:はきわめて疑しいものになる。 しかし， アウグステ

ィヌスにおし、ζは， 自IJ山荷と形成/gは;Jとして)jljのものではない。 もっとも， 歴史

的槻突をI�ら1，ilJ泣「る仰の絶対的な奇a!tlという�\r.���t:の'1'心I'J'J制点、は， 残念、ながら

すべての教父と|口町kに見失われ， しかもここではそのI;jU里化すらなされたが(例

えばde vera religione 25，47)， しかし形成formatioもまた神の言V配atio Deiで

あり， 神の業に他ならぬことが神学的に反省されたのである(Gen. ad litt. impf. 

10，33)。 創世Jc;.l:Wfo IL 8， 16で， I光が成った」について次のように云う。 non

primo cognovit rationalis creatura conformationem suam， ac deinde formata est ; 

田d in ip盟問a conformatione cognovit， h配 est illustratione veritatis， ad quem co・

nversa formata est. こうして， 神の全的な破れなき業の認、識に応じて， 被泣物の

神にrí司うi'liii;lJ conversioも， 新たに深く問われることになったのである。

(2) 被造物の可変性の根拠は， 被造物が神によって無から創造され た
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ことに求められる。 可変性とは変化をう ける可能性 mutaripos se である

が，その仕方と尿因に関する考察は( 4)にゆづることにして， まずこの無

について問うことにしよう。

ハルナックは教義史第三巻(4版， 1910， S. 1 2 2， Anm. 2) で， この無

を悪しき無 das b õ se Nich t s と呼んでいる。 rもちろん， アウグスティヌ

スの生きた世界観を動かしているものは無ではなく， 悲しきむさぼりと自

我との罪である。 しかしその自我はどこから来たのか。 それは霊的被造物

の自由から来た。 ではその自由はどこから来たのか。 神がそれを欲したの

である。 しかしすべての存{Eが神には1米するとすれば， そのような�IT能性

はどこにあるのか。 その日J能性は無のèjlにある]。

しかし， アウグステfヌスは悪の可能性牟を無のけlに求めたことは1)として

なかった。 創造以前の無はいかなる怠味でも可能的なものではない。 ベラ

ギウスí)�のユリ アヌスは， アウグスティヌスがこの無をマニ教のように悲

しき意志の起源として併するのではないかと疑ったが， それに対して アウ

グスティヌスは， 無が何であるかを論ずるのは全く無駄なこと だ fr us t r a

estと答えた。 無は，;命議と認識の直接の対象とはなりえないのである。 無

は実体的存在 res， na tu ra， sub s tantiaではない。 それは)1与1mの中にも空間

の中にもない。 [それは物体でもなく霊でもない。 実体に属する偶有的な

ものでもない。 形なき質料でもなく， 空虚な場所でもなく， 暗でもなく，
(2) 

ただ全くの無prorsus nihil である」。 以上が創造以前の無についての アウ

グスティヌスの明確な見解である。 被造物が無から de nihilo (または e x
(3) 

nihilo)つくられたというとき， この de nihiloは non de a liquoであり，
(4) 

de nulla reである。 すなわち， ニヒルは可能的にも実体ではない。 可能

的に実体であるものは質料である。 それは被造物にたいして質料的にも原

図的にも先行性をもたず， 創造に関して何ら作用的に関与することのない

ものである。

このことは， ニヒルに関して再び何らかの規定を行なうことではない。
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創造に関するそれの作用性の拒否は， 創造者と被造物との聞 に ， 間接的で

はなく 直接的な関係が設定されたこ とを 意味するのであって ， 無か らの創

造に おいて は， 無を規定するこ とではなく， こ のような関係の存在に一切

の反省が集中されるのである。 ここで ， 生成する世界との連聞 に立つのは

ただ神のみである。 被造物の生成の前 にはただ創造者のみがあり， 初まる
(6) 

時間の前 にはただ神の 永遠性のみがある (Conf. xn， 29， 4 0)。 そ して，神の

創造行為 によって 被造物が 直ちに成立するというこ とは， 世界内的な原因

結果の連関か ら考え られ た ものではない。 神の創造は， 偶発的な ， 或いは

なん ら か 制限 され た行為 ではない。 それは神の全能において 起るものであ

f_， ， 神の不変的 な意 志の啓示 にお けるものである。 全能 om ni potenti aと
(7) (8) 

は神の純粋な内的本質 として の力ま たは意志であって ， そ のような神の内

的本質 は一切の偶有性を排するのである。 e x ni hilo は nonde al iquoで

あり， さ らに nonde Deo である。 す なわ ち， 創造以前の無は実 体に帰

せ られる存在性と作用性が拒否 されるだけで なく， 神とひとしく 永遠的で

あるような 何もの も有しない。 もしそうでな ければ ， 創造者の全能は否定

されるこ とに なる。 それゆえ， 無 か らの創造は 何よりも神の全能を主張す

るものである。 それは創造と世界の原因の複数性の拒否であって， 神々の

戦いという神話は ここでは 明 確 に否定 されるのである。

創造は 碑示である。 すなわ ち， 創造以前 には神以外のいか なるもの も存

在せ ず ， ただ 神のみが存在 し ， この神の存在は創造によって 初めて被造物

に知られるのである。 e x n ihilo につづく a Deoはこ の問題に関して次の

こ とを 明かにするものである。 a Deo とは nonde D回であり， de Dω 

の否定である。 de Deo に在るものは神の子であり ，神とひとしい本質を

有する か たである (Deu sde Deo)。 し か し被造物はde Deo ではなく，

従って神とは 異る本質 を有する。 神の子はやがて 被造物の姿をとり， 人間

として 生まれ ， ひとりのひ・ととして 地上を歩んだか たで、ある。 しかし神

の子はあく まで神の子であり ，神の神 たること， 神の本質 を現したか たで
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ある。 付1の子はaliquidではない。 人の子イエスがfitlの了ーであるというこ

とは， 被造的人ri\lのIt'IJ;i(にJ、識できぬことである。 もむろん， あるJffはそ

れを信じ， ある苫はそれを信じない。 このことが起るのは被)ii'I'tそのもの

の欠陥によるのではなく， �JPによるものであるとと:わねばならない。 けれ

ども， I無からの創ìlUはこのI::g迫にあらわに符えてはいないし， また符

えることもできない。 それはただ， 被泣物そのものからして神のI115日誌に主

ることを， ex nihilo すなわちnonde Deo によって， あらかじめ切断す

るだけである。 だが， 神よZj哉の不可能性は， この命起がし、おうとする最後

のもの， 絶対的なものでは決してないだろう。 そうでなければ， J界nは必必、然

的に被i造j:立止剖剖i'引叶l'け汁'1↑性1

の一司別'{式としてこの不"可l可H能J出Ê'I性ゴ生:をノj兵:しつつも， なおa Deoに一切の関心を

そそぐものである。 神の木質はあくまでミステリオンたることを失わず，

それゆえまた創造の仕方(deと区別されため)を人!日!のíHIJから去象する

ことは禁じられるのであるが， なお神の本;iZの峠示が神白らによって与え

られることを主張せんとするのである。

それで， アウグスティヌスは無からの創泣という命題に従って， 第一に，

被辺物の本tl:が神の木十rôと異ることを否定神'下(1'0に主張した。 神は「ある

もの」ではなく， 霊である。 この相違はさらに不変|生と可変性， /Kì創立:と

H年間ttとして去わされる。 しかしこれらの川清と概念は， 次項(3)で示すよ

うにただちにプラトニズムに述なるものではない。 第二に， 創j与はデウス

・エグス ・ マキナや気まぐれの村1のわざではなく， 神の:r1�:・'!Jt: bonitasの特

示であり， 神はただ神白らによってその本貨を時示したことを主張する。

神の善性は神の本質であり， 永遠の本質である。 そして特示は碑示者より

も低いものではない。 アウグスティヌスは神国論活，24 でちゅうちょし

ながらではあるが， ziq霊もまた bonitas で呼ばれうると言ーっている。 聖霊

は父と子の交りであり， 啓示者と啓示を示すことによって梓示の全体と統

一とを示すものであり， 神の内側にかくされ る と同時に人間に向けられた
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ものである。 そして一一このことは注目すべきことであるがーーかれはこ
(14) 

の三位一体の神のj計十を人聞に向けられた恵み， 憐れみの意味に解し， そ

れによって神の人格1生をとらえる新しい立場を示した。 われわれはことで

ひとま ず結論して次のように云わねばならぬ。 無からの創造は， アウグス

ティヌスにおいては罪の必然的根拠ではなかったので、ある。

11 

(3) 次に， I存在の救い」という重要なテーマについて;考察を進めよう。

アウグスティヌスは神国論Xl， 21 で， 神はなぜ世界を創造したのかとい

う問いに答えて， よき神によってよき被造物が生ずるために， と言ってい

る。 すなわち， 創造の目的は神の存在から理解されているのである。 創造

は神が何ものかに欠けているゆえに起ったのではない。 神は自らの存在の

ためには被造物を必要としない。 人間の服従すらも必要とはしない。 創造

に関しては， 神が人聞を必要とするということは全く問題にならないので

ある。 しかし， 神は被造物に対して自らをその存在の源として与えた。 そ

れゆえ被造物は自己の存在のためには神を必要とし， 創造においてはただ

受取ることが必要である。 そして， 神を存在の源として受取るならば， 被

造物にはI料品と完全さとが約束される。 被造物にとって存在の救いとはこ

のことを言うのである。 llle qui ppe nostr a servitu te non indiget， nos ve

ro domi n at ione ill ius indige mus， ut o peretur e t  custodi at nos ; e t  i de o  ve司

rus solus  e st D ominus， qui a  non ill i ad su am， se d ad nostr am util it ate m 

s alute mq ue servimu5 (Ge n. ad ! itt .VßJ， 11， 24)。 こうして被造物の存在の

救い s alus は， 神の欠乏を補うためではなく， 欠乏なき神の栄光の讃美の

ためで日ある。 存存.の救いは被造物の目標であり， 運動の目的 fin is である。

それは永遠の生命であり， 1争福である。 それは被造物の内在的目標(i n re) 

であるが， 同時に超越的目標(ant疋 re m) である神の恵みによって可能で

ある。 内在的目標は超越的目標によってのみ可能とされるのである。
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神の本性は不変的であり， 被造物の 本性は可変的であるというとき， そ

れは Dyn am ism usの意味に解されたので、はない。 アウグスティヌスは和11，

霊魂， 物体の三段階説を採用したが， 高い段階から低い段階が神的起源の

力により， 意識の媒介を経ず、に直接生 ず、るというプロティノスのDyn ami s

mu s を否定したので‘ある。 プロティノスにおいては魂はデュナミスとし

て考えられている。 宇宙魂は個魂に 働きかけることによって万物の中に入

りこ み， その活動によって諸物の形相が生 みIIJ1されるの ðúναTαI ràp dr;; 
(17) 

池町α及μα καj t吋στoυOÙK àπorkT'μ可TαtπálJT'η(Enn.田，9，5)。 マニ教に

おいてもまた 同様であり， 神はあらゆる事物のうちにある実体であり， 現

実存在である。 神は霊魂として植物のなかにも虫の なかにも存在すると吉

われる( Gen. ad litt . Vß， 9， 13)。 しかしアウグスティヌスにおいては神の

不変性と被近物の可変性はそのような意味で解されたのではない。 伎によ

れば存在者の類的形相は不変的である。 存在するものはそれぞれの額的段

階のうちに在ることによって lau dabileである。 実体または本性は， 神に

よって現実存在として， 白存するもの r es ad se i psam se su bsi st en s とし

て創造されたのである(d eTrin . 刊，4，9)。 それは en s ab aliquo ではな

い。 被造物がこのようなものとして創造されたとき， その同有の性質は基

体と不可分離的に結合されたもの accid enti a in separabili a であってそのよ

うな本性は他のものに変りえない (同V，4，5)υ 馬はそれじたいにおいて

ad se ipsu m 馬である。 それは人間との関係において r elativ e家奮と呼ば

れるが， かかるものは馬という実体においであるものであって， 同の本'1'1:

と同ーのものではない。 す なわち分離されうる性質 acc id enti a separ ab ili a 

である。 同様に人聞は主人或いは奴隷となるとしても， 人間以外の他のも

のに なるのではない ( 向。 vn，1，2)。 理性的存千王者の魂は感覚的存在者の

魂とは異 なり， 理性的な魂が非理性的な魂に変ることはない。 アウグスチ

ィヌスは， 人間の霊魂が動物の中に入るというプラトンの migr at io an im -
(20) 

aeの説を認めなかった。 mut at io は転生 tr an slat io ではなく， in m eliu s 
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(21) 
ιommutataかin deterius commutata かのいずれかである。 すなわち，

存f花I仁:百ιiは土mu悦1抗tatioによつて有存『在の充充牟実pe引r台ctioに向かう 〈それlは土p肘ro 品白.

は p ro品伍E凹e r陀eでで、ある〉か， それとも存{Eの破滅co rruptio に向かう(それ

ce re である〉か， それとも存在の破滅仁0τrupt io に向かう (それは de fìc

よって一本'1/1:そのものが他のものに変化したり， 直ちに失われたりするので

はない。 プウグスティヌスがこのように与えるのは， 被造物の本シ1'1:が創造

手干の柏村1のうおに予じめおかれた真に存在する不変的不滅的イデアにおい
(23) 

て存在することを認めるからに他ならない。 そし てかかる イ デアが創造の

原理であるかぎり， それから離れ行くことによってのみ， 創造において与
(24) 

えられた被泣物の実体に損傷と消滅が生ずる。

こうして， アウグスティヌスの運動概念はアリストテレスの an alogi a

e ntl s の考えに近づくのである。 存在するそれぞれのものにおいて問，áß

ασ1<;ε1<;似).0 rh叫 はあ り えない。 被 造物の秩序は相互に混入する こ とな
(25) 

く， その全体の統ーは支配と服従との関係において成立する。 からだは魂
(26) 

に服従し， 魂 は神に服従することは不滅のj去の定めるところ である。 魂は

大きな善， からだは小さなfきであるが， 各部分の完全性 v ale nt i a は宇宙
(27) 

全体に与えられた秩序に従って可能である。 かかる認識は万物がよきもの

として泣られたという創造の信仰を離れてあるのではない。 すでにのべた

ように， 神は被jL物なしにも存在する。 しかし被冶物はこの秩序に従うこ

とによって， 主なる神の支配に服従しつつ存在するのである。

この連関に おいて次のこ とも指摘せねば ならぬ。 質料はプラトン(Arist . Met 

aphy. A6，988a15)， プロティノス(Enn.1， 8)によれば悪しきものであるが，

アウグスティヌスによれ ば神の創造したよきものである 。それは可能的には「こ

のものJ， った休であるから。 肉体もまた決してðeú，εpoν KαK6lJではない。 Enn_

L 8，14では， 魂が肉体に触れるととπαpouaEa à以orpEouによって悪しきも

のとよる， と言われている。 しかしアウグスティヌスに とって悪しきものは魂そ

のものでもなく， 肉休そのものでも なくて， 魂の方向(af fectio)である 。



アウグスティヌスにおげる可変性の概念 111 

すべてのものは， それぞれの類に従って存在そ愛する (de civ . Dei XI， 

27)。 人間， 動物， 植物， また石の如き物体ですら， 自己の存:tEと木質 を

求め ， それを 保持せん とする (conservare ， cu s todire)。 石 は自分の重さに

よって安定した場所を求めるように， 愛の重み pondu s am oris はすべて

の存夜者に与え ら れてし 、る。 動物は知覚作用を通 じて ， 自己に必要 な もの

を求め， 自己に害を加えるものを避ける。 かかる能力のうちには， 受符と
(28) 

自発との二つを考えることができょう。 そしてこの三つの能力が一体とな

ることによって， 動物における存在の救いが果されるのである。 人聞にお

いては， 存在の救いは意志によって果される。 それは理性的な意志で、ある

が， 決して純粋な自発'14:のみでないことは， 自において明かにしよう。

被造物はすべて可変的である。 しかしそれぞ、れの段階において変化の仕

万がことなることを アウグスティヌスはJ出向する。 物体は場所的時間的に

巧変的であり， 魂はただ11，1'間的にだけ可変的である。 しかし神は場所的に

も時間的にも可変的ではない。 このことは アナロギア・エンティスの意

味において解されるべきであると思われる。 それぞ、れの被造物は， それぞ、

れの(同有の仕方によって可変的であり， それ故変化によって他の類のうち

に混入することはない。 神は場所的にも時間的にも可変的ではない。 この

ことは， あらゆるとき， あらゆる場所における神の支配の完全さを意味す

るのである。

(4) 神には偶有的 なものは存し ない 。 神には変化しうるものや喪失し

うるものは全く存しないからである( de Tr in. V ， 4 ，5)。 し かし被造物は，

内在的に見れば ， 神の如き充足性 suffici entia をもた ず， 自存性 per s e  

E箆 e をもた ず， また単純 な -unum simplexで はな く ， その統一は実 体と

偶有 ，形相と質料と か ら成る 複合的 な -unum composi tumで ある 。被造物

の可変性はかかる i ndig entiaに根ざす もので ある 。 ところで ， 可変的で あ

る とは ， 1"常に同じm odusのうちに な いことJ (de imm or t. a nima e. 2 ，の

で ある。 ここで modusという語 は， しばしばf ormaで もあるが， それ



112 

は被遺物のうわにおかれた po tentia an imaeすなわち生長能力， 知l覚能力，

認識能力のそれぞれによって 働かれた状態何百ectio ， affectus ， habitus) を

意味するものである。 あらゆる種類の変化はこれらの po ten tiaによって

生 ずるのであり， 従って変化は ， それによって 働かれた状態にお いて 見ら
(30) 

れるのである。 す なわち ， m utatio は存台:者のある状態から他の状態、への

移行 ， 変化であり， この三つの状態は m utatio によって いわば結ぼれて

いるのである。 たとえば 悪しき状態が変化によって現実に生じたとすれば ，

この変化によって 先きの善い状態は 外に追い出される( ad es t-d ees t )。 こ

のばあい ， 変化によって本性な いし存在の損傷 d ef ectus が結果する。 こ

の変化は ， no ceri， co rrum pi， m in ui によるものであり， それによって 生じ
(30 

た本'I'l:のJ首傷は ， 本'11:にとって 悪 なのである。 そして ここに実体的なco rr

uptio が生 ずるとすれば ， それは 実体のifíil1X ann ihilatio に他なら ない。 し

かしこれと逆の場合の存することも明かである。 あしき状態からき状態へ

の移行は prof ectus であり ， augm en tatio である。

悪の可能性 poss ibilitas m ali と呼ばれるものは ， 被iiE物の 本iJEな いし存

在が変化によって 減少せしめられる可能性である。 悪には ， 死， 盲目 ， 愚

か ， 食欲， くされ等の多くが含まれるが ， これらは unum es se， v erum 

ess e， bonum ess eの欠如として co rruptio boni ， d ef ectus bon l手と呼ばれ

る。 それは仔在の減少であって ， 無に向かう方向 tend ere ad nihilum が

そのrllにおかれて いる。 J巴は 下降として 衣象されるのである。

J巴の可能性は ， アウグスティヌスにお いてたしかに可変性の問題と別に

命じられたのではない。 この可能性は被造物の可変性におけるものである

が ， 可変iJtは可能性であって ， 必然11，で、はないことに注意せねばなら ない。

すべてのものが 無から創られたということからして ， 罪を犯しうることが

必然的に結束する のではなく ， 逆にただ ， 罪を犯しうるものはすべて 無か

ら創られた ， とだけ言いうるのである(c. Jul . o p. im pf . V，39)。 人間は w

11:fi'�に意志、をfljいることによって 罪を犯す。 恵志、は魂の運動であり ， それ
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はたしかに 本 性である。 し かし 意志は本 性と同一ではない 。 意志は本性に

おいて， すなわ ち魂に おいて存するものである(同， 40)。

被造的実 体 は質料と 形相か ら成る 複合的統一 体であるこ とをすでにの べ

た。 神は被造物をつくるに 当り， 無か らつくられ た質料に ， 神自 らの 知恵

のうちこおかれ た形相を与えた。 この 形相はもちろん 神 か ら生れ た神の 生11
(32) 

恵と同ーのものではない。 ここで神は質料を徐々に 形成し たの で、はない。

創造と形成は 一挙にして行われ たのである。 これ が si mul concr eat u m の
(33) 

説である。 質料は神と並ぶ永遠的なものではない。 従ってアウグスティヌ

スにおいてはアリストテレスと異り， プュシスよりもテクネーが 先行的で

あると言えるのである。 質料は ser v it u s sub ar t ificeである (Gen. ad litt. 

impf. 4 ，15)。 し かし被造物においては決してそうではない。 可変性と は

変化をう ける可能性 mut ar i p osse であり ， それゆえ変化は ， それを引き

起す外なる超越的原因によって生 ずるとともに， 自 らの うちに 変化をうけ
事

る受動的能力が内在するものにおいて， 現実に 生起するのである。 可変i�t

は， せまい 意味ではこの 受動的 能力に ついて言われる。 し かし ， アウグス

ティヌスは可変性と質料とをしばしば同義に 用いており(例えばC onf. Xll， 

6，6)， それは先きの 超越的原因をさすもの と考え られる。 それは変化にお

ける質料的なものである。

*ここで受動的能力と呼ん だものは， SchneiderがSee!e u. Sein 161頁以下での

べたものである。 アウグヌティヌスの知覚理論に おいでは， 魂は能動的な倒jき

(判断作用〕しか有 しない， と従来考えられていた。 例えばジルソン「序説J 73 

頁以下。 それは， 低い段階のものは高い段階のものに対して作用を及ぼさない，

と考えたからである。 魂は身体の支配者であり， 身体が外的対象物からうけたさ

まざまの限定を管理するのである。 それに対してシュナイダーは， 外界の印象が

魂の中に入ってくることは， 魂のpassi vePotenzのゆえに可能である， と言う。

Sensum il1um interiorem non ea tantum sentire， quae acceperi t  a quinque sensibus 

corporis，副etia!Ìl ip!正直ab eo sentiri (de Iib. arb. ]1， 4， 10)。 従ってジノレソンで

は， 感性的知覚内容が理性的認識に対 して有する有用性を明らかには認めていな
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いのに対し， シュナイダーはい1'1'\の受動能)Jを示すことによってその有用性を認

めらのであおれ 知党されたものは古魂に士、「してiたしてかくされているのではなく，

聞かれているのである(lûηOèr;εゐαO。 内有の受動能力J土， 存在者の像imag

inesを保存する記憶の場所である(S.199，202)。

事物の成立は創造によるか， 誕生によるか， 製作によるかである。 しか

し人間は質料に対して絶対的な支配をもつものではない。 そして誕生と製

作は， 被泣物の ind ige ntia に由来するものである。 質料は人間によって直

接に認識されない(C onf . 瑚，5f) 。 アリストテレスも言う質料の不可認識
(34) 

性は， それが人間によって完全に支配されないことを意味するのである。

かかるものは形成しつくされない， 可能的残余として留まるのであり， ぞ

れが変化において認められるのである。 しかしそれは形相に対しては for

mar i  pote st としてリアルに存するものである。 それゆえ超越的原因は，

物質的なものであれ， 非物質的なものであれ， ひとがその作用を蒙るが，

臼 ら はそれに手を加えることのできぬものであり， ぞれは必然的原因であ

るとすうことができる。 かかる原因が人間の感覚， 内官， 理性等のさまざ

まの働きを通して， 一つの状態を止めさせ， 他の状態を初めさせる。 けれ

ども， このような原因もまた他か ら変化せしめ られて変化する (formari

potest) のであって， 永遠に変化の 外におかれたものでは決してないので

あるυ

mutat io はこうして mutari po sse， すなわち変化の受動的能力をもっ存

イl:者において， 超越的原因から引き起されるのであるが， それは変化の内

イEi'l''.!原因としての能動的能力の活動において現実に生ずるのである。 これ

は， 先きにふれた pote nt ia a nimae であり， appe tere， te ndere， amare， ve-

lle， cupere写であって，植物，動物， 人間の実体に属する性質で、ある。 しか

しこれ ら の能力も，被造物の欠乏性のゆえに，自らによってその力を恒常的

に保持することはでき ず，その失われ行く力を超越的存在者(神，世界〉か

ら補給されるのである。 アウグスティヌスはしばしば De usa nimae v ita 



アウグスティヌスにおける可変性の概念 115 

とdう。 すなわち， 人1111においては， 魂は神によって生かされなければ，

やがてその力を失うに至るのである。 魂の力は， 神をすてることによって

決定的に変化し， その結*， 死に[íiJって13ぎ行くこ4ニ currere ad morte m 

が始まるのである。 それは恒'ì;\WJに在るものではない。 それゆえ魂は))空

交Jj)(ったり失ったりすることが生ずる。 変化のIJ-.J在的原因は， 従って超越

的原凶と!日j じく， 恒常的ではない実体の ind igentia に基いて可能なので

ある。 p otent iaの恒常'11のìl);lは神であり， 桝lに固着する ad hae re re もの

にはその恒常性が附与される。 だが被泣物は可変ttを完全に免れていない

以上， そのことは神に強く回話する限りにおいてである。 ↑司常的なj出動

stabilis motus と呼ばれる天使の迎�y}(de civ . Dei XVI， 6) はこのような

ものである。 天使は初めから罪を犯すことはなく， 強大な愛を以て神に悶

着するという運動によって， 単なる存在からより善い存在となり， 単なる

生命からより善い生命となった( Conf.XIII， 2， 3)。 アウグスティヌスは

このような述動を con ve rs io と呼び， 堕罪後の人間の新生の原型!として

ちえた。 天使においては創造者の善性は現在的である。 すなわち， 存在の

秩序は救済の秩序の原引をなし， そのようにして創造と放出とが結介され
本

うると与えたのである。

本 Ritter， Mundus Intel1igibilis (1937)は56 -- 8 vlでこのようにzまってレる。íjlj

造は第 -次的創造と第二ìXI下j創造とに分けられる。 215 ・ìk的自I[;ilはPrincipiumと

Verbumとの三伏 ー体論的|日J--視によるinnerg白ttlichな創造であり，第二次的創

造において霊的被造物が創造の媒介的役割を果すのて、ある。 このように理解して

正しいとすれ ば， アウグスティヌスにおし、てはやはり創造のl歴史性が明らかに必

識され てはいなかった， と一日うへきであろう。 Mittererが計一しく論じたように，

創造世界におし、て時間性はやJら構成的語、義をもたず， それゆえ， 存在と;p;動との

統ーがなお欠けていると批判されるのもこのこと と無 関係でな い。

実 体は性質 だけ でなく， 量なしに も成立しない。 こ のこ とは物休におい

ては自明であるが， 霊的 存在においても ， 分量的 ではない大小が語 られる。

神は non enim mo le mag nu s  es t， sed vi r tu te である (de Tri n VL6，8)。
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神が偉大であるのは， 完全性に関して言われるのであり， そのように数と

大きさとは， 事物の完全さを意味するのである(同， 7，9)。 また， 完全さ

はマテリアの所有を以て表わされる。 例えば， 匁|者とはやjJ的人間的事柄に

ついての知識をもっ人であり， この場合， 知識scie n tia は士u;，!;: sapie nt ia 

の状態における質料的なものである。 従って完全さにおける状態は質と量，

形相と質料とから成る。 魂はその状態からî'在ちることによって力を減少し，

そのため存在を保持し， 或いは新しく受取ることができなくなる。 m:罪後

の人間には 無力と弱さが附着し， それによって��1の印祈が妨げられるので

ある。 しかしVJ‘びその)JがT(!l，'i、に達したとð-， i1Uは実体のイバ1:に必1}2: il 'ft 

料1'j"Jなもの， :，hi'-Jなものを受坂り， それを保j!jしうるのである。 完全さの

中にあっては魂はあるひろがりを白ーするのである。 そこで次のように云わ

れる。 「われわれの休息こそわれわれのある場所であるJ(C ontXIII，9， 1的。

III 

われわれはこれまで創法と形成の両械のあいだで可変11\:のtlJl姐を与察し

てきたが， 以}二のべたことが回心の山来事とどのように|対わるかを明かに

したい。 さしヨり， 告白録第八巻の記事によることにする。 同心はいうま

でもなく人間の生におけるぷ大の変化であり， いちど肝:におちた人11日の救

いの出来事である。 アウグスティヌスにおし、ては， 三位一体論や創[11:記註

鮮の精細な議論も回心の深 い体験をはなれではJSえられな い。 創造者であ

り救済者である神の統一性に面して新しく掘り下げられた人間の把握が，

この回心の出来事のうちに結晶されたのであるから。

アウグスティヌスは回心の直前になって立志の分裂に苦しんだ。 意志は

白分が欲することを欲せず，欲しな いことを欲すると いう。 この相反する二

つの意志は， マニ教が青うような許忠二つの 本'1'1:や実体で、はなく， FJ-の

意志の二つの異る態度をさすのである。 す なわち， 意志がそこに存在し，

かつ何らかの活動を有することは， すでに前提されて いるわけである。 自
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由な意志の決意 のみが罪の原因であり ， それゆえ救いもまた自由意志の救

いとしてあるべきことを， 彼は教会の教え から受取った。 自由意志の存在

を認めること からして ， 回心への道が初まったのであるCV!I ，3 ，  5) 。 回心

は意志の救いである。 すなわち ， 1魂がそれ自身に従って ， ただ意志によ

ってのみ ， その強固な意志を貫徹することJ ( ip ぬs ibi an im a ad vo lunt a

tem su am ma gnam in s o l a  vo lunt ate perfi ciend am. VßI ，  8 ，  20)が必要なの

である。 し かしそのような大いなる意志はまだ可 能ではない 。 意志の分裂

はここに存する。 それは意志にお ける支配と服従の関係の混乱である。

「精神が千二に動け と命令すれ ば， 命令と服従とが殆んど区別されない程， 容易

に)';行される 。 …・・・しかるに， 精神がそれ自身に或ることを 欲せよと命令すると

き， それはI�jーのものでありながら， そのこ とをなさないのである 。 ......精神は

衷心から(ex toto)欲するのではなく， 従って衷心から命令しないのである 。・・ …

それ伏，完全な意志が命令するのではなく， 従ってそれが命令するものは存在し

ないのである。 13志(volunぬのは， 完全であれ ば， 意欲( velle)の存在するこ

とを命令しないであろう。 意欲はすでに存在するのであるかちo それ 故， 欲しな

がら 欲しないということは奇怪なことではなくて， 精神の疾患である。 精神は，

真理によって起されながら， 習慣によって抑えられて， 全体として立ち上ること

ができないのである(non totus assur git)oそれ 故， 二つの意志、が存在するのは，

その一つが完全でなくして， それに欠けている(d田s t)ものが， 他の意志、に存在

する(adest)からであるJ(租， 9， 21服部先生訳)。

語、志は精神の活動で、ある から ， 本性上自動的に運動するとλ号え ら れ る

が， 厳密に見れば ， 動 かすものと動 かさ れるものとの区別がそこにあり ，こ

の両者が分裂して 一つの全体を構成しないのである。 そこで ， 意志、は全体

として立ち上ることができないと言われ ， また ， 意欲と意志が同 一ではな

いと言われ ， また前章20節で、は，意志、と 能力 fa cu lt as とが同 一でないと言

われたのである。 かかる意志の全体性 ， ないし完全性の欠如は， 意志 の

mut ai'Ì posse に由来するのであり ，それが意志の病と か弱さ と かと呼ばれ

るのである。 意志、は健全sa lus ではない 。 意志の達成さ れるべき内在 的目

標である s anit as がな く ， 従って魂はまだ bea tus ではない。
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二つの丘，ιは二つの見る本性ではなし、から， 手足化によってーんAの;立志が

完全に消滅するのではない。 同心において神か無かの撰択がj自られたので

はなく， 主fニ[r�心後は:�.I�へのIITm�'II[:が完全に消失したのでもない。[111心は，

伎が好んで}IJ 'V、fこ言葉にぶれば， いやしの初まりである。 すなわら， 凶心

によって変化したものは超越的な存在者への関係である。 付!と世界に対す

る 人間!の|対係の変化である。 プウグステfヌスは， 回心によってこの世へ

の欲望から肝胤されて， 全く神を喜ぶに至った， とのべている。 それは意

志が享受する対象の変化である。 同心は立志、の方向転換であり， .吾、忘を正

しく科lにrílHtるか， それとも神をすてて他のものに向かうかが決断として

j自ったのである。 この決断はri・うまでもなく意志そのものにおいて起るの

であって， 他のどこかにおいてではない。 そしてまた， 立志は多くの可能

性の111からあるものを任意に撰ぶので、はなく， 予じめ定められた存在の救

出に向かうのである。 神との関係が正しくされることによって， そのよう

な口的附与が立志に加わるのである。 回心後アウグスティヌスはこう言っ

ている。 1"何という奥深い秘密の場所から， 私の自由意志は一瞬のうちに

呼びIP1されたことだろうJ(de q uo imo a ltoq ue secreω evo回t um es t in 

mome nt o li berum ar bi tri um me um. lX， 1，1)。 奥深い秘密の場所， それは

記憶を保持するかくれた内I�''，)な場所で、める。 アウグスティヌスは， ここに

択したように， 記憶を空間的に場所として衣象した(X， 8， 12f)o この場

所は魂のI�なる光である想起によって照しIUされる場所であり， 従って記
(37) 

憶は内官の受動能力をなす質料的なものである。 記憶とは， あらゆる種類

のものを無数にillZベた雑貨市のようなものではなく， r私の全体J (X，8， 

15)であyて， この全体はやがて完全な仕方での存在の救出にいたるべく

予めおかれた質料的なものである。

それゆえ，[[1]心における変化は， creati o における for mati oの再認であ

り， それは7)li'1'')変化であると同時に量的変化として見られていることに注

志すべきであるJ 意志はこれまで弱いものであったが， ここに至って初め
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てJJiヰ;の名に価する強さがえられた。 このように， 弱い怠，ιから強い;立志

へ， 病める意志、から健康な意志への変化において， 存夜の救いが方r;�-5け

られ る とL、うことが， アウグスティヌスの同心の特長であり， それによっ

て， 人聞の界にも拘ら ず神の益性と被造物の善とを讃えることが告白録の
(38) 

テーマとなったので、ある。

(1) contra Julianum op. impf. V， 37 

(2) r司， 14 (3)同， 31 

註

(4) (5)同， 42 de nihilo， hoc est， de nulla re fecit haec D巴us. Nbn quia nihil 

habet aliquam vim; si enim haberet， non nihil， sed aliquid e田巴t.

(6) de civ. Dei 廻 ， 1 6 non eam (creaturam) spatio transcurrante，記d manente 

perpetuitate praecedens. 

(7) I"J. 24-26 

(8) C. Jul. op impf. V， 38 l'中には-1，之I'Jjの白I.LJ心;志がj'råせら�Lゐ。

(9)戸J. 37 間 dc nat. boni 1 et 27 

(11) 1.\1];自のft:ルを人間的に表象すむことはfaber に他ならないヲ しかし神i土

homo artifexではない(C.Fe1. 2， 18)0 !n�;(pらの高1jJ1!は純粋に神の 内 I'i'J )Jに

よって起るのCある。 non extrinsecus" .sed intima Cr<阻toris potentia (de civ. 

Dei刃I， 26)。

(12) 神fbgj識の不")肯�i'l:がアウグスティヌスにおいては神の存在の有志味性のゆ

えに絶対的原理的にJ::'Jl�されていないことは， 相\fl.1 Iアウグスティヌスの三

{セ一体論J (告1>立大学人文学械23号1960年， 59頁以下〕で言及した 。

同 ジルソン， 序説186頁参)E!

(1� bonitasは miserico吋ia， benignitas， beneficientia 等といわれ， また magna，

制mma， sola，担ncta， justa， gratuita 等の形容詞が附されるのがつねである。

cf. Gen. ad litt. 1， 5， 11 

(11l 

(m 

cf. de doctr. cl1rist. 1， 32， 35 

ツエラー， ギリシア人の哲学31坂田， 2， 494頁以下;ヴント， プロティン

(1919) 70頁参!!((
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。司 アンリ ・ シュヴィツアーのテダストによる。 プレイエはðÚliαTαtをðú・

εTαEに直して いるが， ぞの必要はな い 。ðÚliαTαEはすぐ前にあるπαpα6・

XÛli éαu吋ν (自己を波す， 一種の physische W irk ung)にかかる。

(U� Conf. X1I. 28. 38 

同 83問題集73， 1では accider】s internum と accidens ex trin蹴us という区別が

ある。

側 de civ. Dei X， 30 凶 Gen. ad litt. V1I， 9， 13 

凶 de civ. Dei XIX， 13， 2  neque enim totum au fe此何. Deus) quod naturae 

dedit ; sed aliquid adm it， aliquid relinquit， … C. Secundin. II Deficere autem 

non iam nihil est， sed ad nihilum tendere. 

凶 83[11]題集46， 2の有名な個所を参!�n

白4) de m or. m anich. II， 6 nam quod m utatur in m elius， non quia m anebat m u. 

ねtur，配d q uia pe rvertebatur in peius， id est ab essentia deficiebat ; c叩us de

fectionis auctor non est qui est auctor essentiae. 

凶 アリストテレス「政治学」第一巻第二章。 「互に他なくしてはあり得ない

ものは， 一対 となるのが必然的である， 例えば……生来の支配者 と被文配者

とが両者の保全の為に一対 となるが如きである。 ……主人 と奴隷とには同ー

のことが為になるのである。J (山本光雄教授訳)

凶 de quant. anim . 36， 80 間 de lib. aPb. III， 14， 40 

凶 Schneider : Seele u. Sein， S.131 

担割 Gen. ad litt. Í'姐， 20， 39 de vera re1ig.10，18 epist. 18， 2 

側 Trart in Ioha. XXXIX， 8 Iすへての魂はこうして可変的である， すな わ

ち， あるときは信じ， あるときは信じな い 。 あるときは 欲し， あるときは欲

しな し、 。 ……あるときはよく， あるときは悪い」

。1) de n at.凶1i 20 bonum m inuendo crescit cor ruptio. Quod si penitus absum p-

serit， sicut nul1um bonum ， i ta  nul1a n atur a  rem anebit， quia iam cor ruptio qu

od cor rum pat n叩erit.

倒 Gen. ad litt. 1l，8， 16; V， 4， 10 C∞f組， 15， 20 

�� Gen. ad litt. 1 ， 15， 29 etc. 

凶lí.r附σ'WS "α()' αb吋ν (Met aphy. 210， 1036 a 8) ÓIναiσ併ros (gen. et 

cor. B5 332 a :;õ) 
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倒 de lib. arb. IT，17， 45 quod fo nn ari pot叫は(JeKrlKóν(gen. et cor. A4， 

320 a 2)に相当する。

倒La 血er， Augustine 's 白nce ption o f  the Re form ati∞ of  m an (AMIT， P.872) 

聞 シュナイダー上掲喜197-202頁。

同 ここで， アウグスティヌスの回心は creatio に おける form atio の再認で

あるとのべたが， 彼は回心に おいて c reatio そのものを再び根本自Jに問うま

でには至らなかったのである。 「新しい創造」 という逆説的友現は彼には見

当らないのである。 Ladner(註36参照)は， 創造以前の無は被造世界の中

に入りこんでいる故に， 新生(re form atio ，renovatio )は「無から神へ向かう

第二の転向て、ある 」と言っている 。 しか し， 救済を創造以前の無からの転向

として考える ならば， その無を罪の原因とみなすことに なる だろう。 アウグ

スティヌス はこのような考えを神義論的意図からして注意深くさけていたの

である 。


