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AURELIUS AUGUSTINUS，

評
SELBSTGESPRACHE üBER GOTT

UND DIE UNSTERBLICHKEIT DER SEELE.

(SOLILOQUIA，

DE IMMORT ALITATE ANIMAE， Latine et germanice) Gestaltung
des Latcinischen Textes von Harald Fuchs.

Einfuhrung，

Uebersetzung，

Erläuterungen und Anmerkungen von Hanspeter MUller， pp. 298.
Artemis - Verlag， Zttrich.

長

津

信

誇

これはDie Bib 1ioth e k d e r A1t e n Welt の 一冊であって， その出版の予告を見て
注文し， それがようやく私の手に入 ったの は昨年の4月であった。 しかしcopyr ig h t
を見ると1954 年 にな っている。 今さら書評に取上げるの はやや時期を逸したきらい
があるので ， 多少践賭した。 しかし本文の割合に長い序文がついていて， それが 非
常 にすぐれ ていることと ， 私が以前からアウグスティーヌスの So1i1oqu iaに特別の
関心をも っているという理由とから，とにかくここに紹介することにした。 私がS仔
1ilo司Ula を始めて知 ったの は西国幾多郎先生の著書のなかであったと思うが ， この
*

小著の重要性につい て教えられたのも先生であ った。 それは昭和5年の頃であるが，
爾来この書物，i“告白"とともに， ア ウグスティーヌスの数多い幸子作のなかでも， 私
の長も愛i着を感じてい るものである。
ここに以上げたSelbs甲sp äche usw. は全体 pp.
298 のうちp.46までが序文 ，
pp47-2
.
0 1がSoliloqu ia の羅独対訳 ，
対訳 ， pp.259-298 が附録 ，

pp却3-257がDe m
i mortal tat
i e an m
i aeの

注釈等にな っている。

左ページのラテン本文はSai nt

Maur 版を土台として， H. Fuchsが厳密に校訂したものであ って， M gne
i 版を そ
のまま刻刻したP. La b rioll eの羅仏対訳本にはるかにまさ り ， 私どもが今日容易に
手にし得る唯一の， 学問的に校合された原典であろう。
序文 ， 独訳ー そ の他はH. Müllerの手にな ったものである。

この序文は短いもの

であるが ， カッシキアダム時代の ア ウグステ ィ{ヌスの哲学を極めて犀年IJに 分析し，
問題の所在を明らかにしてい る。 ア ウグスティ ーヌスその人が古典古代の教養を深
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く身につけた， 当時の典型的知識人であったが， この序文の 著者も 非常に広ν視野
に立って， 絶えず古典古代の文化 ， なかんずく ギ リシア哲学およびロ ーマ文学を顧
慮 しながら論述を進めている。 著者によれ ば， 偉大な思想家とい うものは 自己の信
念に言語的表現を与えるものであって， そこにわれわれがはっき り認めることので
きるところの， 生と文学的 創作の統ーがあるのである。 これから して， アウグステ
ィーヌスの場合にも， 彼の生涯， 彼の思想の叙述， 上記二作品の考察という云つの
課題が出て来る。
A.

彼の生涯。

この節においては聖アウグスティ{ヌスが回心 の後 ，

胸部疾

患、を医すためカッシキアタ ムで静主主し， Sol il oqu ia を書くに至る頃までの内的およ
び 外的な生活過程が辿られる。 彼の精神的発展 ， 特に彼の凪心において ， キ リスト
教を象徴する彼の母モニカの務めた役割が極めて重く見られている。

“彼が母の王星

怨から離れる に{返って ， 彼は信仰からも ， j追ってま た キリスト教からも離れた" と
序文の筆者は言っている。 i皮がカノレターコーからローマへ行ったのも， 母の監督が 自
分の粘神的発展に妨害になると考えて， それを逃れるためであった。 彼女はi戻を流
して彼を自分に結ひつけておこうとしたが， 彼は彼女から逃れた。 彼女は伎を追う
Cローマへ ，

ミラノへ行った。 彼女の愛が沈黙 していればいるほど ， その 非難は彼

の心を苛なんだ。 私はかねがねモニカがアデオダツスの母を去らしめたことに出解
しがたいものをもっていたが ， この筆者は ， それを問題としてはいない。 ともあれ
しばらくの閥も純潔な生活を維持することのできなかったアウグスティーヌスは ，
自己の道徳的な弱さに対して ， 内心で深く 自己に嫌悪を感じた。 彼は心の奥底では
母の正 しさを想った。 ポンティキアーヌスの物語 その 他が彼の心情に強く訴えたの
は ， 彼が心で そ ういう状況にあった時であり ， そ うい う状況のためであった。 倫理
的な節度への無意識的な決心がそのなすべきことをなした。 パウロの 要 求 が満さ
れ ， アウグスティ ーヌスは母の信仰に身を委ね た。 そ ういう風にアウグスティーヌ
スをキリスト教に導いたものはそニカの “愛情" ( Aff ek t ) であった。 この愛情が
彼を母に結びつけ ， キリス ト教が彼を望んでいると言わしめたのである。 けれども，
この愛情は彼の “生日性" (Int e l lek t )と矛盾 した。 それは知性が， キ リスト教の 或る
種の表現を， 愛情がそれを迫る にもかかわらず ， 受け入れようとしなかったからで
ある。 従って知性は愛情の対象である キリス ト教と離反した。 そ して長い間の不安
の後 ， 回心の瞬間にこれが結合統一された。
筆者Müll er はアウグスティーヌスの回心に至るまでの精神的発展におけるモニ
カの役割を重く見ているが， それを唯一のものとしているのでは国よりなく， 修辞
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学， マニ教， 懐疑主義等々がつとめたf党制にもそれぞれベージを'gljv、ている。 とこ
ろで私は二つのことに注意しておきたい。 アウグスティーヌスの村神的巡!訟におい
て， 彼が}吉に求めてやまなかったものは， 合理的な世界観であった。 美も， アウグ
スティーヌスにとっては， 合理的・理性的なものでなければならなかった。 彼の知
性が， 乳とともに吸った聖書を受け入れることができなかったのも， 文体の単純さ
とともにそこに書かれていることの非合理さであった。 このことは実は当時のアウ
グスティーヌスにはまだ望者を解釈する力がなかうたことを怠味する。 ところで彼
をアムプロシウス， ホ。ンティキアーヌス， シムブリキア{ヌスと知己にしたのはモ

ニカであった。 Mullerによれば， ミラノにおける3年は， 30歳のアウグスティーヌ
スに竜要な 体験をもたらした。 それは彼が アムブロシウスによってアレゴリー的聖
書解釈を学んだことである。 アウグスティーヌスはこの技術によって聖書の言葉の
一つ ムつをurndeutenし， その援けによって!日約の物語の怠味を明らかにすること

が できたのである。 著者がこの点、に弟目し， 短いH;交の中で、それを強調しているこ
とはI主見であると言ってよいと思う。 しかし聖書から灘れでただアレゴリー的解釈
ということであるならば， おそらくアウグスティーヌスはアムブロシウスに会うlìíj，
既にプラトーン，

キケロー，

ストア

派等々からそれを学んでい たであろ

つ。
もう一つは今迄に幾度も論じられた386年の彼の白j心が， 彼の“告白"が言うよ
うに， キリスト教への回心であったか， それとも新プラ入ーン主義への回心であっ
たかという問題で ある。 それについて， Müllerが， 461殺の時， 教父としての立場か
らなされた12年前の回心の告白を， 折、批判に信じではならないと警告しているのは
当然であ九う。 回心直依め存作はキリスト教への回心については殆んど語らず， 新
約型』の引用もSolioq
l uia て、はただ五回，De irnrnortla itt丘 eで‘は，

ないっ

Muller によれば，

ー回も見出され

彼の [司 心 を 規 心 したもの は 内容が]には新 7・ラ ト ーン (1 ]
'

'

•

キケロl刊・ キリスト教的折衷主誌であり， 世界観としては彼の回心ば全く新プラト
ーン主誌或いは新fラトーン主義的色彩を有する通俗哲学(Popularphilo田phie)へ
のそれであった。 伎がキリスト教を白分のものにしたのは， それよりもずっと後，
しばしば“第二の同心" と称せられている391年すなわち彼がヒ ッポの司教に挙げ
られた年であった3
B.

1守学について。

Muller は， J二述のように， カッシキアダム時代のアウグ

テスィーヌスの哲学を折衷主誌とする。 この}�Î，私は彼と考を異にするが，

しかし析

W3ミぷ叉は通俗科学と言ってもそれは;!として安易な妥協を指しているのではなく，

含費
回

評
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内的闘争と苦悩と↑童恨のうちにあって正しいものを発見し， :l'ifïJをIJ，�.citし
t ， それに

従 っ て 生 き ょ うとす る 芯 志が， その 始ま り とな っ て いる 新ア カ デ

ミ一

派 のもの であ

る。 周知のように彼がまず企てたものほ， 懐疑IS�の批判と至福なる生の探究であっ
た。 か く して彼が到達した 立 場は ， 如何なる懐 疑 も ， それが jiT疑 と し て 可 能 で ある
ためにさえ， 認めなければならないcogito的立場であった3至福なる生はこのj，Il!J'-J

な 立 場に おいて 成立す る。 Mül
1e r はこ の よ う な立 場を 介理 主誌と 呼 ん で ) 、 わ 3 ア ウ
グスティーヌスは，I15識のi立として，

プヲ ト ーン的想、起i況をr:1<h入れf二、

がて照明礼(Erleuchtungslehre)が彼の心に芽生えて米ム

との聞には 越え ることの で きな い緑隙が あ っ た。

しかしや

しかも旬、起ぷiとl川町JII'ï�

空表者Mül1erはこの両ぺの共通/，i.、

と相違点とを述べて， )ilj動!刊な照明乱はパウロの忠、語論につらなヮてルくものであ
ると一言っている。
ところで認識の目的改良理である。 Müllerはただ型去の言交にjì[，てL'i.l1j! I土Ì1i'と
されると言っているが， そこにはなお深く堀りFげてゆくべき問題があるであんウ。

彼によればverum
る。

という誌をアウグスティーヌスは二つの概念に対してJih、ごい

その一つは論FIJ'}:の領域から起って来fこ verumの概念であって， こjし;土ζ制

的な立言が客観的な市'だに対応するものである。 第二は存在論に属す:;:)突在([') (wi
c
i h)の概念、であって，
rkl

これは容観的事'丈が存白するということを示す。

この第

二の意味の真理はm-�の志P*のrUEJ!と係わるところがないのであ" て， それ白休ノK

遠の {曲 lt立を有するものである。 第 一の真理 は， す へての真理が そ う で あ る 上 う に，
それを思 憎ー する主観 が存在しなくなると ， 存在することをやめるで あろ う3

アウグスティーヌスにあっては神は真照であるから， 真理論は当然神論に導い て
ゆく。 神は認識の内容をなすものであるが， 筆者によると “アウグスティーヌスは
神という名のもとに非常に多くのものを認識し得ると信じる"。 アウグスティーヌ
スにおける最も困難な問逗の一つは， 上記の第二の存在論的真理としての神と “!忍
情に対応している神"日IJち“聖書の神" との関係， 真理としての神と人格としての
神， 知性の対象としての神と信仰の対象としての神の関係である。 M臼llerも勿論こ
の困難を自覚していたと思うが， カッシキアダム時代のアウグスティーヌスの哲学
を扱うことにその論述の範囲を限定している著者は， アウグスティーヌスが神と名
ずけられる人間学的理想像には徹頭徹尾満足しなかったと告げるだけで， その問題
に深く立ち入っていない。 そして “それ故に彼はプローティーノスと共に， 神とは
何であるかという問いに， 一義(I'Jな答えを与えることをf巨む。 この怠味の神が人間
の慢性の対象でないことは自明である" と言っている。 しかしこの問題はこのよう
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に簡単に片づけられないのはもとよりであって ， 彼の洞察の不足と叙述の不徹底を
思わざ る を得ない。
ところでここよりして ， MUl 1er は秩序の問題を導き出す。 秩序は神の存在から
流出して 来 るところの世界の法則である。 この秩序の中にあるものはすべて必然的
に善であり ， 善として それはま た美でもある。 善と 美とは長高の形相すなわち神の
秩序においては一致する。 プラト ーン主義者としてのアウグステ ィーヌスは ， 世界
の秩序を美しい世界の基礎と なした。 秩序の問題を軌として ， 一方では慈の問題，
他方では調和の問題が展開されるが ， 神の人格性の問題， 従って信仰の問題を徹底
的に追究しなかった MUl1e r は ， ここにおいて悪と罪との関係を見落す結果となっ
た。 アウグスティーヌスには一見 したところ互に相容れない， 矛盾した一面がある
が ， これが“神は認識される か"と言う問題において は ， 直視(Vis io n)と知性的
認識という姿をとって現れる。“最高の認識は直視である"。 この直視は神秘主義に
連るものであって ， 神秘主義者モニカを母としていたアウグステ ィーヌスに ， 神秘
主義への素質のあったことは疑いない。 So liloquia， 1 ， 13f . においては，実際， 彼は
直視の脱我 的性格を認めてはいるが， しかも同時に神秘的・脱我 的なものを合理化
しようとした。 特に彼はカヅシキアダムにあった時 代には ， 感情生活から発する直
視を完全に合理化しようとした。 Mu l1 er が魂は精神の限をもって神を見ることが
できると主張する照明説を“合理化された直視ぺ“合理化された神秘主義"と呼ん
でいることは， アウグスティーヌス哲学全体系の弁証法的性格と考え合せて ， 深い
意味をもつものであろう。
次に Mu l1 e r はアウグステ ィーヌスにおける美の学説に触れる。

周知のように彼

の最 初の著述は De pulchro et ap to であった。 これは今日散逸してしまったが，新
プラトーン派の， なかんず く プロ ーテ ィーノスの“美について"の ， 強い影響のも
とに書かれたことは疑いなし、。 “アウグスティーヌスの美学は無条件的に

rat io nal

である"と Mti!l erは 言っている。 この際 ratio nal“合理的" であるよりもむしろ
“ ratio 的" を意味する。 ratio (理性〉は数学的・論理的であるとともに ， 分散して
し、るものを結合し， 多様に秩序を与えて ， より高い統ーを見出す力である。 感覚の
多様も理性の統ーによって認識にまで高められるのである。 真と美とは不可分の概
念、であって， 理性は真理を把えて美として啓示する。 美は統一の象徴であり ， 神的
真理の象徴である， アウグスティーヌスは美しさを色彩や音にではなく ， 均斉を理
e は考える。 形態においては矛盾と対立が統
性 的に意Ijり出す形態に見たと Mti l 1 r
一されて調和を造るのである。 アウグスティーヌス の美学説を述べた数ページはこ

書

の序文のうちの最も美しいページであって，
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“人はここに，

如何に深く存在論と美

学とが ， アウグ スティーヌスにおいては， 結 合せられていたかを理解するであろう"
という言葉は， Mülle rの立場を暗示するものと受けとられる。
C. この 著作の成立と 著作の 年代。 So li loquia の巻頭は明らかにキケローのDe

ora tore，De inventione の影響を示しているが， 一般的に言って， アウグ スティー ヌ
スの用語法も ， 文章法もまた， 語実も ， 非常にキケローの影響を受け ている ことは
周知の通 りである。 Mülle rはアウグスティーヌスが， 自由なキケローのような仕方
で， キ リスト教徒として哲学 しようとしたと言っている。 アウグステイ{ヌスがキ
ケロー的な ， 純粋のラテン請を用いたことは， 同 時に彼が後期ラテンや 平常語ラテ
ンの形式をほどほどにしたこと， まだ聖書の言語が重要で3はなか ったことを意味す
る。 Mülle r はキケロの文体の特徴が 如何にアウグスティーヌスに見られる か を例
示している。 そしてこれが更に湖ってプラトーン以来の伝統につながると言ってい
るのは正しい見解である。
So lil問uia は“アウグスティ ーヌス"と “理 性"との対話である。 “理性" が対日��
を導く人物である。 この “アウグスティ ーヌス" は感 性的人間的 性質を，

“m!i生"

はそれの対立者を表わしているが， 言うまでもなくこれは同じ一人のアウグスティ
ーヌスの両国なのである。 対話の主題は “神と 魂"である。 アウグスティー ヌスの
対日吉的 著述は激励的な序論， 対話音11， 終結部の三つの部分から成 り立っていること
が通例であるが ， Soliloquia には終結部が欠けている。 それはアウグスティー ヌス
自身が言っ ているように (Ret ra ct.， 1， 4， 1) ， 未完成な対日百篇だからである。 そし
てDe imm ortalitate a ni mae が， 実はその終結;1陀書く ための備忘録 (commonit or.
ium)であったのである。 しかしDe immorta lita te a nimae も Soliloquia ととも に
遂に完成しなかった。 Müllerはその理 由として， 真理， 理 性 ， 魂の不死という問題
の連関が不明瞭であったこと， またRetract. I. 5. 1に言われているように， 完成
しないうちにアウゲ スティ ーヌスの意志に反して流布したことをあげている。
そういうわけで So liloquia は未完の対話であるが，De immorta litate a nimae をそ
の終結�'iI}と見る場合には，

他の対話篇よりも整っているものと見られる。 Mülle r

はこの篇の “祈り"を終結古11にまさるものとしている。 この “祈り"はその崇高さ
において “ラテンの言 語芸術のうちで最高のもの"と言って激称している。 この対
話篇はアポ リアに終っ ている。 けれどもアウグスティ ー司 スはこの祈り によって彼
の考 を残るところなく 言い 表わした。 彼は自分の熱望を呼びかけの形で， 論証した
いと望んでなし得なかった教理を神の述語の形で， 理想として見 てはいたがまだ知
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識として 精通して いな かったものを 神のものとして ， 祈った。 対話と祈りと どちら
が 客観性を より多くもって いる か は別として， アウグステ ィーヌスは祈り において ，
自分の理想、が神におい て実現せられるとい う満足をもったのでみる。 従ってアウグ
ステ ィーヌス が， 合理的な対話 に おいては， 自分の力で解くことのでき ないアポリ
71こ達した時 ， 初めてこの祈りを 創作したということ は充分考えられることである。
“彼は 「ソリロタイア」を祈りで総括し，祈りでこの対話を完成し た"とMUllerは
言っている。
Soliloq ui a (独語)という 言 葉はア ウグステ ィーヌスの新追認であるが， 独語を対
話の形で書くことは 後期古 代 CSpätantike)文学の特色である。 Muller によればこ
の技術はもともと論争文学(Di atribenliteratur)に由来するものであるが ，

後期古

代には膜想 ， 自省， 反省がこの形で書かれる ようにな った。 これは 当時の政治と 世
間の情勢とに 失望した思想 家 が自己自身に 帰って， 魂の声に 耳を 傾け ， これを 独語
の形で言 u苦に表現したからなあろう。 昼間 自分の行 ったことを ， タベ， 静 か に 反省
することを求める通俗哲学的 要求と， それから起って 米た キリスト教の夜の祈りと
が ， 自省を 援けたとMullerは言っている。 ア ウグスティーヌスの場命もそ の例外
てなかったことは， De ordine 1， 6， Epist. m， 1などによっ て示される。 “それ 故に
後期古代的な 自省の実行がア ウグステ ィーヌ ス の「独語録」を 発った源泉の一つで、
あった"0 I独語録」の巻頭の祈りは 夜の祈りを暗示するものである。
最後に Muller は Soliloquia の系譜とし て プラト ーンの対話篇を 始め， ワノレロー，
リー ウィ ウス， セネカ， 特にキケ戸ー の “ト ウー スダラーヌム叢談"をあ げ， 前に
も触れた rati o のア レゴリーに 言及している。 ア ウグステ ィ ーヌスはプラトー ン的
キケFー がJ対日首の技術を 独請の叙述に 適用し ， 始めて， 理性の大きなアレゴリー を
もって Soliloquia を 自由に 創作したと彼は言っている。
著作年代に 関してはSolilo.刊ia が 386 年， それにおくれて 387年に De irnrn orta・
litate anirr回e が 芸かれたことに， 問題はないであろう。
最後にこれは対訳本の書評であるから Soliloquiaの巻頭の二三行を抄出し て訳例
を 示 そう。
Volventi rnihi rnulta ac v aria rnecurn diu， ac p er rnultos dies 田dulo quaerenti rne
rnetipsurn ac bonurn rneurn， quidve rn ali evitandurn 田町t，
ipse sive alius quis， <sive>

ait rnihi su bito sive eg o

extrinsecus sive intrin肥cus， nesci o : narn hoc ipsurn est

quod rnagn opere scire rn olior， ait ergo rnihi Rat回: Ecce， fac te invenis田 aliquid:
cui c四nrnend a bis， ut p ergas ad alia ?-August抑制s : ;M:ern oriae scilicet.
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こ の<sive) は A. Dyroff の校訂 に 従ってFuchs が加えたものである。 こ のラテ
ン交の 独訳。
Wie ich mich lange Zeit mit den verschiedensten Gedanken trug und viele Tage
emsthaft mich selber such旬und was für mich ein Gutes配i od er ein übel， das es
zu meiden gilt， da姐甚t e pl口tzlich zu mir-vielleicht ich seiber， vielleicht ein Zweit
er， in mir od er au蹴r mir (ich weiss es nicht， und doch möchte. ich gerade dies鈎
gerne wissen. . .) -nUn， da錨.gte zu mir die Ve円H刷fl :Merk auí! Nimm an， du
hättest eine Entdeckung gemacht: wem willst du sie anvertrauen， um zu anderem
werterschreiten zu können ?-Augusl初出:民m Gedächtnis dcにh am besten.
これと比較するため P. Labr iolleの仏訳を引用し よ う。 但しLabriolle の原典で
は 勿論付ve) はない。
Depuis l ongtemps je r oulais mille pens加diver悶; oui， depuis bien des j叩rs， je
me cherchais ardemment moi-même， je cherchais m∞bien， et le mal à éviter， quand
鈎凶ain j'entendis une voix (était司e moi-même?長tait司e une voix étrangère! et ve・
倶 it・el1e du dedans 叩 du dehors?

je ne組is， et c'est justement孟le dém在ler que

悩叫tout mon effo吋.
V回目ce qu'elle me dit:
LA RAlSON. -Eh bien? Suppos e que tu aies trouvé quelque chα把: à qui ωnfie
ras-tu tes d毛cωvertes， pour essayer d'en faire d'autres?
AUGUSTIN. -A ma m毛moire， naturellement.
次 に参考のため に高桑純夫氏の訳を添えておこう。
“ずっと永年のあいだ， 思へ
、 ばさまざまのものごとに膜想を凝らしてまゐ った私
です。 それをま たこの頃では， もう ー すぢ に「わたくし」を追ひもとめ私の善を
たづね ， 避くべき悪を問ひ訊すのに夢中 にな ってゐ るやうな私でし た。 ところへ，
何 の 前触れも なし にやってきて ， だしぬけに話を仕掛けてきたものがあるのです。
それが果して「私」自身だったのでせうか ， それとも私の内 の ， 或ひ は外の何者
かだっ たのでせう か， この点どうもはっきりと はい たしません。 が ， それが何で
あるかは私のぜひ知 り たいと思 ってゐ るところ なのです。 ところ で彼はかう 申し
まし た。

理性 おい君 ， ひとつかういふ仮'走をやってみ たまへ， 君が勉強して何 かあること
柄を見付けた ってね。 そこでこんどは， そいつか ら 別 のものへ進みたいと思ふと
君 はそれを何 に委ねてゆくだらう。
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私

もちろん記憶 に委ねます。"

長津信害事著
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本書は七つの論文よりなる。
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3.確実性。
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. 疑の克服。

4 . 神と真理。
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2.至福 なる生の概念とその認識

5.知性と信仰の問題。

6. 内的人間と外
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. ラギ ウス論争。

この御研究 はわが国 における ア ウグ ステ ィーヌス研究の 初め ての成果であり， 中
世哲学のみでなく， ひ ろく哲学の研究に携わる者にとって必読の書である。

I 初め

ての」と言ったのは， これまでア ウグステ ィーヌスに関してまとまった研究が全く
な かったという意味ではない。 だが， これほど原典に即して問題が たてられ， これ
ほど徹底的に考え抜かれた研究がわたくしどもに与えられたのは， ほんとうに 初め
て なのである。 先生 はほ典 に即 しつつ徹底的 に考え抜かれた結果， 注目すべきかず
かずの 独自IJ:的把握を示されている。 従ってこれを明かにすることは， この ような専
門誌の書評 に課せられた義務であろう。 もちろんわたくしにそれを果すだけの能力
があるとは到底思われ ない。 それゆえ， この書評で誤謬や誤解が あるばあいには先
生の御寛容と御教えを心からお願いする 次第である。
ア ウグ ステ ィーヌス(以下ア . と略す〉の哲学全体の体系的構成のためには， 創
造， 歴史， 時間， 思寵等の問題が これに続くことが予告されている。 先生は一挙に
体系の輪郭を描くよりも， まず哲学史的， 精 神史的に見て最も重要な根本 問題を掘
りさげることに努力された。 しかしその結果ここですでに体系的中心を指示してお
られることは明かである。 われわれはそれを見落しで はなるまい。 それは， 7 の
哲学が宗教的体験の 反省であり， その理論的回顧であったということである。 最 初
の三つの論文で は， 中世哲学の発端を なす真 理の確実性の問題が種々の角度から論
ぜられているが， それ は現実に生きる「われ」の存在の確実性を土台とするのであ
る。 次の第四論文では自由意志論第二巻にある神の存在証明が取扱われるが ， この
問題も ア . においては体験からはなれた単なる 理論的なものにつきるのではない。
第五論文の知性と信仰に関するものは， ア . および中世哲学の中心的問題として微

