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アウグスティヌスは， 聖書解釈という営みにいかなる意義を見出していたのか. こ

の間いを明らかにするために， 本 稿では『キリスト教の教えj (De doctrina chris 

tiana) 第一巻の議論を中心に検討する. rキリスト教の教え』は， r告白』とほぼ同

時期に執筆が開始された著作である九 本著作において アウグスティヌスは， 聖書解

釈の方法を論じている. 聖書解釈を二 つの方法に分け， 聖書解釈において理解される

べきことを見出す方法についてはじめに論じ， 理解したことを説明する方法に ついて

後で論じるという 本書の構成が第一巻冒頭において説明されている. そして『再考

録Jで言われているように， 第一巻から第三巻は前者の議論に， 第四巻は後者の議論

に充てられている. 理解されるべきことを見出す方法に ついての議論はさらに， 事物

( re s) についての議論と記号 (signa) に ついての議論に分けられ， 第一巻では事物

に ついて論じると冒頭で宣言されている. しかし， 記号と区別した上で事物に ついて

論じると宣言した アウグスティヌスの意図は一見不明である. というのも， 事物に つ

いて論じるとしながら， じっさいには， 神を愛し隣人を愛するべきであるという議論

に終始しているからである. 一般に， 解釈する行為と愛する行為とは， 端的に結び つ

けて考えられるものではないであろう. それではなぜ アウグスティヌスは， 聖書解釈

の方法を論じることを意図しながら， 愛に ついて論じているのか. 記号と区別した上

で事物について論じるという構成をとりながら愛に ついて論じる彼の意図を明らかに

することによって， アウグスティヌスが聖書解釈という営みに見出している意義を探

る.

I 事物と記号

アウグスティヌスは， Iすべて教えは事物か記号に属するが， 事物は記号を通して

学ばれる2)Jと述べ， 教えと学びのあり方を事物と記号の概念を用いて説明すること
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から議論を始める3) そして， 事物とは「何かを指示するために適用されないJもの

であり， 記号とは「何かを指示するために適用される」ものであると説明する叫. そ

して事物の 例として木や石を挙げ， 記号の 例として聖書の比喰表現における木や石，

また言葉そのものを挙げている. この 例にしたがえば， 言葉「木jを通して木が理解

されるべきとき(いわば文字通りの表現のとき) 言葉「木jは記号であるが， 木は理

解されるべきものであり， 事物である. だが， 木ではなく何か別のものが理解される

べきである「モーセが投げた木」といった表現においては， 言葉「木Jと同じく木も

記号である. それは， まず言葉「木Jを通して木が理解され， さらに木を通して別の

もの( 例えば十字架) が理解されるべきだからである5) すなわち言葉「木jが指示

する木は， 何が理解されるべきものであるかに応じて， 事物である場合もあれば記号

である場合もある. したがって， アウグスティヌスが示した事物と記号の区別は， 存

在するものを絶対的な仕方で区別するものではない. そうではなくて， 事物と記号の

区別は相関的である. 教えと学びにおいて， そのとき学ばれるべきものが事物と呼ば

れ， その事物を学ぶために人が使うもの6)が記号と呼ばれる.

事物と記号をこのように区別した上で， アウグスティヌスは， まず、事物に ついて論

じ， 後で記号に ついて論じると言っている. このように聞くときわれわれは， 事物に

ついて論じるとは， 聖書の個々の表現において理解されるべきことがらそのものに つ

いて論じることか， あるいは文字通りの表現に ついて論じることであろうと予想する.

しかし実際には， そうした議論はきれない. すでに指摘したように， 第一巻は愛に つ

いての議論に費やされているのである.

それでは， 事物に ついて論じるとした アウグスティヌスの意図は何か. この間いを

考えるとき注目されるべきは， Iいかなる事物でもないならば全く無であるから， 全

ての記号は何らかの事物でもある」と アウグスティヌスが言っていることである. こ

の言及では， 事物が存在するあらゆるものも意味することが指摘されている. すなわ

ち， 教えと学びのあり方を説明するものであって存在の絶対的な区分ではない事物と

記号の概念が， ここであえて存在に関わる議論に導入されているのである. アウグス

ティヌスによれば， あらゆるものは事物であるから， 記号も また事物である. しかし

「あらゆる事物が記号でもあるのではないJ. すなわち， 存在するあらゆるものは， 事

物にも記号にもなりうる事物と， 決して記号にならない事物に二分されると考えられ

ているのである.
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このように アウグスティヌスは， 事物にも記号にもなる事物と 決して記号にならな

い事物に分けて考えられる， 存在するあらゆるもののあり方を示唆した上で， 事物に

ついて論じると宣言する. そして事物に ついて論じるときに考察されるべきは， I事

物がそれ 自身 以外に他のものも指示するということではなく， 事物が事物であるとい

うことjであると言う7) ここで言われているのは， 考察されるべきは， 事物が他の

ものも指示するということ， つ まり事物の記号としてのあり方ではなく， 事物である

ということ， つ まり事物の事物としてのあり方であるということである. すなわち，

考察されるべきであると言われているのは特定の事物のことではない. そうではなく

て， 存在するあらゆるもののあり方のことである. したがって， 事物に ついて論じる

と言われたとき意図されているのは， 存在するあらゆるもののあり方に ついて論じる

ことであるといえよう.

では， アウグスティヌスが示唆している， 存在するあらゆるものの中でも記号にな

らない事物とは何か. 再び， 教えと学びのあり方における事物と記号の区別に注目し

よう. 先に述べたように， 事物は教えと学びにおいて学ばれるべきものであり， 記号

は事物を学ぶために使われるものである. このとき事物と記号は， いわば目的と目的

のために使われるものという関係にある. 例えば文字通りの表現においては木が学ば

れるべき目的であり， I木」は木を学ぶために使われるものである. そして比倫表現

においては， まず言葉「木jを使って目的である木を理解し， さらに木を使って目的

である別の何かを理解する. このように， 目的と目的のために使われるものとの関係

に着目して事物と記号の関係を考えると， 記号にならない事物とは， 目的のために使

われることがない事物であり， 常に目的であるもの， いわば究極の目的である.

かくして， アウグスティヌスは事物と記号を区別する議論において， 目的と目的の

ために使われるものの関係に着目していると思われる. そして， 存在するあらゆるも

のは， 究極の目的である事物と， 目的にも目的のために使われるものにもなる事物に

二分されることを示唆していると思われる. われわれはこのことを念頭におきながら，

引き続く事物に ついての議論を検討しよう.

II 享受と使用

事物に ついて論じると宣言された後， 引き続く3章3節からは事物と記号の概念は

一切言及されない. はじめに 次のように言われる.
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したがって， ある事物は享受されるべきものであり， ある事物は使用されるべき

ものであり， ある事物は享受し， 使用するものである8)

享受と使用の概念によって， 事物が区分されている. そして， 享受されるべき事物

は「我々を幸福にするものJ. 使用されるべき事物は「それによって我々は幸福を目

指すことを助けられ. (享受されるべき事物に)到達し， そこにとど まること均が2でき

るようにと支えられるもの」ム， 享受し使用する事物は我々人問であると説明される町

一見， 事物と記号の議論から急に話題が転換されたかのように思われるが10)， 享受さ

れるべきものと使用されるべきものは目的と目的のために使われるものの関係にある.

我々人間にとって目的である事物が享受されるべき事物と呼ばれ， 目的のために使わ

れる事物が使用されるべき事物と呼ばれている. すでに事物と記号に ついての議論に

おいてその区分が暗示されていた， 記号にならない事物 つ まり究極の目的である事物

が， 享受されるべき事物と表現され， 事物にも記号にもなりうる事物 つ まり目的のた

めに使われる事物が， 使用されるべき事物と表現されていると考えることができる11)

享受と使用の概念を用いて究極の目的である事物に ついて説明する アウグスティヌ

スは， まず， 我々を， そこでこそ幸福になれる祖国へと乗り物を使用して帰る旅人に

喰える. そして我々はこの世で「主から離れて巡礼している12)Jという聖書の言葉を

引用し， 祖国， すなわち享受されるべき事物は神に， 使用されるべき事物はこの世に

相当すると説明する. その上で， なぜ神が享受されるべき事物であるかに ついて詳細

に論じている. アウグスティヌスは， 神が享受されるべき事物であるという考えを，

単なる信仰に基づく考えとして独断的な仕方で主張してはいない. そうではなくて，

あらゆる事物を階層に分けて考えると， 生命であり且 つ不可変的である事物がもっと

も優れた事物であり， それを我々は神と呼んでいるから， 神のみが享受されるべき事

物であると説明している. 我々にとって神が究極の目的であることは， 神が生命であ

り不可変的であるということに基づいて確かであると考えられているのである. この

ことは， 事物と記号に ついての議論において アウグスティヌスによって示唆されてい

た記号にならない事物が， 享受と使用の議論において享受されるべき事物と表現され

ているというわれわれの考えを裏付けるものである. というのも， 享受されるべき事

物も記号にならない事物と同じく， 目的と目的のために使われるものの関係にしたが

って万物を分けて考えるとき究極の目的である事物だからである.
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かくして， 享受されるべき事物， すなわち究極の目的である事物は神であり， 目的

のために使用されるべき事物はこの世の事物であるという仕方で万物が二分された.

ところで， われわれは事物と記号を区別する議論において， 目的である事物とは教え

と学びのあり方において目的である事物のことであることを確認した. 学ばれるべき

ものが目的なのであるから， 目的とは， 我々がそれを学ぶないし理解する目的である.

したがって， 究極の目的である享受されるべき事物も， 我々人聞がそれを理解する目

的であると考えられる. じっさい アウグスティヌスは， 享受と使用の議論において，

享受されるべき事物である神は我々が場所において至る目的ではなく， 我々の理解が

至るべき白的であることを繰り返し説明している131 では， 我々が神を我々の理解が

至るべき目的とし， そしてその目的のためにこの世を使用するとは， 具体的にいかな

ることであろうか.

アウグスティヌスは， I享受するとは， ある事物にそれ 自身のために愛によってと

ど まることであるが， 使用するとは， 必要になったものを愛される獲得されるべきも

のへと関係づけることであるはI Jと言う. この箇所では， 享受と使用の概念に ついて

これ 以上詳しく説明されていない. したがってわれわれ読者にとっては， この箇所で

愛の概念が入り込むことは唐突に感じられ， 疑問が生じる. しかし， 第一巻後半部に

おいて， その説明と分かることが 次のように言われている.

人聞はその人のために人聞から愛されるべきであるのか， 他のもののために愛さ

れるべきであるのかが問われる. というのも， その人のためにだとすると我々は

その人を享受する. もしも他のもののためだとすると我々はその人を使用する151

あるもののためにそれを愛することが享受することであり， 別のもののために愛す

ることは使用することであると説明されている. I�のために( pro pte r)Jは， それ

が目的であることを表す表現である. I人を使用するjと言うが， それは人を愛さな

いことではない. ただ何のために愛するかという愛の目的がその人にはなく， 別のも

のにある. また， 同様の考えが， 自己愛に ついての考察で用いられている. その考察

においては， Iいカ3なる人も 自分 自身を享受するべきではない. なぜならいかなる人

も 自分 自身のために 自分 自身を愛するべきではなく， 享受されるべきあの方のために

自分 自身を愛するべきだからである161Jと， I�を享受する」をその ま まI�のため
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に~を愛する」と言い換えられている. すなわち， 神を我々の理解が至るべき目的と

するとは， 神を神のために愛することであると理解されているのである川.

さらにアウグスティヌスは， 使用されるべき事物の中でも人聞は愛しても愛さなく

てもよい事物ではなく， 愛されるべき事物であることを強調する18) このことは，

「人聞は神の像と類似へと作られた」もので， r理性的な魂という名誉ある地位におい

て獣より優れているという限りで， 偉大な事物である」ことを根拠として説明され

る19) 理性的であるという点で動物よりも優位であるという考えは， 神が享受される

べき事物であることを説明するときに持ちだされた， 事物を階層に分ける考え方を前

提としている. また， r神の像と類似へと作られた」という言葉は， 事物のあり方そ

のものを作った神が語った言葉であるとアウグスティヌスがみなしている， 聖書

(Ge n. 1 ;  26)に由来する表現である. つ まりアウグスティヌスは， 事物のあり方に基

づいて， 人間と同等かそれ 以上の事物は愛されるべき事物であると説明しているので

ある20) そして， 人間とはいえ 自分 自身を愛することは命じる までもないため21l， 神

と隣人を愛するべきであると主張する.

かくして， 神を目的とするとは神を神のために愛することであり， 神を神のために

愛することは神だけを愛することではなし神のために隣人も愛さなければならない

と考えられていることが明らかになった. 神を目的とすることの中に， 隣人愛も含 ま

れているのである.

III 聖書解釈と愛の概念

本 稿I 章において示されたように， アウグスティヌスは事物と記号の関係を目的と

目的のために使われるものの関係によって捉えている. つ まり解釈という行為を， 言

葉を通して目的である事物を理解し， 比喰表現の場合はさらにその事物を通して 最終

的な目的である別の何かを理解するといった構造で捉えている. このとき， 何が 最終

的な目的である事物かは， 話者がその記号によって何を指示したかによっている. し

たがって， いわば答えは話者， つ まり教えと学びのあり方における教える者においで

ある. しかし聖書においては， 言葉を通して事物を理解してもそれが 最終的な解釈で

あるのか否かは， 学ぶ者にすべて分かるとは限らない. なぜなら聖書の話者は神であ

るから， その解釈が 最終的な解釈であるとの保証がないためである. したがって聖書

を解釈する行為は答えが用意された問題を解くようなものではなしむしろ思索し続
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ける行為であることになる.

ところで， 目的と目的のために使われるものの関係において解釈という行為を考え

ると， その関係は一 つの言葉とそれの指示する事物の関係だけにとど まらない. 言葉

の理解は句の理解を目的とし， 句の理解は文の理解を目的とするといえよう. しかも，

目的のために使われるものを定める根拠は目的が何であるかによっている. 例えば言

葉「木jを解釈するとき， 文字通りの表現であるのか比喰表現であるのかは， その言

葉だけでは分かりえない. アウグスティヌスが記号の 例として「モーセの投げた木j

という句を挙げているように， 解釈者は言葉「木Jの解釈を定める根拠を句に求め，

文に求め， 話全体に求め， ひいては話者に求める. したがって， 聖書解釈において思

索し続けることは， 神を目的とし続けることになる. そして 本 稿 II章で示されたよう

に， 神を目的とするということは， 神と隣人を愛するということである. よって， 聖

書解釈という行為そのものが， 神と隣人を愛することを含んでいると考えられる.

じっさい， アウグスティヌスは第一巻の結論部において， 事物に ついて論じた中で

も 最も重要なことは， 聖書の目的(finis)は神への愛と隣人への愛であることを理解

することであると述べる22) ここで言われている， 聖書の目的が二 つの愛であるとは，

聖書を読んだ結果三 つの愛の重要性を 知るといったことではないであろう. そうであ

るとすると， いったん 知ってし まえば聖書を読む必要はないということになる. そう

ではなくて， 聖書の目的が二 つの愛であるとは， 我々は聖書解釈を通して神と隣人を

愛するということであるといえるであろう. 聖書解釈という行為が神と隣人を愛する

行為を含んでいるのであるから， 我々が聖書を解釈することは二 つの愛を実現するこ

とになる. このように考えられて， 三 つの愛を実現することが聖書の目的であると言

われていると思われる. また， このように聖書の目的を述べた上で アウグスティヌス

は， 目的が目的のために使われるもののあり方を定めることに着目して， 次のように
= ヲ，

百フ.

自分では聖書ないしその一部を理解したと思っているが， その理解によって神と

隣人へのこうした二 つの愛を建てないような人は誰であれ， まだ理解していなか

ったのである23)

この言及では， 二 つの愛が聖書解釈の正しさの基準となることが示されている. 聖
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書解釈という行為が神と隣人を愛する行為を含んでいるとすれば， 正しく理解したと

自分では思っても神と隣人を愛していなければ理解したとはいえない. 言葉を理解し，

文を理解し，章を理解していったときに， 二 つの愛に結び、つかない解釈は正しくない

ということになる. かくして二 つの愛は解釈の正しきの基準として考えられる.

では， 解釈の正しさの基準となるこの二 つの愛は， 聖書解釈という営みにおいて具

体的にいかなる仕方で実現されるのか. すなわち， いかなる行為が神と隣人を愛して

いることになるのか.

本書第一巻においてアウグスティヌスは， 究極の目的である事物は神であることを

説明する中で， 何度も神の受肉に ついて言及する24) 神の受肉は， I (神は)祖国であ

りながら， 我々のために 自らを祖国への道にもした25)Jことであるとして， 我々が神

を目的とするあり方を， 道を進む比日食で説明する. そしてその進み方は， Iよい熱心

さとよい生き方によって26)J進むことだと言う. また， Iよい仕方でおこない， よい

生き方の定めに従うことによって， 愛するものへ 自分が到達するであろうことを希望

することもできる27)Jとも言っている. すなわちアウグスティヌスは， 我々の生き方

が道を進むあり方であると考えているのである. そしてその道は受肉した神 つ まりキ

リストであるのだから， 道を生き方において進むことは， キリストの生き方を模倣す

ることであると考えていると思われる. そのキリストの生き方が書いである書物こそ

が聖書であるから， 聖書解釈の営みにおいて神を愛することが実現しうるといえる.

また， 本 稿 II章でも確認されたように， 隣人を愛することは正確に表現すると， 神

のために隣人を愛することであって， 隣人を使用することである. 享受と使用の定義

において， 使用するとは「必要になったものを愛され獲得されるべきものへと関係づ

けることである」と言われていた. 愛され獲得されるべきものへと関係づけるとは，

目的のために使うということである. 目的のために使うことは， 目的に到達すれば不

必要になることを意味しないと思われる28) そうではなくて， アウグスティヌスは，

使用の対象も 自らとともに神へ到達することを 自らが目的に至るあり方に含めている.

じっさい， I我々は， すべての人が我々と共に神を愛するように望 まなければならな

い. そして我々が彼らを助けるにしろ彼らによって助けられるにしろ， そうした全体

があの唯一の目的へと関係づけられるべきである29) Jと述べている. アウグスティヌ

スは， 自分だけが目的である神へ到達すればよいと考えているのではないのである.

こうした考えに基づいて， 彼は聖書解釈においても， 自分が聖書を理解するばかりで
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なく他の人に教えることに積極的な意義を認めているのであると思われる30) 理解さ

れるべきことを見出す方法だけでなく理解したことを説明する方法も聖書解釈である

とみなし， 本書第四巻を説明する方法を論じる議論に充てていることも， こうした考

えに基づいてなされていると考えられる. かくして， 理解したことを説明するという

聖書解釈の営みにおいて， 隣人を愛することが実現しうるとアウグスティヌスは考え

ているといえよう. しかも， この説明するという行為は一方的なものではないであろ

う. というのも， 最終的な解釈が定められないという聖書解釈の性質は， 神を愛し隣

人を愛することがこの世では完了しないことを帰結する. 理解が完成することはない

のであるから， 他人の解釈を受け入れ， 解釈を教え合うというあり方を生む. こうし

た， 人聞が相互に関わり合うあり方において， 聖書解釈における隣人愛の実現をみる

ことができると思われる.

以上のように， 本著作第一巻においてアウグスティヌスは， 目的と目的のために使

われるものの関係に着目することによって， 聖書解釈という営みそのものがじっさい

に神と隣人を愛する行為となることを説明している. すなわち， 聖書解釈という行為

そのものに， 至福の生へ至るあり方を見出しているのである31) 自分だけが言葉を正

しく理解して至福の生へ至ればよいというのではなく， 言葉を介して人と人が相互に

関係するあり方を重要視している点に， アウグスティヌス独自の視点があるといえる

だろう.

7王

1) rキリスト教の教え』は 3 96年， r告白』は 3 97年に書き始められている. r再考録』

で言われているように第三巻の途中で一旦執筆は中断された. 完成されたのは 426年に

なってからである. (Retr.， 2， 4.) 

2) De doc. chr.， 1，2， 2 .“o mn i s  doctrin a  ve l rer um e st ve l si gnor um， sed re s per signa 

di scuntur ." アウグスティヌスは初期著作De magistroにおいて， 語ることは「教える

(docere ) Jためであるとした上で事物と記号を対比させ， 教えと学びのあり方につい

て論じた.De doc. chr.， 1，2，2 も事物と記号を対比させて論じる議論であるから， この

doctrina はDe mag. にあるdocere を名詞化したものであるとみなすのが妥当であって，

ここでキリストの教えやキリスト教文化などと限定させるべきではない om ni s を加

え， Iおよそ教えはjという表現であることもその証拠である. このdoctrin a について

の先行する諸解釈については， G. A. Pre ss ，“The Subject and scripture of Augustin' 

s De Doctrina Christim似てAugustinian studies， 1 1， 1 980， pp. 99 -124において比較検討
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されている.

3 )  De mag に見られる， I 最高の教師(キリスト)は言葉を教えたのではなく， 言葉

によって事物そのものを教えたJ(1 ， 2.)といった発言は， 教えを事物と記号に属する

ものに分け， 記号を通して事物を学ぶとするこのDedoc . chr. の議論につながるもので

ある.

4) De doc . chr. 1 ，  2， 2.“ res q uae non ad si gnifi cand um aliq uid ad hibe ntur"“ res qu ae 

ad si gnifi cand um aliq uid ad hibe ntur" 

5 ) 同様の表現についての説明がDe doc. chr. 第二巻にある.dici mus bo vem e t  pe r 

has du as s yllabas i nte lle gi mus pe cus quod is to no mine a p plla vi so le t ，  sed ru rsus pe r 

il lud i ntelle gi mus e vange lis tam ( 2， 10， 1 5.)言葉「牛」から端的に福音記者を理解する

のではなし まず牛を理解し， さらに福音宣教者を理解するという仕方で考えられてい

ることが分かる.

6 ) 記号が使用の対象であることは， “sunt aut巴 m alia  signa q uo rum omnis usus i n  

significando es t， sicuti s unt ve rba" ( 1， 2， 2.)，“ ne mo e ni m  utitur ve rbis nisi aliq uid 

si gnificandi gratia" (同 )， “res q uae ad significand um aliq uid adhibentur" (同 )と

いった表現に表れている. これらの表現では記号は教える者が使用する対象であるが，

教えと学びのあり方においては， 教える者にも学ぶ者にも学ばれるべき事物は共通して

おり， 学ぶ者がその事物を理解するに至るためのものがその事物を指示する記号である

ことも共通しているから， 学ぶ者にとっても記号は使用の対象であるといえる.

7) De doc. chr. ，  1， 2， 2. id nunc i n  rebus co nside rand um esse q uod s unt ， no n quod 

ali ud e tiam prae te r  se i ps as signifi cant. 

8 )  Ibid.， 1， 3， 3. Res e rgo ali ae su nt quibus frue ndu m es t， aliae q uibus ute nd um， ali ae 

q uae fruuntur e t  utuntu r. I享受し使用する事物Jを「享受もされるし使用もされる事

物」とする訳が複数ある.(O'Conno r， D .  W .  Robe rtson Jr ら.) これは誤訳である.

「享受し使用する事物」は享受し使用する主体のことであって， 事物を三分する三つ目

のカテゴリーではない.

9) Ibid.， 1 ，  3， 3.“I ll ae quibus frue ndum es t nos be atos faci unt; is tis quibus ute nd um 

es t te ndentes ad beatitudine m adi u vam ur et q uasi adminicu lamur， u t  ad i llas q uae 

nos beatos faciunt pe r ve ni re atq ue his i nhae re re possi mus . Nos ve ro ， q ui fruim ur e t  

utimur i nte r  utrasq ue co ns titu te，" 

1 0) 3章 3節 以降は聖書の内容についての話題に転じているといった解釈など， 先行研

究において諸々の解釈がなされている箇所である. 例えばW. S. Babcock， T .  Toom 

らは， 究極の res とは聖書の内容のことであり， それが二つの愛であるとしている. 本

稿の 以下の議論で論じるように， 二つの愛は究極の res である神を目指す仕方であるの

であって， 愛することそのものが我々の究極の目的ではない. 本節 以降は議論が聖書の

内容あるいは倫理的内容に限定されているといった解釈には反対したい.(W . S. Bab 
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c ock， Car ita s an d sign ificat ion in De doctrina christiana 1-3 ， in : De doctrina 

Christiana， A Classic 0/ Weste問 Culture，ed. b y  Duan e W. H. Arn old an d Pamela 

Br ight ， N otr e  Dam e- Lon don ，  Un iversity of N otr e  Dam e  Pr ess， 1 995， p p. 1 45-163; 

Tarmo T oom， Thought Clothed With Sound: Augustin 's  Christological Herm仰eutics

in De doctrina Ch円'stiana， P et er Lang， B ern， 2002) 

11) じっさい， 記号が「使用」の対象であることはすでに言及されていた (注 6参照)

し， 享受と使用についての議論が「したがって( erg o) Jという接続詞で始められてい

ることも， 享受と使用の議論は記号にならない事物と記号にも事物にもなる事物の区別

をひきつぐものであることを示す証拠である.

12) II Cor. ， 5， 6. 

13) De doc. chr.， 1， 4 ， 4; 8 ，  8; 17 ， 1 6  

14) Ibid.， 1， 4， 4. Fru i est en im amor e  inha er er e  aliqu i reiρropter se i p sam; ut i aut em ，  

qu od in usum ven er it a d  id qu od amas ob it in en dum r eferr e， s i  tamen aman dum est 

15) Ibid.， 1， 22， 20. qua er itur utrumρroρter se h om o  ab h om in e  dilig en dus sit an 

戸γopteraliu d， ut imur eo. 

16) Ibid.， 1， 22， 21. S ed n ec se i p so qu isquam fru i  deb et， "'qu ia n ec se ip sum deb et 

propter se i p sum dilig er e ， sed propter illum qu o fru en dum est. 

17) 先に確認したように， 神は学ぶないし理解する目的である. その目的の目指し方が

愛することであると言われている. 知的な営みと愛の概念が アウグスティヌスにおいて

密接に関係していることが分かる.

18) Ibid.， 1， 23， 22. 

1 9) Ibid.， 1， 22， 20. 

20) このように万物を区別する仕方で説明していることは， アウグスティヌスが事物に

ついて論じるとしたことが， 聖書の目的を論じることではなく， 万物のあり方について

論じることであることを裏付ける.

21) De doc. chr.， 1， 26， 27. 

22) Ibid.， 1， 35 ， 3 9. Omn ium ig itur qua e dicta sunt ex qu o de r ebus tractamus ha ec 

summa est ， ut int ellegatur leg is et omn ium divinarum scr i pturarum plen itu de et 

fin is esse dilect io r ei qua fru en dum est et r ei qua e n ob icum ea r e  fru i p ot est， qu ia 

ut se qu isqu e  diligat pra ec e pt o  n on o pus  est 

23) Ibid.， 1， 3 6， 40. 

24) Ibid.， 1， 1 1， 1 1; 8， 13; 3 4， 3 8  

25) Ibid.， 1， 1 1， 1 1. 

26) Ibid.， 1， 10， 10 

27) Ibid.， 1 ，  3 7， 41. 

28) W. R. O'C onn or は， “usus"の第一義がjoyfulun ity であることを挙げて， 使用す
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ることの道具的な意味は派生的なものにすぎず， アウグスティヌス的愛においては， 人

は隣人の永遠の生のために終末の目的に隣人を含むから， 純粋な道徳的使用はないとし

て， アウグスティヌスの愛は自己中心的であるするK. Ho ll. A. N ygren らの主張を退

けている.(The uti /fr ui di stinctio n in Augustin's e thi c s ，  Augustinian studies， 14 ， 

1 983 ， pp. 45-62) 

2 9) Ibid.， 1， 2 9， 30. 

30) 他の人々に説明することが必要であることは. De doc目chr. 序論において繰り返し

論じられている.

3 1) 多くの聖書解釈書を残した彼が， 解釈の営みそのものにこのような意義を見出して

いることは注目されるべきである. じっさい， 本 稿でも言及したように， 創世記解釈が

付された『告白』が書かれたのは 本著作とほぼ同時期である. 本著作は， 一部の読者に

向けた実践的な聖書解釈のための手引書であるというだけでなく， 本 稿で明らかにした

ように， 人が言葉を介して神や人と関係するあり方を論じた書として捉えられるべきで

あると考える.




