
アウグスティーヌスの哲学

とヒューマニズムの問題

長 津 信 書

ヒューマニズムという言葉は， 今日， 非常に 多義に用いられてい て， そ

の本質を一義的に規定することは困難である。 例えば曾てファシズムが撞

顎して来た頃，R. R olland やA. Gide， R am on Fern andez巴 tc. 主とし て

文芸家が， ファシズムの人間性抑圧に対して， 人聞が木来もっている人間

としての権利を主張し， 特に人間性に根ざした文化を擁護しようとした運

動も， この名で、呼ばれたし， ]. P. S artre の実存主義もヒューマニズムだ

と言われている。 あるいは また資本主義的 社会機構のもとにおい て喪失せ

しめられた人間性を， 社会革命によって快復しようと企てるマルクス主義

も， ときどき， der real巴 H um ani sm us と称せられている。 独占資本制度

は高度の利潤の追及を企図するものであるが， そのためには生産手段を 私

有化する， その結果， 今日われわれが見るようないわゆる人間疎外なるも

のが起った。 自由主義社会というものは， こういう人間疎外をもたらす 社

会 組織であるが， われわれは人間性を快復し て 社会主義 社会を 実 現 させな

ければならないとする主張一一一これもヒューマニズムの名によって主張せ

られている。 さらに また真理と 認識の絶対性を否定し， 人間こそ 却って一

切の真理と 認識との尺度であるとする F .  C. S. S chil 1er その他の Prag

m ati sm も. 周知のように， ヒューマニズムと名づけられている。 'このほ

かにもブルージョワ・ヒューマニズムであるとか， 人類ヒューマニズムで

あるとか， 人本主義， 人文主義， 人道主義等々と称せられるものなど， 数

えればきりがない位で、あって， その主張するところは 非常に異っているの
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しかしそれにもかかわらず， それらすべては， 何らかの意味で， また何ら

かの程度で， ヒューマニズムと称せらるべき理由;をもっているのである。

けれどもヒューマニズムという名によって， 私どもが まず第一に思い起

すのは， 第14，5世紀の頃にイタリアに起り， や7J�て ヨーロ ッパの 全体に

持及した umanista の運動である。 この運動は， その興起において， イタ

リア民族の一種の民族運動の形をとり， 長い期間に渡ってイタリア民族が

拘束せられて来た中世の， 伝統的な， 教会中心の|世界観や思想、から離脱し

て， 人間と自然とを再発見し， イタリア固有の古代文化に帰 ろうとしたも

のである。 イタリア固有の古代文化とは， 言う までもなく， ラテン文化 で

ある。 この運動の先駆そなしたD ante が， かの D ivina Co mmed ia をト

スカーナーの俗語なもって汗き江がら， しかも先I草として Virgil io を立

てたことは，この運動を象徴したものであるように思われる。 しかし uma 

nista たちはそこにとど まらず， ラテン文化のj間源をな したと こ ろ の ギ

リシア文化に糊り， ここに人間と自然との国想像をもとめ， この文化を身

につけることをもって， 中世的教会の束縛から解放せられるこ と と:与え

た。 このようにして uma msta の運動は古典誌の研究と習得とを伴うこと

となった。 ギリシア語を解し， 教会的ラテン請ではなしに， キケロー風の

古典ラテン語をあやつることが， umanista tこるものの一つの資格である

と見倣された。 Pe trarc a(1304-1374)を経て， その弟子Bocc acc io(1313-

1375)に至り， 遂に， 長い間あこがれをもって侍ちのぞ まれていたホメー

ロスを， ギリシプ人Leo ntios P i la tos の協力を得て， ラテン語に翻訳す

ることができた。 また 私どもは当時書記官長であった S a luta ti のヒュー

マニズムに対する保護， Cos imo d i  Medic i のAc ade mic a Pla to nic a の

設立(1459年)等々を， umanistaの運動に外部から貢献したものとして，

忘れることができない。 私どもはこの運動を， い ま， R e naissance -huma 

msm と呼ぶことにしよう。

イタリアの， このR e naissance -humanism について述べたのは， この
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運動が， その 後のさ まざ主江ヒューマニズムの， 一種の p ro to ty p e の意

味をもっているからである。 私はい まこの運動を精密に分析することがで

きないが， ただこの運動の特徴として， 次の三 つのことを数えることがで

きる。 (1)人間性の解放， (2)人間性の確立， (3)人間性の完成， 従って教育。

この三つは単にR e na issance -h umanism の特徴であるばかりではなく，

あらゆるヒューマニズムの共通の公分母である。 (1)のH人間性の解放"は，

何から人間性を解放するか， という問題 をふくんでいるのであって，R e

naissa nce -huma nismの助合は， 中世的教会とその教権主義の抑圧から， 人

間性を解放するこ とであった。(2)と(3)とは同じものの所動的な面と能動的

な而， あるいは消極的な而と積極的な固とも見らるれが， (2)には人間性を

し、かに確立するかという問題がふく まれ， (3)には， 何によって人間性を完

成するか， という問題， すなわち広義の教育の問題がふく まれている。 そ

して"何から"人間性を解放するか， H如何に" 人11日性を確立するか， H何に

よって" 人間性を完成するかによって， いろいろな意味のヒューマニズム

の型が決定するとぢえられる。

R e naissance -huma nismはさ まざ まなヒューマニズムの一種の p ro to ty p e

であるけれども， 私は uma nista の運動がヒューマニズムの起源である

と言っているのではない。 ヒューマニズムは umanista の運動よりもはる

かに古く， ヨーロ ソパの女化史あるいは精神史を 一貫する 伝統であると言

ってもよいであろう。 ヨーロ ッパの精神史は， その起源も， その原理も全

く異っていて， 容易に融介しがたい二つの潮流が， 圧に対立抗争しながら

しかも相即し， 互に否定し介いながらしかも結びついて， 構成せられたも

のである。 この原理的に異ったこつの潮流というのは， 一つはギリシア精

神すなわち H elle nism であり， もう一つはへブライ粕神すなわち H e 

b r aism である。 ヒューマニズムは 一一これはなかなか， 一概に， 割り切

って言うことは困難で 、もあり， 誤解を起す心配もあるが 一一一大体， ギリシ

ア精神と密接に結びつき， それから離すことのできないものである。HíT述
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の um ani sta の運動が結局ギリシア文化に湖って行っ た理由も， 私ども

は， ここから理解することができるであろう。 ヒューマニズムはヨーロ ッ

パの 伝統ではあるが， それが歴史の表面に現れない場合でも， 常に深い底

に静かに流れてい た。 そして恰も浪が盛りあがって来るように， 文化史な

いし精神史の表面に盛りあがり， しばらくその状態をつづけ た 後， 再び表

面を去って底流となり， 音を立てずに静かに流れたので、あるが， もう一度

盛りあがって来る時には， 多かれ少なかれ， 姿を変えて現れて来た。 それ

故にヨーロッ パの精神史ないし文化史はヒューマニズムのm e tam orphosis 

の歴史であっ たと言ってもよいであろう。 さきに述べた R e na issance -hu

m an ism はそういう m e ta m orphosis の浪の， 極めて鮮かな特徴をもっ

た， 最も 大きなものであったが， 私どもは 第18(吐紀から 第19iH:紀の初頭に

かけて， ドイツを中心として， ひとしく有力な me tam orp hosis を見るの

であって， いわゆる N e uhum an ism us と称せられているものが， それで

ある。 この運動はドイツ絶対主義と Pro te stan tism usとから人間性を解放

し， 理性としての人間性を確立し， 古典的教養によって， 調和のある人間

性の完成を目ざしたのであって， この場合も， ギリシアを理想像としたこ

とは言う ま で も な い。 G o巴 the，Schiller， H erde r， W ink elm ann， 特に

W ilhelm v on H um b old t が， この運動において重要な役割をつとめ たこ

とは， 周知の通りである。

さて， 私はそういう風にヒューマニズムがヨーロッ パの精神史ないし文

化史の深い底流をなしていたと考えるのであるが， 今日のさ まざ まな形態

のヒェーマニズムも， 言わばヨーロッパの 伝統的なヒューマニズムの一つ

の m e tam orphosis にほかならないのである。 ファシズムに対する闘いが

ヒューマニズムの名で呼ばれ たり， 疎外せられ た人間性の 社会主義的快復

がヒューマニズムの名で呼ばれ たり， 或は ex iste ntial ism e がヒューマニ

ズムと定義され たりすると， 非 常に異っ たものがヒューマニズムの名の下

に一括せられているように見えるが， そこにはやはり何か共通の悶子と
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か， 最大公約数とか考‘うべきものがあるのである。 もしそうだとすれば，

中世は， しばしば考えられるように， ヒューマニズムと無関係なのではな

く， まして反ヒューマニズム的であったわけではなく， 中世の底流にも脈

々としてヒューマニズムが流れていたのである。 現に É. G ilso n は中世の
(1) 

ヒューマニズムについて書いているし， K. Burdach も中世のヒュ{マニ
(2) 

ズムについて語っている。

ヒューマニズムがH人間性"の解放であり， 古典的教養によるH人間性"の

完成であるとすれば， 一体， その解放し完成せらるべきH人間性"すなわち

humanitas とは何であろうか。 humanitas とは一般に人聞をして人間た

らしめているもの quidd itas， qua homo est， quod est. と言われている。

私どもはこのhumanitasという言葉の使用を， Cicer o に までさかのぼる

ことが できるが， しかし彼以前には用いられてはいなし、ょうである。 おそ

らく Cicer o が初めてこの言葉を叩いたのであろう。 ついで Var r o や

Quintil ia nus がほとんど同じ意味にこの言葉を用い， やがて一般的に普及

したもののよう である。 それ で、はこの言葉を初めて用いたと思われる Ci

cer o は， このhuma nitasという言葉をどのような意味に用いた であろう

か。 私どもは彼の用いたこの百葉の意味を， 大体三 つに分けることが でき

るよう である。(1)人間の本性一一動物に対して人間らしさ， 人間の品位を
(4) 

意味する。 (2)親切， 好意， やさしさ ー十(1)の意味から引き出されたもの。

(3)ギリシア語7ralòdαの訳語 一一この場合には ur banitas と同義である。

従って最初から教育あるいは教養という意味をもっていた。 このよう な

Cicer oの用法は，その 後の，この言葉の意味と用法とを決定した。humanism

はH人!日j性"の解放であるというとき， そのH人間性"とは第一の意味である

が， 門人間性"の確立とその完成というときには， その人間性には 第二， 第

三の意味がふく まれているのである。

ところでCicer o がhumanitas というI i主主と初めて)IJい， 且っその意味

を決定したとしても， 人間性を一つの11lJ極として以りあげ， 特にその意味
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を哲学的に尋ねたのは， さらに速く， ギリシアに まで ìififlり得るであろう。

私はヒュ{マニズムのIr署光がギリシアにあり， 特にS oc r ate s に帰せられ

ると考える。S oc r ate s以前の哲学は， 概括的に吉って， <púσtSすなわち自

然存在の哲学であったが， これを人間存在の哲学に転換したものはS oc r a

te sで あった 。彼が自然存在の哲学を人間存在の哲学に転換したとき，わ れ

われはそこにすでにヒューマニズムの昭光をよよるのである。 土対、ナf話篇

e 吋d o ぴ"の， しばしばS ocr ate sの白叙伝と称せられる箇所においてゆ7c ffよ

彼が従来ギリシアに行われていた哲学， すなわちI�J然存在の哲学に不満を

もっていたとき， た また ま An ax agor as がJÆt't( lJOûs)をもって万物を

説明する原理としてし、ることそ聴き， 非常えに則{与をもって彼の若:干与を読ん

だが， しかしその期待はたち まち裏切られたことが 伝えられている。Ana

x agor as は決して理性を万物の一貫した原理としてiJ�n)Jしている の で は

なく， 彼が万物の原理としてあげているものは， 彼以前のいわゆる白然学

者の場合と異らず， 空気とか， アイテールとか， 水とか， その他その類で

あった。 そこで S oc r a te s は， そのような自然存主の哲学を捨てて， 善が

万物を綜合すると考える目的観的な人間の哲学に向った。 Platon は， こ

のようにして，S ocr ate s によって， 哲学の問題が白然存在から人 間 存 在

に， 特に魂( ψυX�)に移って行ったことを 伝えている。 魂というのは， 今

の場合， 徳の主体であるが， これが quidd itas， qua homo e st， quod e st 

としての human itas に該当するであろう。 この人間存在がいかなる存在

であるかは 別として， とにかく， このようにしてS oc r ate s によって人間

存在が 中心の問題となったことは， 注目に値するであろう。 ここに至る過

渡の混乱と転換の時期を代表するものがソピストたちで あ る。 な お れ人

間は万物の尺!主である"云々は， Platon を通してわれわれに 伝えられたも

のであって， それ:をわれわれはS oc ra te s またはPlaton の解釈を通して

1li1併するものであることを附日しておこう。

この人1m存在の概念、が human itas の概念、に変るには， 二つの大きな止さ
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素が加ったと考えられる。 その一つはS toa 派の影響， 取りわけてその世

界主義 (Cosmop ol ita nism)と博愛とであって， われわれは既に Cic巴 ro

のhumanitas の概念にも，S toa 的なるものが反映しているのではないか

と思う。 第二の要素はややおくれてhumanitas の概念の形成に加わるの

であるが， それは キリスト教の影響， 特にそのm人間"の概念、である。 この

!史A素円， さきに述べたRenaissance-humanismが中世の教会の与えた世界

観や教育に反抗し， キリスト教的教養に対してギリシア的・古典的教養を

対立せしめるものであったために， ともすれば無視されがちであるが， 実

際は， 取りわけて， その倫理的な面に， 大きな影響在残している。Rena i

ssance-huma nismは， たしかに中世の教権主義的な諸制度や習俗を始め，

教義や思想、から人間性さと解放することを要求して起ったものであるが， し

かしわれわれはこの要求 を過大に評価してはならない。humanitasの概念

は第14， 5世紀に突如として形成せられたの ではなく， アラピヤ 的 な も

の， ユダヤ的なものを始め， さ まざ まな要素が， 中世宏通して融合し， 交

錯し， からみ合って， 徐々にできあがって来たものである。 その際ギリシ

ア的なものが中心になっていたことは， 言う ま でもない。 そういう風に考

えてみると， r-I'世に対する反抗のように見倣されている Renaissance-h u 

manismも， その基盤となっていた人間性の概念も， 実際は， 中世そのも

のの内部で準備せられ， そこから生み出され， 育て 上げられたの である。

中世はこの人間性を教会に奉仕するものとしようとしたが， これに反して

Renaissance-h umanism はあく までそれを独立せしめ， 完成せしめようと

した。 ギリシア的学芸も古典的教養も， 教会の教義に奉仕せしめることが

目的であったとは言え， 中世によって 私どもに伝えられて来たの で、ある。

ところで 私はここ で， しばらく話題 を転じてAugustinus を顧みてみよ

う。 そして彼の哲学の也場から humanitas というものを考えてみたなら

ば，どういうものにならか，Cえてみたい。 川知のように，A ug ustinusは

修百f学を修め， 修百平苧を教授し， 似の最初の著述Dep ulchr o et ap to (美
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しさと心よさとについ て〉も， 今では散逸してし まったけれど、も， おそら

く修辞学に関するものであったと想像せられる。 彼が Milan o に公に招勝

せられたのも， 修辞学の教師としてであった。 386年の回心の 後， 彼は，

職業としての修辞学は捨 てたけれども， 修辞学そのものが まったく彼の身

についていたことは， 彼の著作を読んだものの ひとしく 認めなければなら

ないところである。 このことは彼がいかに深く古典的教養を身につけてい

たかを示すものであるが， また特に彼がラテン文学やローマの史書にいか

に精通していたかは，RR神の国につい て"の読者の普ねく知ると こ ろ で あ

る。 このことは R en aissance-hu man ism が古典語の文法や修辞と結びつ

い ていたことと思い合せて， 彼の人間論を理解する 上に， われわれがよく

知っておかなければならないことだと忠弘

われわれは まずAugustin us の哲学におい ては， 人聞がいかなる位置に

おかれたか， ということから考えてみよう。Augustin us によれば， 生き

るわれの存在は， その在り方において， 最も主体的且つ自覚的である。 こ

の点で彼は 後の D e sc arte s に 非 常に近く， その先駆をなすものであると

も見られる。 彼が到るところで繰りかえしているように， し、かにしても否

定することのできない確実性をもっところの自己の存在は， 最も優勝的な

意味において， 主体的且つ自覚的存在でなくてはならない。 ところで人間

的存在の在り方は， 単に物体があるが如くにあるのではなく， 生きること

(vivere)である。 そして生きることは， 同時に， 我の知ること (sc ire， 

n osse)の事 実， すなわち意識の事 実として， その内容をなすのであるから

して， われわれが否定することのできない直接的な， 絶対的確実性は れあ

るぺ e sse)， 引生きるべ vivere)， "知る"(n osse または sc ire， in tell igere)の

三つとなる。 この考はやや漠然ながら， 既に， S olil o quiorum 1. JI， c. i， n. 1 

に見られ， それ以 後の11日の著述で われわれl土Injじ与に幾度も遭遇するので

あるが， 取りわけ てDe li bero arb itrio， 1.1I， c. iii， n.7; De T ri ni tate， 1. X，c.x; 

Dc C ivitate Dc i， 1.)宣， c. XXVlで明瞭にjよられる。 なかんずく De c ivit. 



プワグスアィメ戸スの哲学とヒュ戸マニス.ムの問題

Dei においてはN 私が存在し またそれを知り且つ愛することは， 私にとっ

て最も確 実であって， 人を欺くようなどんな幻想や空想の影像を伴うもの

ではない"と言っている。 そういうj武にAugustinusは esse， nosse， vivere 

(amare)という三 つの基本的確 実性に達し， これを絶対的に不可疑な事

実とした。

ではこの三つの基本的確 実性はいかなる関係をもつか。 この三 つの確尖

性のうちでH知る(知解する )"はH在る "と "生きる"とをふくみ，H生きる"

は "在る"をふく むが故に， H知る" が最も 上位を占め， 次にH生きる"が来

り， N在る"が最も下位になる。 物的存在 (corp us)には， これら三つのう

ち二つが欠け， 動物には一つが欠けているが， 人間にはそのいずれも欠け

てはいない。 例えば石は存在するが生命も知性ももたず， 動物は存在もし

生命も有するが， しかし知性をもたない。 ところが知併するもの〔人間〉

は必ず生きて居り， 生きているもの (動物〉は必ず存在する。 Hこの三 つ

のうちで， われわれは， 人聞が他の二つ (esseと vivere) とともにもっ

ているもの， すなわちintelligere が最もすぐれていると主張しよう。 こ
(6) 

れをもっているものには esseと v 1Vereとが伴うものだから"である。だ

から川知解する"は“生きる"とH在る"との 上にあって，後者を 二 っとも包

摂する。 かくして三 つの確 実性は ess巴 を最下位の底辺として， intelliger巴

を最高の頂点とするところの一つの h ierarch ia を構成する。 そしてこの

h ierarch ia は また物的存在と動物的存在と人間的存在との階段的構造を示

すものである。 こういう風にしてAugusti nus は， 人聞が存在の世界にお

いて占めるところの位置を， 極めて論理的に決定した。 彼はわれわれが知

りあるいは知解するという生の意識から出発して， リコれ"の生の意識のな

かから刊生きる"を引き出し， 生きるから更に伏在る勺こ達したの である。

そういう風に現在の h ierarch ia において最!II}の位践を占めるところの

人聞は， 他のところでは， H人間は精神と身体と から成り立っている理性

的 実体である"と定義せられている。 われわれはこれに類した人間の定義
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を， 彼の著作の方々で発見するのであるが，この定義によってAugustinus

が言い表わそうとしていることは， 人lilJにおいては精神と身体とが対等に

結びついているのではなど， 精神が身体の支配者として， 完 全な統ーを実

現するように結びついていなければならないというのである。 彼は パウロ

にならって， 支配する杓干111を内的人間， 支配せられる身体を外的人IHJとも

言っている。Augustinus が E na rratio ne s in P sal mos のお:かで11箭"第

42篇第5にIÄJ連して語っているところによれば， われわれの内部には神の

像(imagoDe i )が宿ることのできる部分があるが， これがすなわち内的

人間である。 約言すればそれは理性的精神としての人間である。 これに対

して外的人!日!とは Hわれわれが家畜と共通にもっているところの， われわ

れによく知られている五感を用いて， 身体を通してわれわれが感じる生命

である"とAugustinus は言っている。 約言すればわれわれ人 間が動物と

共通にもっているものが外的人間である。 しかしAugustinus はわれわれ

の肉体をただちに外的人間と言っているのではない。 生命を欠い た 人間

が， 正しくは，H人間"の名に値しないと同様に， 外的人間も また 単なる肉

体でも， 単なる肉体的感覚でもなく， 生命をもった肉体なのである。 換言

すれば， 生命をもっていて内的人間に対抗し， 内的人聞に反き， 内的人間

と争うものなのである。 ところが人聞は また内的人間として， 知怒そ分有

することができるが故に， 神との聞に類似の関係をもつこと が で き る。

Augustinus が人聞は内的人間として神の像 ( imagoDe i ) または神の跡

( vest igium) をとどめていると言うのは， そのような状況を指すので あ

る。 とにかくこの場合代神"とは，言う までもなく， 三位一体の神である。 そ

れ故に人間のうちにも またこの 三位一体の写しがなくてはならない。

このようにして人聞は， 一方， 内的人間として， 神に迎なるとともに，

他方， 外的人 間として， 動物にJiliろのである。 さきに日った hie rarchia

にあてはめてパえば， nosse (intell ige re )が|付|竹人11\1に成、líし， csse が外

的人聞に該当し， v lvere はその1+1間にあって， 1，1415-に またがるものと号え
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られる。 この内的人llilの豆わば先頭に立つものが キリストで あり， 外的人

1mの先頭に立つものがアダムである。 アダムは， Augustinus によると，

神に創造せられた後， 罪を犯すことなしにとど まることができず， c arna

l ia (肉的なるもの )を愛して自己も肉となった。 内的人間は imagoDei 

に似せて作られたのであるが， Adam はその堕落によって， 神の1象とそ

の相似性とを喪失してしまったのである。 ここに人間および人 間の世界に

おける罪悪のIl\j組が起る。

Augustinus の悪および非のlliJlillは， キリスト教教理学で どのように耳元

り扱われているか知らないが， 単に教I虫学の問題でも， また まして倫理や

法律のfllJ越でもなく， むしろ形而 上学のfi'，J越であると 私は考える。 彼の悪

と罪の理論は， 周知のように， 三つの源泉から来ている。 その第ーはいう

までもなく彼自身の宗教的体験であり， 第二は聖仏特に代創世記"と パウ

ロの書簡であり， 第三は Plo tinos である。 Plo t inos が悪を 非存在(μカðv)

によって， すなわち 善の影として説明したように， August inus も また罪

悪の能作因(c ausa e ffic ie ns )を否定し， 無作因 (c a  usa de fic ie ns ) によ

って説明した。 悪が存在するもので はなく， およそ存在するものはすべ て

善であるように， 罪も また存在する r 白(ものがら〉ではなく， tこだ意志

の ac tus(はたらき〉にすぎない。 約言すればそれは意志の ac tus である

けれども， 実体をもたないものである。そういう意味でそれは悪と同じく非

存在であるが， しかし非存在であると言っ ても， 人間存在がどうしてもも

たなければならないもので ある。 だからそれは また人間の mlsera nece ssa 

r ia であると言われる。 そういう意味で ， 罪はおよそ人間存在が必然的に

ふく まなければならない非存在なのである。 ほ んとうに存在しているもの

は太陽だけであるが， 太陽のかがやくところには必ず影のとものうことを

まぬかれ得ない。 しかもその影は 実体をもたないという意味において， あ

く までJI:存化で ある。 'JlIも またちょうどこの�i15のようなものである。

私はい まAugustinus の悪， 罪， そしてそれと密接に関係している 恩寵
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の問題について， 立 ち入って語ることがで きないが， 彼の人間論を結ぶ最

後の問題として愛について語っておきたい。 愛について 私どもが まず思い

起すことはスウェーデンの神学者A nde r s N y gre n が1930年制Agape and 

E r os" (E ngl. tr. by A. G. He be r t  and D. S. W atso n， 1932-1938)に

おいて， ギリシア的な愛巴 r o s に対して キリスト教的愛 agape を対立せし

め， 両者の性11が対腕:的に呉るこ とを明らかにしたこ とである。 N y gre n

は agape の特徴を 次の四つの点に要約している。(1)agape は自発的で

原因のない愛である。 人間のうちに神に愛せられる理由ないし価値がある

から， 神が人間を愛するのではなく， 神がその本質において愛であるが故

に， 人聞を愛するのである。(2) agape は人間の功績の有無に関係しない。

人間の側における功罪 は agape とは無関係である。(3) agape は創造的で

ある。 神の愛は愛せられる価値のあるものを愛するのではなく， 却って愛

せられる価値をもっていないものの 中に， 価値を創造するの で あ る。(4)

agape は人間のために神との交りの道を聞く。 人間の側から神に達するこ

とのできる道 は存在しないが， agape は神自身が人間に来る道なので あ
(12) 

る。 それ故にわれわれは agape を言わば神の側から下降的に与えられる

愛として特徴づけるこ とができる。 これに対してe r osは， N y g re nによ

れば， 救いの教理をもっ神秘的宗教に現れているところのH宗教的欲求 と

熱望"で あっ ♂
)
agape が下降的であるに対して， 人聞から 上昇的に神に

向うところの愛である。

N y gre n  は， そういう風に， agape とe r osとを裁然と区 別したが， し

かし人は，Augustinus の著述のなかに， ほ とんど区 別なしに用いられて

いる三つのH愛" を意味する言葉を発見するで あろう。 その一つは c ar itas

で あり， 第 二は amor であり， 第三は d ile c tio である。 このうち c ar itas

は釘απ唱の訳語 として， amorはむωE の訳訊としてJiJいられたもので

ある。Augustinusはこの三つのI-�葉を， irtにK 別江しにJllいているばか

りで はなく，De c ivitate D巴 i のなかで型よゐのJtJ 1去を検討して， そこに区
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(14) 
別のないことを論証して， 次のように言っているo "Nlを愛し， ま た 隣人

を， 人聞に従ってで はなく神に従って， 自己自身のように愛そうという意

図をもっている人は， 疑いもなくこの愛の故に， 善い意志をもっていると

言われている。 それは聖書で通例 c ar itas と称せられているもので あ る

が， しかし同じ型iliで amor とも言われている。 " さらに伎は言葉をつい

で，H われわれが余他の一切の71:物よりも， その椛戚を布くおいているわ

れらの宗教の711二は， amor， d ilec t io， c aritas の間に何の区別もつけていな

いのである， "とバ.っている。 われわれにとって今問題になっているのは，

agap e の訳語としての c aritas と eros の訳語としての a mor とである

が， われわれはAugustin usにおける ca ritasと amorとの問に， N y gren 

が対立せしめているような， 図式的・穎型的な対立を認めることができな

いのである。 実際，Augusti n u s 白身もこの両語に d ilec tio を加えて， そ

れを怠識的に同義認として用いているのである。

模範的なラテン女を書き， 言語に対して極めて鋭敏な感覚をもってい た

Augustin us が c aritas と amor とを同義語としたのは何伎で 、あろうか。

もとよりわれわれはそれを偶然の思いつきとか， 或いは彼の用語の不精確

さとかに起因するものと考えるととはできない。 むしろわれわれはそこに

然るべき理由があったものと考える。 われわれは c ar itas と amor とが，

Augustin us によって同義語とせられ たことに， 却って極めて深い意味を

認めるのである。

われわれは愛を， それが下降的に神から人聞に与えられるか， それとも

上昇的に人聞から神に向うか， ただその動いてゆく方向によっ て， agape 

(c ar itas )とeros (amor )とに分つことはできない。 しかし agape が

ヘブライズムに連り， eros がヘレニズムに連るところの愛であること は

自明である。 それ故に agape と 巴 ros との対立は， より広汎なヘブライ

ズムとヘレニズムとの対立を背景とし， その対立の一環 たるにすぎないこ

とを知っておかなければならない。 しかもこの対立が， 対立の反面に統一
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をふくみながら発展し， ヨーロ ッパの精神史を形成していったことは， 周

知の通りである。 しかもAugustin us その人はヘブライズムとヘレニズム

とを結合統一する先端に立っていた。

ぞれ故にAugust in us の c arit as は ag ap e の訳語として用いられては

いるが， 実は， ag ap eと eros とをともに否定的に自己に媒介した， 第三

の新しい愛であると考えられる。 そこにおいてはAg ap e的なものも eros
(15) 

的なものもともに止揚せられている。 N y gren も言っているように， Au -

gustin usにおける er os-mo ti fと ag ap e-mo ti fとの遭遇は， er osでもなく，

ag ap eでもなく， 両者の綜合であるが， 独特の第三の愛 c ar it as を生ん

だ。Hそれは両方の mo ti fの要素をふくんでいるけれども， 単に両方の総

計なのではなく，独立した新しい統ーを作っている。"それではAugustin us

のいう c arit as とはいかなる愛であろうか。 彼はこの場合においても まず

パウロから出発する。引わたしたちに賜っている聖霊によって， 神の愛がわ

たしたちの心に注がれている"というmロマ書"5，5の言葉を，A ugustin us 
(16) 

は繰りかえして引用する。 神が聖霊によって愛を注ぐ時， 神は神の命ずる
(17) 

ところのものを与えるであろう。 そういう風に c ar it as は何よりも まず聖

霊のはたらきであるから， 人間の欲望によって起るものではないo Hかくし

てわれわれが神を崇拝するところの， 敬愛なわれわれの愛 ( amor ) は，

神が作りたもうたものである。 神はそれが善であることを見た， その故に
(18) 

彼自身自己の作ったものを愛した"。 われわれはここに神が人聞を愛す る

ところの愛と， 人聞が神を愛するところの愛との交錯を見るであろう。 し

かもこの愛は， 後年の彼の哲学において， 次第に明らかになってゆくよう

に， 神が gr at ia(恩寵〉として， われわれに与えたものである。

Augustin us の哲学全般が N eo - Pl aton ism から出たことは周知の通り

である 。 彼 は N eo -Pl aton ism に親し む前に既にキリスト教を知って

いたが， しかしその時代にキリスト教的 H愛" の概念、が彼のこころに深い

印象を残したという形跡は全然ない。 逆に， {皮はキリスト教における 愛
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の[歴史に新しい一つのIi年期を童1]したが， その際， N e o-P lat on ism が彼の

愛の概念、の形成につとめた役割は， 極めて大きく且つ重要なもの で あ っ

た。彼は愛を定義してれ愛とは欲求1切なものである" (Amor ap p e t itus qui

dam e st )  と古い， さらにその愛を神の愛と 隣人の愛とになると言ってい
(20) 

る。彼はキリスト教の神に対する愛がP l a t on 的 erosと同じものであり，

eros の道が結局キリスト教の要求すると同じ神に導いてゆくことを 決し

て疑わなかった。だから彼にあっては erosと agap e とは対立するもの

ではなく， まったく同じーっのものであった。彼の歩いた;J'i:を辿っ て み

て， 私どもの感じることは， f.IUがPlat on 的 eros の*質を徹底的に究め

てゆくことによって， c aritas に達したということであろう。 eros の木町

を追及して c arita sに達するとは， 一体， 何を意味するのか。 彼は Neo-
(21) 

P lat on ismによって干111を愛することを学んだ。そして彼はfit1をどこまで も

深く愛することによって， 却って自分が神に愛せられていたことを知った

のである。これは古い換えると， 自分が神を愛することができたのは， 実

は自分が神に愛せられていたからだという自覚に達したことである。f皮が

後に用いた言葉によれば，これは gratiaである。 晩年の彼は論敵Ju lian us

に対して， "P e lagius的人間よ， c aritas は善を欲する， そして c aritas

は神から来る。 それは律法の女字によるものではなく， grat ia の霊によ

るものである"と言っている。
)
そうしてみると c aritasは 実は神の gratia

によって支えられているところの愛なのである。ただ神に愛せられるだけ

で， 神を愛しないような愛， あるいは反対に， ただ神を愛するだけで， 神

に愛せられないような愛一一一そういう愛は， たしかにAugu st in u s の立場

からすれば， 不完全な， 抽象的な愛であった。 一つの愛は， 特に神に対す

る愛 ， 神から来る愛は， 1也の愛を呼び起す。かく考えることは決して愛に

対して愛を酬いるというような功利主義から来るのではなく， 彼自身の宗

教的体験に基づくものである。H告白"の読者が容易に理解し得るように，

恨の体験からすれば， 神主ど愛することがただちに神に愛せられることにほ
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かならなかった。 本来愛は相互に作用するところの， あるいは互に呼応す

るところの， 現象である。 私が神を愛する愛は， 神が 私を愛す る 愛 で あ

る。 愛の本質は 私の愛と神の愛とが一つであるところに成立する。 犀利明

敏なAugust in us が c ar itas と am or とを， agape とeros とを， 同義語

としたのは， 上述のように， 神に愛せられることが神を愛することにほか

ならない愛の木質を， 深く知ってい たからであろう。 神から 私 へ の 愛 を

agape とし ， 私から神への愛をeros として区 別することは， キリスト教

的愛とギリシア的愛とを，分析的・抽象的に特徴づけるには 便利であるが，

それは単に原始的類型を示すに 便利であるというにとど まるであろう。

そういう訳であるから， われわれは caritas が神の grat ia によって与

えられるからと言って， grat ia を car itas の先行条件とし ， c aritas を目

的， grat ia をそれの手段と見倣すことはできないであろう。 caritas は 決

して grat ia を先行条件として， あるいは grat ia の結果として，働くので

はなく， 常に grat ia に即して， grat ia のあるところ， そこにいつでも

caritas があるのである。 c aritas こそ grat ia の働く一つの姿である。 神

が 私に無償で与えるところの grat ia は ， 私の c ar itas として ， すなわち

神からの愛として， あるいは 隣人に対する愛として， 時には 敵に対する愛

として さえ働くのである。 神が 私を愛する愛が同時に 私が神を愛する愛で

あると言った所以である。 そういうわけで grat ia がそのなかに個体を包

んで， 個体の自由を奪うのではなく， grat ia そのものこそ 却って個体の自

由であるような愛， それが c ar itas の本質である。

われわれは 今， 上の方へ向う直線と， 下の方へ向う直線と， 二本の直線

宏， 互に平行するように， 引い てみよう。 上の方へ向う直線はeros を表

わし， 下の方へ向う直線は agape を表わす。 この 二 本の直線を重ね合わ

すならば， それは一本の直線となるが， この一本の直線は上下両方向に向

うことになる。 そこでわれわれはこの直線の上に任意の一点をとってみよ

う。 或いは任意の一点をとる代りにこの前線そのものを無限に知縮してー
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点に集中しでもよい。 L、ずれにしてもこの一点は 上の方へも下の方へも，

両方の方向をもっと考えなければならないであろう。 Augustinusのcan
tasは まさにこの任意の一点である。 直線上のどの一点をとっても， それ

には 上の方への方向と下の方への方向とが含 まれているように，caritasも
相即するこつの方向を 一一一すなわち愛せられる方向と愛する方向とを合ん
でいるのである。 しかもこのこつの方向は二つの方向として含 まれている
のではなく， 全く一つの点として， 従って愛せられることそのことが愛す

ることにほかたらないというような仕方で， 含 まれ ているのである。 そう
いう風に cantasは常に二つの方向を相即的に含むものと考えられる。

Augustin us の愛につい ての説明が多少混乱し たが， 布、の言おうとす る

ことは， August in us にあっては， 彼自身がはっきり汗っているように，

ca ritas， a mor， dilectioは同義語であること， そしてこの愛はgratia とし

て神からわれわれに与えられたものであること，第三にはこのca ritasは，

神から人間に向う下降的な愛であるとともに， 人間から神に向う上昇[1句な

愛ともなることである。 これがAugustin us における愛の原形であって，

隣人愛もここから説明せられると思う。

Augusti n us の立場からhuman itas を考え たら， どういうことになるか

という問題から出発して， われわれは caritas に達し た。 ヒューマニズ

ムの終局の目的がhuman itas を解放し， human itas を完成することであ

るとすれば， それはAugustin us的意味におい ては， 人間を罪および 悪か

ら解放し， 神に愛せられながら， 神および 隣人を愛することではないかと

思う。 これは至極平凡な結論で 、あり， 今 までに幾度も言い古され たことの

ように見えるが，彩、はとれがほんとうのヒューマニズムではな い か と 思

う。 それは新しいヒューマニズムでも， 現代のヒューマニズムでもないか

も知れないが， あらゆるヒューマニズムの根祇となり， これなくしてはい

かなるヒ士一マニズムも成り立つことのできない基礎的ヒューマニズムで

ああ。 人知の上にもち来らされあRの平和は， このヒューマニズムを土台
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とするものである。 心の平和， 愛の平和のない平和は決して真の平和で、は

ない。 これを 私は愛のヒューマニズムど言うことができると思うが， もし

このヒューマニズムを無視すれば， 社会の機構， 制度， 組織の 上ではヒュ

ーマニズムのように見えても ， 人類のうえにもち来ら されるものは結局い

わゆる人間疎外と武装平和にすぎないであろう。 われわれのヒューマニズ

ムはいかなる理由のもとにおいても戦争を許 さないし， 従って H干-和愛好
(23) 

者" の名のもとにおける軍備も許 さない。 武装平和が一片の宣言で戦争に

かわる最も危険な平和であることは， 核爆発の実験停止が 品片の声明によ

って核実験の競争にかわり ， 今日，われわれが危険な死の灰におびやか され

ているのを見ても， 充分にうなずけるであろう。 私は武装平和ではなく，

愛のヒューマニズムに基く真の平和の来ることを待ち望んでや まない。 愛

あるところそこに神ありという。 しかし愛なきところそこにヒューマニズ

ムはないであろう。

附 記 私は昨年10月14日， 九州大学で聞かれた中世哲学大会で公開講演を行

い， さらに12月 2日，京都大学で西田幾多郎先生を偲んで開かれた寸心会の公開

講演会でも， ほぼ同じ内容の講演を行った。 本稿はその二回の講演の覚え書であ

る。 本誌に載せるにあたって， 不備の点を訂正し， 学術論文の体裁に書き改め る

つ もりであったが， 3 月以来健康を害して府立病院に入院し，終にその余符をも

つ ことができなかった。 やむなく，大体，講演の覚え書をそのまま載せることにし

た。 なお九州大学における講演の際に， 上智大学のジ{メス教授， 南山大学の大

庭教授， 大阪市立大学の山田助教授， 東洋大学の泉講師その他から有益な質問を

受けた。 捌筆するにあたってこれらの諸氏にあっく感謝する次第である。
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凶 務台Jlj1作， 現代 のヒューマニズム(岩波新書)， 1 961. 氏は戦争を阿稀に分け

て， t自民地 ， 半f�\民地等々 の解放 の如き民族独立 の戦争および真 の自衛 のため

の戦争は， ど のような平和論者によっても当然承認さるべきだとしている(pp.

168fよ しかし私は遺憾ながら務台氏に賛同することができない。 人類を大量

に殺殺すること以外には用いよう のない原水爆を， 米ソ両国が則自衛 のため"1こ

製造し実験していることな思えば， 自衛 のため の戦争がとうてい承認しがたい

も のであることは自明である。 また柄民地 の解放 も 戦争によって解決せらるべ

きも のではなく， いわゆるμ市しイ7いによるべきである。 最近 の西イリアン問題

の解決はそのよい一つの例証であって， われわれに戦争によらない柄民地 の解

放 の可能につ いて明るい希望をいだかせる。


