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LOQUACES MUTI

AUGUSTINUS， Confess. 1. c. 4，

n.

山
1.

4

一一一
田

品

ここにとり上げようとするのは， u"告白』第1巻第4 :ì� 4 節に あ ら

われる LOQUACES MUTIなる語の解釈であるが， IUl!越の所在をあき
らかにするため， まず本節のラテン語全文をかかげ， ついでその分析をこ
ころみたいと思う。
Q uid es ergo， de us me us?Q uid， rogo， nisi domin us de us? Q uis
enim domin us praeter domin um?A ut quis de us praeter de um nω tr um?
S umme， optime， p otentissime， omni potentissime， misericordissime et
iustissime， secretissime et praesentissime， p ulcherrime et fortissime，
stab ilis et incon prehensib ilis， inmutab ilis， mutans omnia， n umquam nou
us， n umquam uetus， . innouans omnia ; in uetustatem perducens s u per
bos et nesciunt ; semper agens， semper quietus， colligens et non egens，
p ortans et implens et protegens， creans et nutriens， perfìciens， quaerens，
c um nihil desit tib i. Amas nec aestuas， zelas et sec ur us es， paenitet te
et non doJes， irasceris et tranquill us es， opera mutas nec mutas consi
l i um ; recipis quod in uenis et n umquam amisisti ; n umquam inops et
g a udes J ucris， n umquam a uarus et usuras exigis. S u pererogatur tibi， ut
debeas， et quis habet q uicquam non t u um?Reddis deb ita n ul1i debens，
donas de b ita nihil p erdens. Et quid diximus， deus me us， uita mea，
d ulcedo mea sancta， a ut quid dicit aliquis， c um de te dicit?Et uae
tacentib us de te， quoniam l oquaces muti s unt.

(DE LABRIOLLEに
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2.

この節は次の四つの部分にわかつことができる。

・・から de um nostr um?まで。 C 2)

C 1)

Q uid es. . .

S umme， optime.. .. . . からnihil perdens.
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. から
まで。 (3) Et q uid. .'…から de t巴 dic it ? まで。(4) Et uae.. .ー
m ut i sunt . まで。
( 1)においてアウグスチヌスは， 神の1Mたるか」 のIUj\，-、を提起してい
る。 その際に注意すべきは， 1村lJを第三人称として，r神とは何であるかl
、 ， 第二人称をHl\，-、て， rf41よ， あなたは
(Q uid est De s
u ?) と問われずに
何者ですかJ(Q uid es， De u
s?)と問われていることである。 すなわち神の
I 何fこるか」 のt�jいは， ここでは神へのよびかけとして， 神への祈りのー

泌をなしているのである。
(2)においてプウグスチヌスは， いま神にむかつて提起した11IjI;、に対し，
自分で 自 分に答えている。 そこに最高， 最善， 全能等の ごとき神の属性に
ひきつづき， 愛する， 動かす， 怒る等の ごとき活動が神に帰せられている。
しかしここでも神は第三人称ではなく第二人称をもってとりあっかわれて
いるのであって， すなわらI神とは何であるか」 という11'，jし、に対し[神と
はこれこれのものであるJ(De s
u est summ s
u， opt im s
u， etc. .…一) と答えら
れるのではなく， r神よ， あなたは何者ですか」 というl{ljいに対し， 13'&，'白i
なる， 最善なる， ……神よJ(S umme， opt ime，……〉 というようにl呼怖を月j
i ，…
い， また， rあなたは愛します， 怒ります， ……J (Amas，……， irascers
…) というように第二人称動訓をもって答えられている。 さらに， ここに
神の属性および活動として帰せられているものを検討すると， 我々は次の
二つのことに気づく。 第一に， その属性のなかにi泣I�'�î， -1t主善， 正義等の ご
とき， ギリシア以来神に帰せられてきたいわゆる自然神学的属性とともに，
愛する， 創造する等の ごとき， 型書に典拠を有するところのいわゆる啓示

十一一

神学的属性があげられていることである。 すなわちここでアウグスチヌス
は， 哲学と聖書との全知識をかたむけ， およそ神について知りうることが
らをことごとく神に帰属せしめようとしているのである。

第二に， そ

れらの属性のあげ方をみると， 相矛盾する属性を対比的に神に帰している
ことがJ:1lられる。 すなわちr�えもあわれみ深くしてj誌も義しくJ(ms
i er icor-
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d iss ime e t ius tissim巴)，

r最もかくれて最もあらわでありJ (secre tiss ime e t

praesen tiss ime)， r不変であって万物を動かしJ( immu tab il is， mu tans omn ia)
等々。 このように相矛盾する属性が対比的に神に帰せられることによって，
それら諸矛盾の統ーとしての神の本性は， いっそう生き生きと具体的に浮
びkらせられている。 要ーするにここでアウグスチヌスは哲学と聖書との全
知識をかたむけ， その上に{皮の得意とする修辞の秘術をつくして神につい
て語ろうとしているのであって， 胸奥から溢れ出る神の想、いはこんこんと
してっきない感がある。 ところが
(3)においてその調子が一変する。 アウグスチヌスはここで， 神によび
かけてきた 自 分を反省し， rいったい私は何をいったのだろうl と 自 問 す
る。 (qu id diximus?とあるが， この diximus は pluralis modes tiae であ
ってしたがソてその怠味はl我々は」ではなく[私はいIぞいったのかjで
あろうυ 大fß:の訳もそう解している。) これま℃私は， あらゆる知識をかた
むけ神をよんできたので、あるが， しかし結局のところ， 私は神について何
をい うことができたので、あろうか。 それは無にひとしいのではなかろうか。
なぜなら神は人智を無限に超越するがゆえに， 我々にはいかなる形容を以
てしても神の「何たるか」をいいあらわすことはできないのだからである。
たんに私にできないのみでない， fqlよ， およそfl'f人であれあなたについて
語るとき， 彼はいったい何を諮っているのであるか。 結局のところ無では
ないか? ーー

このような否定的反省がアウグスチヌスの念頭をかすめる。

しカ〉るlこ
(0において， その調子がまた一生する 。ここで彼は， E t uae tacen tibus
de te，という。 直訳すると 「そして(E t)あなたについて黙する者はわざわ
いである。」であるが， しかし我々はこの E t の意味に注意しなければなら
ない。 いちおう 「そして」 と訳してみたが， 実は[そして」 では困るので
ある。 なぜなら(3)においては， 神について「語る」ということに対する
否定的反省が提起されたのであるから， (3)からのつづき ぐあいよりすれ
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ば， rわさ、 わいであるjと呼ばるべきは， 神について[語るひとjであって
「黙するひと」 である筈はない。 だからもし原文に (3) の次に， Et ua巴
l oquent ib s
u de te (あなたについて語るひとはわざわいである 〕とあったと
すれば， この Et の意味は当然「そして」 でなければならない。 つまり，
[我々は神について何も語るこはできない。 そして， 神について語る者は
わざわいであるJ とつづくならば， (3)から(0への思想はつながる。 し
かしその場介は(3)と(4)とをことさら分ける必要もなくなるであろう。
しかるにここで(3)と(4)とをう〉けなけなばならないのは， (4)において
(3)とは正反対の思想があらわれているからである。 すなわち(3)におい
ては神について「詰る者」 が否定されたのに， (4)においては逆に「黙す
る者jが否定されている。 だからこのEt の意味は， 素直に前交を受ける
fそしてjとかIだからlではなくて， むしろ逆に，

rしかし!とかiそ

れにもかかわらずIというように解されなければならぬυ�1i'長たいて'いの
訳もそのようにとっている。
しかし問題はまだ残されている。 アウグスチヌスは(3)において， 神に
ついてはEる!ということに対して否定的反省を向けたばかりであるのに，
(0において突然子のうらをかえすようにその否定を史に否定して， íそれ
にもかかわらず， あなたについて黙する者はわざわいであるjというのは
何故であろうか。 なぜ神について語ることが無にひとしいにもかかわらず
神について黙してはならないのであるか。 そのffll由を我々は当然q uon iam
以下の理由旬にもとめる。 ここではじめて， 我々がこの論文において問題
にしようとする LOQUACES MUTI なる語があらわれるのである。

3.

アウグスチヌスは[あなたについて黙する省はわざわいであるj こ

との理由として， q uon iam l oq uaces m ut isunt "といっているが， これは甚
だ理解に苦しむ旬であって， したがってこの語句の意味については様々の
解釈が生れた。 ;彩、はこのむjの正しい解釈をもとめて， できるかぎり多くの
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融訳や註釈に片を通したが， その解釈の多様なのに篤し、たのであるψ 私は

以下にそれらの解釈の主なものについて， 順次に批判的号察をこころみた
いと思うが， そのまえにそれらの解釈を吟味する上に原則ともなるべき若
干のことがらについて予備的考察をおこなっておきたい。
まず第一に， 10q uaces と m ut i という二諸のみ;米の意味をしらべておこ

う。 10q uaces は動詞10q ui 語
(
る〉 に山来する形容詞 10q uax の男性複数
形であって， その意味は， たんに[語る!というだけでなく， rょくしゃべ
る， 多三の， 冗舌の」 ということである。 m u ti は形容訓 m ut u
s( 無βの，
唖の〉 の男性複数形である。 従って10q uaces と m ut i とは本米正反対の
概念、なのである。
そこで q uon iam10q uaces m ut i s unt . なる土里山旬を解釈するにあたって
は，

それがいかにして主文の斑由を構成するかを11\1う!日Jに，

そもそも10 -

q uaces と m ut i という本米示盾する概念、がいかにして矛川なく結合しうる
かが�:\Iわれねばならぬ。 そのため 10q uaces と m ut i とは本*の怠味から
はなれて， 拡張的にあるいは比喰的に解釈されねばならぬであろうが， そ
れをいかになすべきであるか。 これが第一の問題である。 ー

しかしたと

えこの二品が矛)丹念く結合するように解釈されえたと しても， その結果と
してq uon iam10q uaces m ut i sunt . というflj!山íljが ，

そのt丈たる I あな

たについて黙する布はわざわLリはることの閉山を構成しなければならぬ
のであって， したがって， 何故10q uaces m ut i s unt . なるがゆえに [神に
ついて黙する者がわざわいなりj とされるのか， その理由がうまく説明さ
れなければならない。 これが上文を解釈するにあたって注意すべき第二の
点である。 一一 しかし間組はただそれだけにつきない。 我々はさきに(3)
から( 4)へと目、担の飛躍の存することを指摘したが， ( 3)において「あな
たについて語る」 ということが否定されたのに(4)において突然それと正
反対に 「汝について黙する」ことが否定されるのは何故であるか， そのわ
けも十分なっとくゆくようにこの理由旬は解釈されねばならない。 それゆ
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えこの珂Ül'wJの解釈を批判的に吟味するにあたっては， それらの解釈がこ
の三つの点を十分にあきらかにしているかが検討されねばならぬのである。
以上は， この理由旬を解釈する上に顧慮すべき意味の理解上の諸点であ
るが， いまこの朗自句にふくまれる語の意味と前後の関連をいちおう考慮
外において， この開rh訂jをただそれだけきりはなして純粋に形式的に考察
してみると， 交iJ、のはWIJよりしてすくなくとも形式的には次の二つの解釈
しかあり えぬことは明らかである。
市ーは， l oquaces と mu tl とのいずれか一方を主語， 他方を述語ととる
のであるσ ラテン話形符�liJは単独には名詞fÝ'Jにも使用されるから， したが

一一一

ってこれ に主た二つの場什があり うる。 すなわちn oquaces は muti であ
o J

(1oquacessunt muti )とするか， 或いはj�にf muti は l oquaces であ

るI

Cmuti sunt l oquaces)とするかである。

第三は， l oquaces muti を

ひとつのまとまった誌としてとることもできるο その場合は sunt の主話
を何か想定しなければならない。 すなわちその意味は，

1"彼らは l oquaces

muti であるl(1oquacesmuti sunt . ) ということになる。 したがって結果と
して， この理rh旬には形式的に次の三つの解釈が可能であるn
(1)

rl

oquaces は mut iであるJ(1 oquacessunt muti. )

(2)

"I muti は l oquaces であるJCmuti sunt l oquaces. )

(3)

1"彼らは l oquacesm u ti である。J(1 oquacesmuti sunt. )

ただしこの l oquaces と muti とにいかなる訳語をあてるかは意味の解
釈の問題となる。 以上のごとく形式的にこの理由旬のとりうべき三つの陽
介をあらかじめ設定したLで， この筒所に関する諸々の訳文の代表的なも
のを， さきに述べた意味解釈t留意すべき三点を顧慮しつつ順次に検討し
てみよ弓σ
*

以下， 諸訳1Ilおよびテキストを(El)(E2]…(F 1]…(T 1]十字の�11'ï符を以
て示寸。 これL\O)制作符の示す，f�f，の何本はこの論交末に .tlïしてかかげる。
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第一。

S nt ml1 t i. ) という解
l1 aces l1
l1 acesは ml1 t i であるJ (1o q
l! o q

釈。
(1) CJ 3)1そして 繭について黙する人は禍なるかな。 そは多言却って無
言であるからである。ト一一この訳は! oql1 aces を 「多言J， ml1t iを 「無言j
s nt ml1 t i . とは 「多 言は無言なり
l1 aces u
と解している。 そこで! o q
う ことになる。 この訳は
すなわちその志昧は，

とL、

l1 aces と ml1 t i との結 什に /JX功 し て い る の
1) ! o q

[多くしゃべる ことは何も語らぬにひとしし、] とL、

う ことである。 しカ、し 2 ) .fljl，rll'<りとしては， 本文の.fIU r3
i を構成しない。
なぜなら， I多くしゃべる ことは却って何も 語らぬにひとしし、] それゆえ
「神について 語る者は わざわいなりj というなら筋が;Æるが，

それゆえ

「付1に勺いて黙する者はわざPわいたりjというのでは全然筋が;1!iらない。
むしろI多言が無吉にひとししリのであるならば， 付lについてI黙すら荷I
は祝福されて しかるべきであろうο だから この沢は不適、11である。 こオl，Îこ
類する訳として ， (F 5) I1 s so nt bean par1 er， ce so nt des ml1ets.
t i 文字通りに訳すとこのような
矛屑におちいるか
(2) loq uaces s unt ml1.全
ら， この点にうえiイいた他の訳者たちは， これを直訳せずにそれに打干の変
?字 を 加えているσ その変fi:f 1:方の -っとして， CE 3) since ml1 te are even
l1 ent. Cなぜ江ら，
the mo st e!o q

占えも雄弁な者すらも唖なのであるからJ

l1 ent)
一一一こ の訳は lo l1q aces を 「最も雄弁な者すらもJ( even th e mo st e!o q
と解しだ。 そ こで

S nt ml1 t.i とは 「最も雄弁に神について
l1 aces l1
!o q

l1 aces と
語るひとでさえも唖にひとしいlという意味になる。 これは ! o q
訂111 tl との結合に成功している。
ろうかの

しヵ、し 2)

主文の理由を構成するであ

おそらく この解釈の主意は こうであろうο 「神については最も械

弁に語る者すらも何も語らぬに等しいのだから， ましてや神について何も
語らぬというのはよろしくないσI簡単にいえば「百や司ても足り ないのだ
から{可もやらぬのはけしからんIというJ命珂である。 こオもはし、t)オョろ.f'1I[tl
Ioi)として 成吹つように見えるが，

しかしよく考えて みるとおかしい。 「神

LOQUACES MUTr
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につL、て 最もj�t弁 に語る者すら何も語らぬにひとしいのだから， ましてや
何も語らぬのはよろしくない」と考ーえるよりもむしろ， 1"神について 最も雄
弁に語る者すら何も語らぬにひとしいのだから， いっそ何も語らぬ方がま
しだ1とi5-える方が 自 然ではないか。 少くともこれだけでは神 に つ い て

一一一

f黙する者jが 「わざわL、!とされるほどの珂耐とはならない。 だから者

rの変'fì:の1mえら れたこの附釈も， 結局において(1)と大足ないことになる。
これに類する訳として ， CE 1) when even th ey wh o s peak most

th ereof may be accounted t o be but dumb . CE 5) since th ey wh o pr aise
th ee most ar e no better th an dumb. CE 6) since they wh o pr a ise th ee
mωt are even as th e dumb . CE 7) S ince th ose wh o say most ar e but
dumb .

CE 8) since 巴ven th ose wh o say most are dumb. CF 1 ) puis

que ceux qui en parlent le plus， sont encor e de vr ais muets . C F :3) puis
qu e ceux mê me qui parlent ne peuvent passer que pour des muets.
C G 4) wo auch die Redsel igen nur S tumme sind ! C G 5) wo auch die
Redseligen noch S tumme sind. CT 6) S ince th ose wh o say most ar e no
better th an dumb .
(3)

そこで l oquaces sunt muti. を 主女の}f�fÜ '01)として 成立たしめるた

一般的問
め， I"l oquaces はmut i で あるjという ことを は己の桝釈のように
由とせず， 或る特定の場合に理由となることがらと解する訳がある。 すな
わちこれを， 1"汝について 黙する場合にはj という限定のもとにいわ れ う

一一

ることと併する。 たとえばCF (ì) Et pour t ant malh eur à ceux qui t a i
sent sur vous， car leur parla ge n' est al or s que mut isme! C……なぜなら，
彼等のおしゃべり は， そのj幼什 は， 唖にひとしいで あろうか ら 。 〕

ここ

r
に 「その場介) (alo めといわ
れるのはつまり， 1" 彼らが神 について 黙する
場介lである。 すなわ-r)，

I"rlll について黙する者はわざ、わいであるο なぜJ

なら， もし科1について 黙するならば， その場合には， たとえほかのことを
いくら しゃべってみても， その冗舌はひっきょう唖 にすぎないから。lとい

“

う意味である。

この解釈は

一一一

loq uaces と m uti との結合を説明す

るのみならず， 2) 主交の理由旬をも立派に構成する。 しか し 3 ) (3)
か ら(4)への思想、の推移はこれだけでは十分に解明されない。 す な わ ち
(3) において神について語ることが否定された 直後(4)において 逆に神に
ついて 黙する者が否定されるその突然の思想の転換の根拠は， これだけで
は十分に説明されないの (3)の論fFllをもって すれば， たんに科 lについて 黙
する場合のみでなく神について何ごとかを語iる場合においても， おしなべ
て 多言は無言なりとされるべきであって ， こ とさらにそれを「神について
黙する場合jだけに局限するわけはないように思われる。 (3)
して は以上のごとき疑問が践されるのである。
(F 4)

の解釈に 対

これに顕す る 訳 は，

一一

puisque ce ux m ê me qui parlent l e pl us so nt des m ue ts s'il s ne

parlent de vo us !

(J 2) [けれども貴方のことを語らぬ者は不幸で、すn

とい弓のは， 他のことをいくら喋ったとて ， ぞれは唖に変りがないからで
す。l
(4)

もう一つ独自 の解釈がある。 それは， こ の quo niam を[禍である]

とい弓ことのf�\ftlとしてではなく[黙するlことの.ffj\[llととる解釈である。
その例。

(E 4)

Yet woe to th e m th at kee p silence， seeing th at even

th ey who say mo st are as th e d umb . (しか し， 最もよく語るひとびとす
ら唖にひとしいことを見て 沈黙を守る者はわざ、わいである。〉一一この解釈
は， これまで、みてきた三つの解釈がいずれも果しえなか った課題， すなわ

!思しているσ すなわちこの解釈によれば， アウグスチヌスは (3) におい
て ， r神について語って 何になるか ， 結局何も語らぬにひとしいのではない
か !と反省したのちに， (4)においては， 「しか し!とまた反省しi古:して ，
「そ弓だからといってlつまり「神についての冗市は唖にひと しL、か九と
いってlその理由の ゆえに[黙する!者はわざわいなり， というのである。
だか らこの quo niam は「禍なるiことの開市ではなく「黙するl ことの珂

ji
l
3
1
4j
i
j

‘ム(3)か ら(4)への思想のう つりゆきを理由づけるという;凍越をはじめて

IHとなっている。

一ーー
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この解釈によれば(3)から(4)への思想、のうつりゆ

きはうまくつながる。 しかしこの解釈には次の二つの難点 がある。 第ーは，
「禍なり]の珂由が不明となる。
下は tacere

すなわちこの 解釈によれば quoniam以

(黙する〉の珂由であって uae ( 禍なり〕の理由でないから，

なぜこのようなひとが「わざわいlとされるのか， その理rtlがきえてしま
うのであるわ 第三は， 純粋に文法tの昔f�ll，で、ある。 すなわち quoniam が
主文の理由とならずにその一部たる分詞の理由となることがありうるであ
ろうか。 和はこの点をたしかめるためいちおう「告白』全巻に わたって
quoniam の用例を調べてみたが， そういう例は少くとも私のみた限りでは
他にー筒所も存在しなが司だ。 ここだけ特別だといえばそれまでであるが，
やは り無珂があるように思う。一一一これに閉する訳11ft

(E 2)

seeing

those that speak most， are dumb.
5.

第二。imuti はloquaces であるJ( muti sunt loquaces)とする解釈。

これには次のようなものがあるの
(1)

一一一

( G 1) wehe denen， die von dir schweigen， denn auch die Stummen

werden dich bekennen. (あなたについて黙する者は禍である 。なぜなら唖で
さえも汝を告白するのであるから。〕

この訳は mut1を主訴とし， loqu・

aces を bekennen (告白する〉と訳す。

そこで、前節にみてきたのとは全然

ことなる解釈となった。 これは

loquaces と mutiをいちおう結合

1)

させている。 ただしloquaces をこのようにとるならば，

この語の有する

「冗市jという:!L\い立味はきえてそれは「語る_j (loquentes)というだけの
意味となる。 また 2)

*.交の.fIl\dを
l も構成する。 すなわちその意味は，

「砲でさえも科lを�I�(lすむのだから， ましてや唖で、な いわれわれが神 につ
いて黙っておれょうかlということになる。 しかし「唖が神を告白する」
とはどういうことであおかわ �して唖がものをいうであろうか、、 物をいわ
ないからこそ唖ではないか， という疑問が当然わきおこってくる。
(2)

この疑問に答えるのは次の解釈である。 CJ 4) Iしかし， 汝につい
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て語らないものは禍なるかな。 唖者も物いうのであるから。J一一この訳は
訳文としてはCG 1)と殆んど変らないが， しかしこれに関連して『マルコ
伝』第7章37節が参照せしめられている。マルコ伝同所には，イ エスがガリ
レ ア湖畔において唖で聾であった者を奇蹟によっていやしたこと， 群衆が
感嘆して 「唖者を語るー者たらしめた」といったということが記されている

一一

(B
ene omnia fecit e t surdos feci t audire et m utos l oqui.)。だから「告白1の
この箇所で アウグスチヌスは聖書のこのところを想起しているのだと解す
るのである。

この解釈については次の難点がある 。すなわちそれは，こ

こでアウグスチヌスが聖書のこの箇所を果して想起しているか否か不明だ
ということである。 古典の註釈家たちは往々にして原作家の思いもよらな
かったようなことをその原文に註記したりヲ|照せしめたりすることがある。
アウグスチヌスの場合， あきらかに聖書が引用されあるいは暗示されてい
ると知られる箇所もあるが， またその疑わしい場合もある。 もし著者が他
の所で同じようなことをいい， そこであきらかに聖書が引用されている場
合には， そこから類推してその筒所でも同じ聖書の筒所が言及され暗示さ
れていると推定することができるが， この場介は他にそのよう な筒所がみ
あたらない。 だからここで「マルコ伝11の[，仰!Tが引用されているというこ
とはきわめて不確実な推定にすぎない。 これに反しかかる推定に比しては
るかに確からしい推定が別に成立つのであって(それについては以下に述
べる)， それゆえ私は， この筒所は「マルコ伝』のかの筒所とは縁がない
といってもよいように思う。 一一これに穎する解釈， というよりむしろそ
のままのひきうつしはCJ 5) rけれどもあなたについて語らないものはわ
ざわいである。 唖者もものをいうのであるから 。 」 私のみたかぎりでは，
MARC.7，37を同所に引照せしめたテキストはCT4) だけであって， お
そらくCJ 4)もそれによったので、あろう。
(3)

同じ訳をしながら， しかしその.ffjl，rl1についていささかろがったwr 釈

をしているものがある。 すなわち， C 1) E ppure quai a chi tace， per -
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chè di te parlano gli stessi mu ti. íしかし黙する者はわざわいである。 な
ぜなら唖者でさえもあなたについて語るのであるから。」

これは訳とし

ては上記のものと同じであるが， その理由とするところがことなっている。
すなわち同訳書がこの箇所にほどこした註によれば， アウグスチヌスは他
の筒所において(Conf
ess. VII， c. 2， n . 3， )この同じ lo q uaces m uti という
清を再び用いているが， それがマニ教徒をさすことはあきらかである。 マ

一一

ニ教徒は冗舌であるが真実の神については何も語らないから唖にひとしい。
すなわち「冗舌の唖者」である。 アウグスチヌスはここでもそれを念頭に
おいている。 ゆえに， この筒所の意味はこうなる。

「マニ教徒のごと

きおしゃべりの匝でさえも(gli s tessi muti ) 神について語るのだから， ま
してや真実の神を知る者が神について 語らずにおれょうか。 J したが っ て
「あなたについて黙する者はわざわいだIということになるのである。 一
一アウグスチヌスが loquaces m uti というとき， マニ教徒のことを念頭に
浮べていたという ことは， !ìマルコ伝』 第 7章37節を思い浮べていた とちー
えるよりもいっそうだしからしい。 だからこの箇所を正しく解釈するため
にその「告白』第7巻の筒所が重要な鍵を提供するであろうことが予想さ
れる。 しかしながらこのイタリア語の解釈は， 自 己矛盾をふくんではいな
いであろうか。 なぜならば， アウグスチヌスがマニ教徒のことを lo q uaces
m uti とよぶのは， 後にもみ るように，

彼らが冗舌でありながら神につい

ては何も語らないからにほかならない。 だから「そのマニ教徒さえ神につ
いて訴るjというのはおかしいではないか。 一一一これに対して はこのイタ
リア訴の訳者はこのように答えるかも知lれない。 マニ教徒だちが神につい
て活らないというのは， 真実の神について語らないということであって，
彼等は従等の神については語っているのであり， いや大いに語っているの
だ， だからアウグス手ススがここで「唖でさえもあなたにつし、て語るlと
いうのはそのことをいっているのだ， と。 しかしこの解釈はあまりにうが
むすぎているとおもわれる。
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6.

る解釈。
(1)

一一

第三。「かれらは10quaces muti である。J(loquaces mu ti sun t.Jとす
これに次の二つがある。

(G 2) und dennoch， w ehe denen， die v on dir schweigen， da s ie

一一一

b eiben ! (それにもかかわらず， あなたにつ
reden könn ten， aber s tumm 1
いて黙する者はわざわいで、ある。 なぜなら彼らは諮ることができたであろ
うのに， 無言のままにとどまるからであるJ

この訳は10quaces mu ti

1 0quaces にして mu tUと解している。 「彼ら」とは「あなたについて
をば， 1
黙する者」である。 10quaces とは， この訳によれば 「語ることができる]
( reden könn ten) である。 だから「 彼らは10quaces mu ti である」とは， I神に
ついて黙するところのかれらは， 語ることができるもの (loquaces)であ
るのに語らない(mu ti)Jという ことになる。 だからかれらはわざわいだと
されるのである。 しかしこの訳は 10quaces の意味のとり方に無聞がある
のみならず， ( 3)から( 4)への思想の移りゆきがこれでは全然理解できな
い。 なぜなら( 3)において「神について語る者」が否定されたばかりなの
に， それにひきつづいて( 4)で「語ることができるのに清らない者」がわ
汗わいとされたのでは， 我々は一体， 神について語っていいのか悪いのか
分らなくなる。 この訳文で「告白』を読むひとはアウグスチヌスの頭具合
を疑うであろう。
(2)

一一一

(S) i ay de10s que se callan de ti!， porque no

son más que

mudos charl a tanes. (あなたについて黙する表はわざわいであ
、 るの なぜな
ら彼らは唖の冗舌家にほかならないからJ

この訳は10quaces mutiを

1 a taneめという訳をあてて
一つにとってそれに「唖の冗舌家J( mudos char
いる。その主語fこる「彼らlが
「神について黙する者jであることは明らか
である。 つまり， 神について黙してはならない。 もし黙すれば彼らは[唖
の冗舌家jになるから， というのであるσ一一一どうして 「唖の冗市家lに
なるのか， この訳文からだけでは分らないが， r日l所の註にはやはり『告白』

LOQUACES MUTl

ω

一一一

第7巻 2章が参照されている。 すなわち こ こで〆考えられているのはマニ教
徒たちであって， かれらは冗舌であるが神について は 何 も 語 ら ぬ か ら
lo quaces mu ti といわれるのである。

以上われわれは， いろいろな解釈を順次に批判的に診察しながら， つい
に止ー しい解釈へと近づいたようである。 少くともいえるのは， この箇所を
ここだけとして解釈しようとする限り正しい解釈はえられないということ
である。 正しい解釈をうるためには こ こに含蓄されて いる ことを知る必要
があり， そのためにアウグスチヌスが他の箇所で同じ lo quaces muti なる
請を用いているという ことは， この箇所の正しい解釈のための重要ないと
ぐらを与えるであろう。 そ こで我々は次に この語が用いられている他の箇
所にうつって， そ こにおいて lo quaces muti が何を意味しているかをより
正確に把射しなければならない。

7.

_�:述のように loquaces mu ti なる語は『告白J 2f�7巻 2 'It'î 3節に再

びあらわれる。 そこでは次のようにいわれている。 Sa t era t mihi， domine，
adversus illos dece p tos dece p tores e t l o quaces mu tos， quoniam n on ex e is
sona ba t verbum tuum， ……このあたりでアウグスチヌスはマニ教の迷妄
から次第に併欣された経過を述べているのであるが， そ こでマ ニ 教 徒 を
dece p tos dece p tores( 欺かれた欺H読者)， lo quaces mu tos ( 唖の冗舌家〉と
呼んでいる。 なぜかれらは lo quaces であるか。 マニ教徒たちは神， 字宙，
天使， 人間， 救済等 に関する壮麗な神話体系を有しており， それをもって
雄弁にひとびとを説得したからである。 ではなぜ mu ti であるか。 それに
ついてプウグスチヌス 自 身がその理由を明瞭にあげている。

quo mam non

ex eis sonab a t verbum tuum， ・. -…〔なぜなら彼らの口からはあなた( 神〉
の言葉がひびかなかったから。〕すなわちマニ教徒たちは， 雄弁に千万言を
弄したが， それはすべて虚妄であって翼実の神には何らふれると ころがな
かったから， かれらは唖と同然とされたのである。

70

このように l oquaces と m ut iなる語によって プウグスチヌスの意味 し
ていたものが把握されると， ここからして今われわれが問題として いる箇
所の解釈もおのずからきまってくる。 すなわち Vae tacentib us de te， と
いわれるが， ここに「あなたについて黙する」という意味は上記の ごとき
m uti の意味との関連において 理解されねばならぬ。 す なわち[汝につい
て 黙する」 とは， I真実の神たる汝について 何 ごとも語らない」 ことであ
って， この場合はたとえ千万言を弄してもなお唖にひとしいのである。 つ
まりその場合かれらは，

Iその口から神の言葉が少しもひびかない」 マニ

教徒たちと同然になる。 だからこそかかるひとびとは「わざわ い な る か
な! Jとよばれるのである。
もし以上のように解することが許されるとするならば， 同所の正しい解
釈はおそらく次のごとくであろう。「しかしあなたについて黙する者 は わ
ざわいである。 なぜなら， もしあなたについて 必らないならば， かれらは
他のことをいくら語っても結局かのマニ教徒のように「唖のおしゃべり」
にすぎないであろうから。」一一結果として (F 4)(F 6)CJ 2)の訳が正し
いことになる。

8.

以上によっていちおう問題の箇所の解決はついたわけであるが， 実

をいうとまだ問題が残っている。 それははじめに注意したように， (3)か
ら(4)への移りゆきに関する問題である。 すなわち(3)においてアウグス
チヌスは 「神について 語る」ということそれ 自 体に♂ついて 疑問を投げたの
である。 たんにマニ教徒のごとく虚妄の神について 妄五を弄することだけ
でなくもっと一般的に， たとえそれが真実の神についてであるにせよ， と
にかく「神について語る」こと 自 体に対して否定的反省が向けられたので
ある。 いやそれが真実の神についてであるならなおさらの こと， それにつ
いて語ることは人聞にとって不可能事とおもわれる。 なぜなら真実の神は
人智をはるかに超越し， 到底いいあらわしえない ( i ne 妊a bil めものだから

L仁JQUACES MUTI
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である。 アウグス チヌスが(3)において， rあなたについて我セは何 を 語
りうるか」と 自 問するとき， 彼の念頭にあるのは冗舌のマニ教徒ではなく
て ， いま神について語ったばかりの 自 分 自 身であった筈で、ある。 要するに
(3)においては， 一般に人聞が神について語るということの可能性と意義
とが問われ， それが全面的否定にさらされようとして いるのである。
、 につい
しかるに (4) において 思想が一転して ， Iそれにもかかわらず神
て黙する者はわざわい」 といって 「神について 何も語らぬ」という立場が
否定されるとき， (3)からのつづき具合よりすれば， ここで否定されるの
は(3)の ごとき考えの全体であって ， たんにマニ教徒の ごとき意味で神に
ついて黙するひとだけであってはならない。 とすれば， quoniam 以下をマ
ニ教徒との関連において 説明する ことはいちおう(4)の部分の説明として
は成立つにしても(3)から(4)への移り行きを説明するには不十分ではな
いか。 一一」こういう疑問がまだ残されている。 この疑問を解決しようとす
るならば， 我々はもはや quoniam 以下をどのように別に解釈しようとし
ても無駄である。 ほとんど可能なかぎりの解釈は以上によって出つくした
のであるから。 ここで我々は更に内容に深く立入って ， そもそも 「神につ
いて語る」 とは何を意味するかを考えて みなければならない。

9.

この間越について 理解を与えて くれる箇所として 『詩篇講解』 第144

篇 7節をあげることができる 。 そこでアウグス チヌスは Et v irtutem tuam
annuntiab unt(Ps. 144， 4 ) という詩篇の一節を釈義しているのであるが，

. ・…・

1
uentes m uti (雄弁な
そこに loquaces m uti のかわりにそれによく似た e0q
匝者 ) という語がでて くる。 N on ergo quemadmodum quidam eloquentes
m uti， la udantes creaturam， obliviscentes Creatorem

(Ena町. in Ps.

CXLIV， n. 7， CCL 40， 2093)。 すなわち我々が神を讃えるとき， 我々は
かの「雄弁な唖者たち」のように， 被造物を讃えて神を忘れる者であって
はならない。 ではどのように 神を讃えるべきか。

Sed quomod o la udat?
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Et virtutem tuam annuntia bunt . In laudandis operibus tuis， virtutem tuam
annunt iabunt. 万事において， 被造物をではなくて， 被造物においてはた
らく神の力を讃えよ。
ここに el oquentes mut i とあるのは明かに loquaces mut i とWJ述があるJ
すなわちマニ教徒をさす。 彼らは被造物を讃えながら創造主を忘れている
くlaudantes creaturam， obliviscentes Creat orem)。 一一ー我々はここに神の
「讃美J(laudare )という新らしいモ チー フがあらわれていることに注意し
なければならない。 さきに『告白」においてマニ教徒たちが唖者とよばれ
たのは， 彼らが神について 語らなかったからであった。 しかるにいま こ こ
で彼らが唖者とよばれるのは， 彼らが神を讃美しないからである。 では村l
について 「語る」 ことと「讃美する」 こととはどのように関係するのであ
るか。
「諮る1という ことを普通の意味にとるならば， マニ教徒たちも神につ
いて大いに語ったのである。 それにもかかわらずアウグスチヌスが彼らは
神について何も「語らない」 という理由はここにはっきりとあらわれてい
る。 すなわち彼らの神についての冗舌のなかには神の讃美がふくまれてい
なかった。 プウグスチヌスが「彼らの口からはや1Iの三葉がひび か な か っ
た」 というわけはそ こにある。 彼らは神をだしにして 尖は被造物 につい て，
自 分について語ったの でー あった。 むしろ反対に， 自 分について 語るとき で
も， I汝をではなく汝においてはたらく神を讃めよI ( D巴um in te lauda，
non te ) とアウグスチヌスはすすめる。 だから{皮におい て ftlllについ て 語
る」 という ことは特別の意味をもっ て いるU すなわ らrlllについて I11iるとは，
神を主題として雄弁をふるうことではなくて干111を讃夫することなのである。
で、は:何故マニ教徒たちは神について 多i-Îを芥しながら神を讃美しなかっ
たので・あろうか。 それは彼等がI真実の干IIIJ ( Deus verit as )にふれなかった
からである。 真実
(veritas)からそむいた彼らは)益広;(vanit as )のう ちにおお
こんでいった。 だから彼らの語る神は虚構 C fìgmenta) であり幻影 ( phan-

LU(jUλC上:s �IU1'l

tasma)であるο
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そこには空しい冗市は生れても讃美は生れないο

これに

対し， 真実の神にふれた者は， 神について語らずにいられない。 神につい
て語ることは神を讃えることである。 いかなる懐疑も否定も， 真実の神に
ふれた者の胸奥に溢れるこの讃美のほのお をおしとどめることはできない
のであるω
このように」よてくるとさ， Et uae tacentibus de t c，… ・・といわjしるìjßぃ
意味ははじめてあらわにされるのではなカ通ろうかυ

「しかもあなたについ

て黙する者はわざわいであるIとは， 言葉をかえていえば， r-それで も束、
は村lを讃美せずにはおられたにし、」 ということなのである。

10.

こjしまで我々はloquaces mutiという語いjのIH釈を111心に目前じてき

たが， 以上の探究を通して土11りえたことをもとにして， もう一度はじめに
もどり本節全体の構成について〆与察してみよう。 本îií'iが次の四つのl}11分か
ら成ることは既にみたことくである。
( 1)

神よ， あなたは何省ですか。

(ZJ

神よ， あなたはこれこれの者ですο

(3)

こんはことをいって何になるのかο

( 4)

しかし語らずにはいられない。

この構 )点のうちに， 我々は &般にアウグスチスス的目、惟の， ひいてはそ
の思惟の所!主たるアウグスチヌス神学の特i肢を読みとることができるω そ
れは次の三つである。
第一に。 はじめにも注意したように， -;ア，ウグスチヌスの神についての目
1惟吐は， 神へのよびかけとしての祈りから始まる。 すなわち彼は「神とはM
か? J (Quid est Deus ?)と!日lうのではなくて， r神よ， あなたは何者です
か? J (Quid es， Deus ?)と神に向って|問う。 それは!日iいという形における
一つの祈りである。 ところで， このIl\jいに答える者は誰であるか。 昔モイ
ゼカミ神にむかつて， rあなたは何者で、すか」と問うたとき， それに対 し て
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「私はありてある者である」と答えたのは外ならぬ神 自 身であった(Exod.
3， 14)。 このように神と人との聞に交される対話こそは旧約の主要モチー
フをなしている。 ところがいま， アウグスチヌスが同じ問いを神に発する
とき， その問いに答える者は神ではなくてアウグスチヌス 自 身である。 す
なわちここでアウグスチヌスは神に対して提起した神の[何たるか」の問
いに対して， 白分で 自 分に答えているのである。 故にそれは旧約における
ごとく神と人との対話ではなくて人間の対話であり， そのかぎりにおいて
それはギリシプ的な対話としての Dialog os の系統に属する。 しかし乙の
アウグスチヌスの対話は次の二つの長でソグラテスの対話とことなってい
る。 1) ソクラテスの対話がアゴラにおける公衆の面前でかわされた対話
であるに対し， アウグスチヌスの対話は神へのよびかけのうちに神の面前
においておこなわれていること。 2) ソクラテスの対話が彼と誰か他人と
の聞に交された， ひととひととの問の対話であるに対し， ここにアウグス
チヌスの展開する対話は 自 己と 自 己との対話であること。 一一一つまり， I神
の面前において神について 自 己が 自 己と語る」 というのがアウグスチヌス
的対話の特質なのである。 そして 自 己と白己との対話がそれにもかかわら
ず主観的な独自たるモノロクーにおわらず D ial og os としての客観性をもち
えたのは， それが神の面前においてたえざる神へのよびかけのうちにたえ
ざる神からの浄化と照明とを経験するところの 自 己との対話， すなわちソ
リロキアであったからにほかならぬ。 アウグスチヌス的思惟の特色はだか
らソリロキア的であり， その性格は初期の同名の著作から晩年にいたるま
で一貫している。 『告白』のこの箇所はその一つの例とみることができるο
第二に。 本館jの梢成に注意すると( 0→(2)→(3)→(4)への移りゆき
に， 我々はまたひとつの D ial og os を見出す。 ( 0において神の「何たる
か」の聞いが祈りの形で提起されたことは既に見たごとくであるが， ( 2)
において， それに対する答の形で神はこれこれであると神についてその種
種なる属性が語られるとき，

ここにこれらの属性は神について措定(po・

LOQIJACES MUTI
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nere ) されているのであって， 従って神についてこのように諸属性をponere
するのは， 肯定神学 C theologia posi tiv a ) の立場であるといわれよう。 しか
るに(3)において突然調子が変って， 神について語って何になる? という
ような否定的反省が提起されるとき， アウグチヌスはこれによって(2)の
ごとき立場全体を反省しているのであって， この立場を徹底すれば， 神に
ついての思惟の完全な否定におわるか， それとも， 神について我々に語り
うるのはそれが語りえないものであるということだけだと主張する否定神
学Ctheolog ia negativa) の立場が成立するであろう。 ー

ところがアウグス

チヌスは更にこ の立場をも否定して(4)において， Iそれでも私は神 に つ
いて語らずにいられないIという。 これは(2)の立場への単純な逆もどり
ではなくて(3)の否定をへた復帰なのである。 そしてこれこそはアウグス
チヌス的神学の立場であったと二考えられる。 すなわち彼は， ただ直j量的無
反省的に神に諸々の属性を帰属せしめる肯定神学の段階に安住することが
できない。 こんなことをいって何になるかという不安と 反省とがたえす1皮
の神についての思惟をおびやかすのである。 しかしそれにもかかわらず彼
は， ひっきょう神について語るは空しいといって沈黙する否定神学の立場
にも安住できない。 神について語りつつ， その語ることの有限性を誰より
もよく 自 覚しつつ， しかもなお村1について話らずにおれないというのがア
ウグスチヌス的神学の立場なのである。 すなわちそれは， 直接的無媒介的
な肯定神学の立場ではなくて， たえ ざる否定によって媒介されている高次
の肯定神学の立場なのである。
第三に。 そこで1&後に[1\1凶となるのは， それでは111)故アウグスチヌスは，
Tこえざる否定的反省におびやかされつつもなお神について語らずにいられ
ないのか， という問いである。 そのt:\I\'、に対しては前首jに;与察したことが
最も明陳に答えてくれる。 すなわちアウグスチヌスにとって， 神について
語るということは神を讃美することにほかならなかった。 彼が 「それでも
なお神について黙ってはおられない」とは「それでもなお私は神を讃美せ
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ずにおれない]ということであった。 神についてのアウグスチヌスの思惟
を， 第一の肯定の段階から第二の否定の段階をへて更に第三の段階へとお
し上げたものは， この讃美への衝動であった。 このように考えるならば，
ブウグスチヌスにとって神について詰る言葉としてのテオロギア( theo logia) は ， その本位においては， 神について美しく語るi主主どとしてのテオ
エウロギア(the o - eulog ia ) であったといわれえないであろうか。
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