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研 究 ノ ー ト

アウグスティヌス「三位一体論』

にbける「内的な言」について

泉 I台 典

1. D e  tri n ita te XV n. 20では， 内的な言は記憶の中に保持されている知識か

ら生まれた知識の子， 像であるということによって， 神の内的な第一の発出， IlP 

ち g en era tio の類比的認識のために用いられている。 このような特別な意味での

使用はアウグスティヌスの他の著作には見られない。 もちろん内的な言(心の言，

最奥の言〉 が外的な言(およびその表象〕と行為に先行するという思想、は， 彼の

認識論と倫 理学， あるいは聖書注解にとって極めて重要であり， 早くはEp. a d  

Rom. i nch. exp.(394年)， D e  m end. (394/5 年〉 に現われ， その後 D edoc.ch r.， 

In Ioh. ev . tr.， 5ermo などでしばしばとりあげられている。 そしてストア派に由

来する内的な言と外的な言の区別・関係がアレタサンドリアとカパドキアの神学

者たちによって神の言と受肉者の言の区別・関係を暗示すると考えられた伝統的

見解も， これらの書物に散見される。 しかし D etrin . の上掲箇所にみられる用

法は， 総じてこの書の ima go D ei 濠論と同様に全く 特異であり， アウグスティ

ヌス自身の独創によるものである。 そこでこの小論では， この箇所の解釈を D e

tri n. 以前の箸作からでなく， 専ら D etri n . 後半の ima go D ei 理論と の連関で

行なうことにしたい。 u. Duch ro wの新著5p ra chv ers tändnis u. bibl isch es Hören 

bei Augusti n (1965) 5. 137-44 Da s i n n ere Wo rt i n  D e  trin . は， もちろん論

点の相違によるが， これを以前の著作から眺めたため， その特異性が看過され，

ただ内的な言の 倫理的意義を強調するに終っている。 またこれと 同年に出たA.

5c hin dler : Wo rt u. Ana l ogi e i n  Augstins Trin i tätsl ehre は， IX巻の m ens 哨r ・

bum -amo r の tria s を非本来的なものとみなし(5. 192， 著者は内的な言のM it.

er zeuger tこる amo r の活動が偶然的であることからこのようにいう)， これをXV

巻の上述の問題から切り離している。 しかしわれわれは決してそのよ うには考え
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ない。 この小論の結論は，ことに啓示の歴史性の問題に関しては Schind l er とlま

ぼ一致するが，ただ，XV巻の特殊なアナロギアがIX巻の me n s-v erbum-amor と

関係し，またX巻の memoria-i n tel li ge n tia-vo lu ntasとも密接に関係することを指

摘し，従ってこの問題がi ma go Dei理論の全体から遮断されていないことを示そ

うとするのである。 こ こに取上げる主なテダストは IX， n _  12- 18 ; XV， n _  17-

26の二箇所である。 なお De tri n . で内的な言に言及したその他の箇所(VlII，n .  

9 ; XIV， n .  10 ; XV， n .  40，43)は一応補足的にのみ扱われる。

2. まずIX巻の中で最も重要なのは n. 12f . である。「それゆえ， すべての

時間的なものがそれによって造られた，かの;iKj毒の真理の中に，我々は精神の限

を以て形相 f orma を見る。 我々はこの形相に従って存在し， また我々の内にで

あれ物体の内にであれ，真の正しい理性を以て我々が行動するものは，この形相

に従ーってである。 我々はかしこから妊まれた事物の真の知識 notitia :a::いわば言

として我々の前に持ち，そしてそれを内的に諮るとき言を生む。 その言は生まれ

た後に我々から去るのではない。 H・H・それゆえ，我々が肢体を以て行動し詰ると

き，・・・・・・その行為と言は技々の仰に内的に生まれた言に先行しない。 誰でも予じ

め自分の心の中でliftらなかったことを意志して行なうことはない。 その言は被造

物への受か創造者へのうEによって妊まれる。 H・H・被造物が没されてならないので

はない。 だが愛が創造者に向げられるなら，それはすでにグピディタスではなく，

カリタスであろう。」

この箇所は一口に言って ordo amorisに従う精神の存在と活動の仕方を 述べ

ているが， ordo amorisが ima go Dei 理論にとって特別に重要であることはIX

巻の前半からもよく知られる。 n. 1-8 は me n s-no titia -amor の tr i 舗をあげ，

この三者は互いに等しく，互いに関係し，互いに貫入して一体であると述べてい

る。 この叙述は一見V-VII巻で神の三一性について述べたことにそのまま従っ

ているようだが，決してそうではない。 この三者が一体であるのは，その各々が

perf ec tusである限りだといわれている( n. 4;8 :18)。 そして精神の完全性につい

て n. 4は次のように考えている。 柑神が臼己の完全性に至ろうとするならば，自

己を矢口り愛するときに，自己を神のように試いに物体のようにみなしてはならな
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い。 そういうことは精神に per iectî o ではなくcorrupti o をもたらす。 まして精

神が神を物体のように知り愛するなら， それは大きな罪を犯すことになる。 精神

は自己を知り愛するとき， 自己のあるべき量りに 従ってなすならば， 自己の完

全性lこいたるのである。一一このように精神の自己uE識と自己愛は ordo amor is 

に従わなければならないとされており， n .  12丘はその精神の活動の仕方をいっ

そう詳細に述べたものと読むことができる。 ここで浮び上がる問題は， 精神のそ

の活動がいかにして精神自体のものであるか， ということである。 というのは，

精神の白己認識が同時に事物への愛と認識を伴なうとすれば， 後者は一般に感覚

なしにはありえないから， 感覚と区別された精神の存在を主張することはそれ程

白明ではない。 またもし事物認識が永遠に精神から山るとすれば， 精神は事物の

本質( re rum notitia)の永遠の流出の源とされ， これもまた精神と物体との区別

を不明瞭にすることになる。第一の問題は懐疑論に凶係し，第二の問題は新7.ラ

トン主義のグノーシス的側面とマニ教に関係するもので， いずれもアウグスティ

ヌスを早くから苦しめた問題であるが， このIXをの内的な言に関しでもこれらが

背後にあることは疑われない。.J](;々はこのことを念頭において n. 12ff . のIgJ題解

決を採っていきたい。

さきのテクストは， 第一に， 精神の存在と活動がやl'と異なる本性に属している

ことを明らかにする。 すでにn . 9で， 精神の本質はqua l is s it?というような事

物のイデア的本質への問いにおいて答えられるのではなくて，qua l is e sse sempi

te rn is ratio n ibus debeat?という問いにおいて答えられる， といっている。 また

n. 18 によれば， í精神は自己を知る前に自己を知っていたのではない。」こうし

た言葉からも明らかなように，精神は既存在としての自己を見てその形相(cau 

sa fo rma li s)を知るのではなく， それを神の創造理念の内に見， 自己の存在はそ

の理念、に従って附与されたことを知り， また自己の活動も内的外的ともにそれに

従ってなされるのである。 神は無からの創造によって精神を一挙に現実的なもの

としたが， 被造物たる精神は本性上可変的である。 それゆえ精神の自己認識， 自

己愛は形成の場における出来事としての性格をもつのである。〔この形成は精神

が未形成なものを背後に永久にもっという意味ではない。 これについては後に述

べる。J
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第二に内的な言にIj(Jしてであるが， テダストは外的事物の知識を論じ， それは

直後に神の創造理念、からIL\て， 精神の自覚的活動の下に生まれることを述べてい

る。 そのような知識は感覚に開示された事物の形象ではなく， 存在者の存在の意

味であり， 現にあるものはそれによって形造られているのである。 「それが 作ら

れるべきであった(f acie nd us ) ことが知られるその所から， それが 作られた(f ac・

tus )ことが承認されるJ (VIII， n. 旬。 これはアウグスティ ヌスの基本命題であ

り， ここに�f:'r1i秩序のI12識と， さらに心身問題に関する彼の最後の問題解決があ

る。 彼にとっては心身という二つの背反するものがいかにして一体であるかとい

う苦しい問題がすべての必識問題の背後にあ っ た。 irn ago De i 理論も心身問題

を離れてはない。 irna go De i は肉体においてではなく精神においてのみ見 ら れ

るが(XIV， n. 22)， 人間の精神は肉体を離れて存在しない。 irn ago De i の完成

は肉体の復活後である(XIV，n.23)。

以上，n. 12f . の解釈に当って問題の所在をのベた。 アウグスティ ヌスは心身

の統ーに関しては支配と服従という観点しか持っていないが， この観点は ord o

arn o ns 理論の中に移されている。 そこで， 感覚自体に誤謬はないが， 事物の究

極的意味は神の中にあるといわれ(XV， n. 7 ;21ーーとーの問題は X-XIIIでも詳論

される)， また物{本を支配し用いる精神は， 絶対的な享受の対象でなく， ['その創

造者において享受されなければならないJ (IX，n.lむといわれる。

内的な言を生むのは思惟(cogi tatio)の働きである。 思惟は精神の生命活動で

ある(n. 4 )。 内的な言は， 外に表出された言やその表象でなく， 純粋に精神的

で非形象的なものであるが， そのようなものは力一杯の精神活動の結果であり，

精神のみなぎる力がなければ生じないのである。 しかし精神はその力， 生命を自

ら供給することはできない。 精神は可変的存在であって， その存在の根拠は超越

者である。 それゆえ， 精神が神によって存在し生きるならば， 事物を�する場合

にその知識の親が事物であることはあ りえない。 知識の親は事物ではなくて精神

である( n. 19)。 もし精神が感覚から受取ったものを直ちに自己の知識とするな

らば， 精神は事物に(以ることになるO それは精神の秩序の破壊である。 精神は事

物の知識を逆にイデアから受取 り， その受取ったものについて判断を下すのであ

る。 o rdo arno ri sはそのようにして貫徹される。 思惟のこの活動は， 心身の秩序
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を確立して精神が神の支配の下に立つために欠くことができない。 事物に対する

愛がカリタスであるかクピディ タスであるかの決断は， 思惟活動においてなされ

る精神の決断である。

「立壬まれた言と生まれた言は等しいかどうかJ 1"憎むものについても内的 な 言

はあるかどうか」という問題が n. 13-16で提出されている。 n. 12で， 1"かしこか

ら妊まれた事物の知識は， いわば言としてわれわれの前にある」と述べられてい

た。 愛は愛するものと愛せられるものとを包み結ぶ場所的なものであるが， t a n

q uam v erbum ということは， この場所をみたす愛が霊的結合力をもっているこ

とをよく示している。 しかし愛それ自体は神でなく， また神であってはならない

(VIII， n. 10-1 2 )。 それは神によって基礎づけられたカリFスでない限り， クピ

ディ タスである。 従って形式的にいえば， 内的な言は善い行ないと悪しき行ない

のいずれについてもありうるし， 妊まれたものと生まれたものは常に愛のカによ

って結合せしめられる。 そこでアウグスティ ヌスがいう よ う に， 内 的 な 言 は

not it ia cum amo reであって， 愛なしには妊まれもせず生まれもしない。 それは

思惟の結果見出されたもの ( excogit at um) を喜ぶときに生まれるのである( n.

13)。 けれども内的な言を妊み生む愛は， 真実には霊的なものへの愛でなければ

ならない。 それがもし「身体的， 時間的なものへの愛であるならば， ちょうど動

物の誕生のときのように， 妊まれたものと生まれたものは異なるJ ( n.1 4 )。 この

表現は余り適切でないかもしれない。 なぜなら動物にとって生殖は種の保存のた

めであり， 親と子は同型だからである。 しかし言おうとすることは， 外的事物へ

の直接的愛からは精神と同質の内的な言は生まれない， ということであろう。 精

神の愛と思惟の活動は神に向けられていなければならない。 n. 12 の文章では，

「かしこから 」ということが極めて重要である。 それゆえ， 虚言は内的に語られた

ものでない( n. 1 4 )。 また内的な言から出たものだけが正しい， といわれている

(X V， n. 20)。 内的な言を生む震は出来事であり， その意味で偶然的である。 そ

れは最初J無規定な a p pet it us， vol unt a s である。( n. 18)。 しかしそれは全くの無

規定ではない。 精神における愛と思惟の形成は， それに先行する co nv ers io があ

って初めて可能なのである。 n. 12 がはっきり述べているように， 精神の認識活

動J主 「精神の限をもって神の真理を見る」ことからすべて初まるのである。 いい
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かえれば， 照明は精神活動の限界概念をなしている。

われわれは次に精神の内的な自己認識の問題に帰っていかなければならない。

JX巻はまず精神の外に向けられた限りでの自己認識を論じ， 次に内に向げら れ

る限りでの自己認識を論じていると読むことができる。 これについては僅かな行

数しか当てられていないが， 最後にn . 18で簡潔に次のようにいっている。「知識

は知るものと知られたものの両者から生まれる。 それゆえ精神が自己自身を知る

とき， ただ精神だけが自己の知識の親である。 なぜなら知られたものと知るもの

とは精神自身なのであるから。 精神は自己を知る以前にも， 自己が自己に対して

知られうるものであった。 しかし自己を知らなかった時に， 自己の知識が自己の

中にあったのではない。 ぞれ故自己を知るとき， 自己と等しい知識を自己から生

むのである。 等しいというのは， 自己をその存在より小さなものとして知るので

なく， また自己の知識は自己と異なる本質の知識ではないからである。 なぜなら

精神は自己が知るだけでなく， 自己をも知るのだから。」

精神の自己f沼識は， その内容からいえば， j也の被造物諸物の認識のばあいと同

じく， 外的形姿に関する知識ではなく， 精神としての自己が神の倉IJ造理念の中に

おいであるべき意味を知ることである。 そしてこの認識の遂行は創造者の善性の

讃夫に至らなければならない。 いいかえれば精神の自己認識は， 自己がその意味

のもとに現尖に存在することを把える乙とである。 その e sse に逮すること は勿

論感覚によってはできない。 だがまた白己のイデア的本質の知識をえて， それに

よって自己を形成するのだとすれば， 精神は結局は自己を外的事物と同じように

扱うことになる。精神はむしろ自己が 作られていることを知るという仕方で自己

を知るのである。 それ故精神の自己認識は， 認識活動における出来事であり， 照

明によるc on ver si o によって限界づけられた出来事である。精神の n otiti a sui は

この出来事において自己の言として生まれるので あ る。 De Gen. a d  li tt. ]1， n. 

16はいまの引用文のよい注解になろう。n on pri mo c ogn ovi t r ati on a li s cre a tur a 

c on for mati one m suam， ac dein de for mat a  e st; se d in i p sa sua c on f or mati one 

c ogn ovi t， hoc e st i ll ustr ati one ver i t a ti s， a d  que m c on ver sa for mat a  e st. 

以上われわれは， IXをにおける梢神の自己認識が or do amori s 理論と照明i託に

基いて構成されていると考え， テダストを追って問題の解明に努めた。 しかしい
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ま n . 18 で， 知られうるものから知られたものになるという自己認識の形成は，

照明説とは また別の存在論的解釈からくるのである。 その詳細はX巻に見られる

が， しかしIXをに既にそれが認められること， そしてその存在論的分析をimag o

Dei 理論にとって不可欠とみなすことは， VIII巻との連関からも妥当だと思われ

る。 VIII巻の結論は， amans-qu od amatu r-amor の tnas に三位一体のイマゴ

ーが見られるということである。 この三者は外的， 偶然的なものを含むので極め

て不完全であるが， 神の知解を求める者はここに求めるべき場所を見出したのだ，

とアウグスティ ヌスは言っている。 なぜなら， 愛は神からくるものであり ( n.

12)， 神を愛する者は 愛における上昇が可能だからである ( n . 1 4 )。 このことは

imag o Deiの本質を暗示すると思う。 De trin.のimag o Dei理論は Schindl er( op. 

ci t. S. 176) もいうように es o teris ch なものではなく， 神を愛するすべての人に関

かれている。 人はむろん愛において誤つ可能 性 を つねに もっ て い る。 し か し

imag o Deiは， そうした可能性を持ちながら決して愛することを止めない人間に

おいて見出される。 それは現実には神に向けられた人間の精神の内にしか明らか

でないが， 神に向かう可能性 そのものも また imag o D巴i である(このことは

imag o Dei の段煩と回復をのべたXIV， n. 15-2 6が明瞭にしている〕。 いいかえ

れば imag o Dei はただ一つであって， それは厳密には神の子のみであり， De 

trin . における各種の類似像は人聞が神の子に関わる関わり方をのべたもの と 解

さなければならない。 この解釈については『東洋大学文学部紀要16集」の拙論で

述べたが， これはIX'をの me ns-verbu m.amor の imag o Dei についてもいうべき

であろう。

IX巻で精神の自己認識は， まず外的な事物認識に関わり， ìxに白己の内に戻

るという順をとっている。 この順序はアウグスティ ヌスの場合， トマスのような

理論的な自然神学によるのではない。 なぜならいずれの認識においても， 照明さ

れた精神の c o nversio が不可欠の要{'jーであって， 臼然的神d、識と神秘的神認識は

H ess e nやJoli v e t が指摘したように分かち難く結合しているからであ る。 それ

はともかく， L�己認識において1.1己と異なる事物認識が問われるのは， 村神と身

体からなる被造的人間の現実存在が問題だからである。 De trin. 後半は終始この

現実存在について imag o D巴i を問うのであり， それがこの書の特異性をなして
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いる。そこで De Gen. ad l itt やDe ci v. Dei XIf.に見られる，絞り)0)京1];;';によって

成ったイデア的原型的人間という考えはここに全く欠けている。 このことは三位

一体論が歴史的に受肉論を中心に， そこから展開されたことからも推察されよう。

それでは， imago Dei理論はこの現実存在への到達をどのようにして行なってい

るのだ ろうか。 IXをについていえば， n. 12で，精神の中に妊まれた事物の no titi a

は tan qu am verbu m として verbu m の種子のようなものとされている。 tan q u

am verbu m は感覚物でなく， また記憶の中に保持された知覚表象でもない。 し

かし精神は能動的能力だ けでなく受動的能力をも持ち， この二つは照明された村!

神の光の中で秩序づ けられて， 内的な言を生むのである。 村神は感覚〔身体)を

支配するに先立って自ら秩序づ けられる。 実体としての内的な言は V.Warnach 

( AM. I， p.4 45)の言葉を借 りれば照明への応答であって， ぞれがM神と身体の

統一の実質的根拠をなすので あ る。 (ただし照明の光がworthaf t な性絡をもつ

かどうかはWarnachのように簡単に結論できないと思うが， ここでは立入らな

いでおく。〉

心身の秩序を可能にする村神の秩序が真に内的であることは， M神の内的な白

己認識において一層確λされる。 精神はscibile， amab il 巴という受動的能力をt�

己の中に持っている (n. 1 8)。 もちろん精神は自動的， 白発的であって(也の事物f

によって動かされないのであるから， この受動性は被造物としての-"J変性に由来

するものと 考えられる ( A rms trong， AM. I， p. 283; Hu ber， Das Se in u .  das 

Abso lu te， S. 82 が指摘したように， プロテq ノスのνOÛ� にお け る 根 源 的 な

éupóτ於としての英知的質料の観念の影響がここに認められる)。 そしてこの可

変性は!照明にもとづ く convers io によって抑えられ， そこに精神の内的秩序が達

成される(vgl. Conf. XIII， n. 4 e tc.)。 精神の臼己認識は言を生み， それは究極

的には被造的秩序を承認して神への讃美に向かう。 この言の発出はカリタスに従

うかグピディタスに従うかの決断のもとに遂行される。

このようにして， 人間の現実存在を意味づ ける言の発出は， 出来事として特徴

づ けられている。 そしてそれは照明なしには現実にはなく， 照明は精神活動の限

界をなしている。 しかし照明は神の側では永遠的な vocatio De i (De Gen. ad 

l i tt. impf. n.33)であるから， 神の言と人間の言とのあいだ にはアナロギアは容
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易に成立しないことになる。 アウグスティ ヌスはあるとき神の言の発出を山来事

として把えようとしたが(De civ. Dei， XIl， 15)， その場合も問題の111難さを卒

直に表明することを忘れない。 De t r in. では， 神の発出の永遠性が堅持され， 永

i老の言の受肉は信仰の対象として留っている。 そのため v o cat i o Dei と照史的科

示の言との関係はひじように困難になるが， 信仰の知併は， 言の受[1:1の信仰に有

効な， 人間の被iE性の創造論的， 存在論的分析によって果たされるのである(神

学的な miss叫 manife stat i o については今は論じないでおく)。 ところで， I Xきで

は精神の言の発出と神の言の発出との類比は全く述べられず， この点が XV， n ，  

2 0との大きな相違となっている。 このことは， De t r in . に現われた二つの理解方

法に由来するのではないかと思う。 すなわち， 内的な言について， I X 巻では主

として存在の分有が語られ， XV巻では後にのべるように存在の類比が語られて

いる。 i l lu minat i o n o st r a  part ic ipat i o  V erbi e st CI V， n. 4 )という言葉は， I Xを

の解釈のために有効であろう。 またIX， n.1 6では， 精神が神を見， 神にínること

が説かれている。 I X主主の主題はもちろん三位一体の知解であるが， その中に救済

史信仰への実存的関与が含まれているといえるのではないだろう か。 Schind ler

( op， c it .  S 1 74) は既にvm巻の中に， 救済史と神への信仰と愛， および三位

一体への愛という二つのモチーフが並行すること佐治摘した。 ここにいうモチー

フは， 認識論的にいえばわれわれがあげた二つの方法として示されるかと思われ

る。 問題は二つのモチーフないし方法の並存をどのように扱うかにある。 Schind・

ler は I X巻に語られた内的な言の発出を XV巻のそれに対して暫定的， 非本来的

と見るが， われわれは必ずしもそうとは思わない。 なぜならI X巻にもXV巻にい

たりうる認識方法が認められるからである。 しかしこの二つの方法の並列が難問

であることは疑われない。

3， I X迭について或る程度くわしく述べたので， XV， n. 1 7-2 6の内容上合

致するものは全部省くことにしたい。 そこで取上げられる大きな相違は， 第一に

XV巻で内的な言は記憶の中に保持された知識( scie nt iaと sapie ntia を共に含む〉

からでたもので， 知識がその言の親であること， 従って精神の思惟は知識によっ

て形成されるとし、うこと。第二に， 知識がある意味で永遠的であるならば， 知識
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から出た知識の言もその日4りで永遠的であること。 第三に以上からして仰におけ

る内的な g e n erat i o とのfi!Jtが行なわれること， ただし人間の思惟は形成された

ものであるゆえ， 神と言との相違も明らかにされる。

以との三点のうち設も重要なのは， 記憶が保持する知識の永遠性ということで

あろう。 それは只体的には人間が生きていることの知識につし、てであり， XV. n. 

2 1はアカデミア派の懐疑論に対して， この知識の確実性と永遠性〔宮弛が永遠的

であるという限りでの水遠性〉 を論じている。 ところで， アカデミア派反ぱくは

既にX， n. 1 4で行なわれてい る。 そして記憶における知識一般についてもX巻

は簡潔ながらXV， n. 2 1-25の理解に必要なことをよくのべている。 そこでわれ

われは先ずX巻の memoria .int e 1l i g e nt ia 'vo l unt a sの t ria sを振返りつつ，当面の

問題を明らかにしていきたい。

プロティノスのνOÛ�の中には記憶 や想起はない。 それはもっぱらψυX唱に帰

せられ， イデアの記憶はνOÛ� に近いψυX�の中に， !感覚物の記憶はawμαの

中に入った卯X唱の中におかれる。 しかしアウグスティヌスの men sは無か ら

創造された可変的存在であって記憶をもち， また m e n sはco rpu sから離れて存

在するのではない。 R. Sch n eider は ア ウグスティヌスのいう記憶の場所が内官

の受動能力であることを示し， 精神が記憶をもつことは精神と身体から成る人間

の全体的存在の救いのためであることを明らかにした(S ee l e u. Sein， S. 2 02)。

ところで， 記憶をもつことは動物にもあるていど共通すると考えられる。 記憶か

ら phant a sia を取出すことは動物においても行なわれる(XI， n. 1 2 )。 それは感

覚物を受入れるか斥けるかのためにだ けなさ れ る。 しかし人聞は phant a sia を

直ちに真理自体のように思いなして欺かれることがある (XI， n. 8)。 或いは ph.

anta siaから phant a sm aを任意に 作って， それを事実と思いなすことがある(XII，

n. 2 )。 それゆえ， 記憶が人間の存在の救いとなるためには， 精神の int e lli g e nti a

の働きがこれに加えられなければならない。 精神は「自己の全体」を知る。 それ

は， 精神の存在， 生命， 理解の全体であって (X， n. 6)， 知性の働きの確立が人

間の現実存在の全体を秩序づ けていくのである。 知性のこうした働きは IX 巻 で

もはっきりいわれていたが， X，巻では特にこれを感覚作用から明確に区別するこ

とに努め， 物質主義者や懐疑主義者にみられる感覚と精神との混同や合体を排す
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べきことを力説する。 そのさい記憶に向かう知性の働きがとりわけ問われるであ

ろう。 なぜならアウグスティヌスのいう memo ri aは， 意識の全領域を包むもの

で， あらゆる種類の表象がそこにかくされ， そして記憶の場所は広さだけでなく

深さを持つ故に(Conf. X， n. 12)， これに向かう知14・の働きはきわめて傾雑にな

らざるをえないからである。

記憶に向けられる in te l ligen ti aは直観的理作というよ り も， むしろ対象を把

え理解し判断する悟性の働きである。 記憶の場所に取入れられたものは， すべて

形象性をもって取入れられ， 従ってそこから再生さる像もなお形象性を保持する。

そのため， 精神が白己を 想起するにさいして知性がこの形象性に縛られ， 白己を

物体と同じように対象化する危険にさらされることになる。 しかし精神が物体と

異なるものであるならば， それはただ非形体的， 英知的な光によってのみ照らし

出されなければならない。 すなわち精神は全く内的になり， 全く思J惟的になり切

ることになってだけ自己を 想起しうるのである。 逆にいえば， 精神としての舟己

は記憶、の最も深い所にかくされ， 通常の意味での場所的限定を超え， 形象的に浮

びあがる性質のものではありえないのである。

記憶された向己とは何か。 精神がもし神のような永遠者であれば， もともと向

己を記憶することはない。 それゆえ， 自己の記憶は出来事としての白己の記憶で

あり， われわれはこれを， I X巻でいわれた精神の自己1思議における内的な言の記

憶であると考えたい。 その言は内容的には， 被造界における精神の位置から知ら

れた自己の本性ぐn atu r a)である。 精神はこれを想起することによって被造的木作

を保持し， 知性による内的な言の再認と知解のもとに本性に従う活動をなし続け

るのである。 そうでなければ記憶のもつ形象性は除去されないだろう。 自己の想

起がとのようなものでなければ， 記憶はむしろ精神を弱め暗くするものになろう。

以上のように解するなら， X巻はたんに出来事としての人間存在をのべるだけ

でなく， 存在論的分析によってその本性の意味の不変性を把えたものということ

ができょう。 De trin. におけるim ag o Dei理論は， im ag o  Dei の不滅性(すな

わち人聞は神認識の現実においてだけでなくその可能性において も im ag o Dei 

であること )と， im ag o の中に含まれた simili tud o による類比的認識の可能を

主張する点、で特徴的であるが， この主張はX巻において基礎をえたものと考える
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ことカ1できる。

ところでxvをに進むならば， n .21および25では次のように言われている。 「生

きていることは魂にとって永遠的であり， またわれわれが生きているのを知って

いることも永遠的で あ る。 」この知識はもちろん動物的生命の生物学的知識では

ない。 生命の中には存在が含 ま れ， 理解の中に生命と存在が含まれる(De lib. 

arb. II， n. 7)。 従って生命の知識は精神に属し， 精神はそれを持っとき身体を支

配する者として生き存在するのであって， この知識は人間本性の知識に他ならな

いのである。 それでは， この永遠の知識が精神の中にあるのに， それについての

思惟や言は永遠的でないのはなぜかという問が n.25で提出される。 それは思惟や

言が形成されうるものであるが， まだ形成されていないのである。 しかし知られ

た知識は， 現在思惟されていないでも思惟の対象たりうるのであり， その限りで

思惟の可能性(po ssi bilit as co git atio nis)も また永遠的な言ということができる，

とアウグスティ ヌスはいう。

この n.25から見れば， n . 20における精神の言と神の言との類比は， 精神が記憶

に収められた自己と全く等しい内的な言を生む可能性を不変的にもつことに基く

のである。 もちろん精神においては思惟の中断が偶然的にだけでなく本質的にも

ある限り， 内的な言の永遠的発出をいうことはできない。 従って神における永遠

の発出の謎は失なわれない。 人間の言は本性上形成された思惟であるが神の言は

全くの si mplicitas をもち， 木質との一致における言である( n .25)。

アウグスティ ヌスはこのような仕方で神の言の発出を理解しようとした。 この

類比的認識は， 人間が神の像として造られたことは根源的客体的な事柄であり，

他方この像をとおして神に近づき神に似ることは主体的な事柄であるという根本

思想、に支えられている。 この思想は， 先きに指摘したような異なる二種の認識方

法の交差からくるといえる。 そして我々の解釈が正しいとすれば， それらが De

trin . の中で矛盾したり混乱したりしていること決してはない。 だがこの交差が

一一歴史的には充分な根拠があるにせよ一一三位一体論それ自体の理解をかえっ

て困難にすることは争われないと思う。 この困難は， ことに神の言の発出が歴史

的啓示とどのように関係するかを考えるに当って増大するように思われる。


