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アウグスティーヌスに￡、けるquaerereの

成立について

清 水 正 照

序

本論文は 「ミラノの回心」後におけるアウグス ティーヌスの立場を明ら

かにすることを意図している。 その為に， “Contr a Ac adem ic os "第 I巻，

“De beata vita "をこの順序に従って分析することにした。 カッシキアグ
(1) 

ム山荘での実際の討論は， “R etr ac tat iones "に集成再補されたような書名

による順序で行われていない。 「ミラノの回心」 の実情に ついて多くの意

見があるにしても， それがアウグス ティーヌスの人生に決定的ともいえる

出来事であったということに ついては疑うことは出来ない。 そこで彩、は，

この出来事の直後に書かれたもの， 乃至は討論という形であるにせよ， そ

の記録の整理された報告に， 当時のアウグス ティーヌスの決定的な思想の

核ともいうべきものがあるに違いないと考えた。 これを明らかにするため

には， 出来るだけ実際の討論や対話の順序を損うべきでないと判断し， 書

物として 集成された形は むしろ 第二 次的に扱った。 このような 観点から

Contr . Acad. 第I巻が最初に分析の対象となった。 アウグス ティーヌス

はここで quaer er e の問題にひそむ種々の哲学的困難を自覚している。 こ

れは函:接には「ホル テンシウス」のアウグス ティーヌス的解釈として展開

されている。 Contr. Acad. 第I巻の次にはDe beata v ita がおかれる。

ここでは問題の展開の形は， 至福概念、をめぐって行われるが， この展開を

支える意識はContr. Acad. 第I巻と全く同様である。De b. v . の終尾

近く彼は照明説の原型ともいうべき体験的記述をなしている。 ぞれは体験

的というには余りにも形 而ヒ学的ではあるが， 照明という考え方によ って
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{度が quae rere の問題を解決し ， quaerere の概念、を一挙に成立せ しめて

いることは注目に価するであろう。 この論文の対象は従ってDe b. v . 迄

でその意図を果すものである。

本 論

C ontr. A cad . 第I巻によると ， アカデミー派の主題が導入され論じら

れる事情は次の如くである。 先ずverum nos s cire o porte t ということが

大前提として立てられ， これに beata vi ta が併せて論じられる。 アウグ

ス ティーヌスはいう。Quid si e tiam n on com prehens o vero beati esse 

poss um us， ne cessariam veri com prehensionem arbitramini ? これに

対しトリュゲティウスは Beati ce rte esse vol um us ; et si ad han c rem 

poss um us absque veri tate pervenire， quae rend a nobis ve ri tas non es t. 

と答える。 この大胆な言葉にアウグス ティーヌスは Exis timatisne beatos 

nos esse posse， etiam non inventa ve ritate ? と問う。 この時リケン テ

ィウスが介入し， トリュゲ ティウスの主張を少し 和らげ， アカデミー派の

主張を自分の意見とし Poss um us si verum quaeram us と答える ( C on tr .

A cad.， 1. 1 ， c. ii， n. 5)。

以上が第 I巻の導入部であるが， この短い対話に第I巻の主題の全展開

がほぼ言いつくされている。 トリュゲ ティウスは ve rum nos s cire o porte t 

と beati ce rte esse vol um us という二 つの命題のうち， 前 者よりも後者

に重点をおき， むしろ ver um ニveritas は不必要と考える。 これに対し リ

ケン ティウスはいわばその中間点と し て inquisi ti o ve ri tatis と beate

vive re とを結びつけようとする。 そしてこの立場がアカデミー派の主張に

つながる。 このご人に共 通なのは真理を発見していなくとも至福であると

いう 考え方である。 アウグス ティーヌスは以後この考えを問題とする。 彼

はいう 。Quid ergo?……vi deturne tibi non invento vero beate posse vivi， 

si tantum quae ratur ? リケン ティウスの主張は， ナウィギィウスが述懐し

ているように in veritatis inquisi ti one vive re がbeatevive re である( n.
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め というので あった。 と ころが アウグスティーヌスは これを non in-

vento vero beate vive re， si tantum q uae ratur という風に言いかえて

いる。 ところで第5 節で， 真理と至福とを完全に分離したトリュディウス

の主張に対して， アウグ、ス ティーヌスは beatos n os esse p osse， etiam non 

inventa ve ritate という言い方をとっている。 だから我々はここに明ら

かにアウグス ティーヌスの言いかえを読みとることが出来る。 こういう言

いかえの上でリケン ティウスの説が批判される ことは， 当人にとってみれ

ば少々心外である。 つまり真理の探究において至福であるということと，

「真理を見出さないでも」という附加 を容れた考えとは決して同一ではな

いというのである。 それを同ーとして扱うアウグス テイ{ヌスに彼は幾分

抗議めいた口調でいう。 N am m ajores nos tri， q uos sapientes beatosq ue 

accepim us， e o  s0 10 q uod ve rum q uae rebant， bene beateq ue vixerunt. 
(2) 

ところで， ルウフによると， rキケロは『ホル テン シウス」では長々と真

理の探究に ついて語ったが， アウグス ティーヌスは C ontr. Acad. 第I巻

5 節では至福は真理の発見にではなくその探究の desir にあることを示し

た。 その場合， 彼は明らかにキケロ的プロ トレプチコスに言及しているの

である。 この問題に ついてアルファリックはこういっている。 至福であろ

うとするならば， 真理の所有は必ずしも必要でなく少くともそれを探究す

ることが必要であると結論される」。 つまり『ホル テンシウス」では真理の

探究が至福というものと結びつくのであって， 真理を発見しないでも真理

の探究のみで至福であるという 考え方はないのである。 かくして， etiam 

non inventa ve ritate ( n . 5) とか non invento ve ro ( n. 6) という言葉

は， rホル テンシウス』にないアウグス ティーヌスの附加であると 思われ

る。

以後の議論は， 真理の探究において人は至福でありうるというアカデミ

ー派の主張が， 真理を見出さないで、も探究さえすれば至福である， という

風に変えられ， 専らその批判という形ですLめられる。 以下リケン ティウ
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ス ( リ. と略す〕 とトリュゲティウス( ト. と略す〉の対話を引用する。

リ. í真なるものを求める人がそれを見出してはいないとはいえ， 一体

どうして至福でありえないのですか」。 ト. í至福である者としては， 我

々はすべてのことに関して完全な智ある者であることを欲するからですの

しかるに依然として探究している者は完全ではありえませんJo � . はこれ

に対して古人の権威を持ち出し， カルネアデースは賢者でないと思うかと

反問する。 ト. は自分はギリシア人でないから分らぬと逃げる。 ではと，

リ. はローマ人であるキケロに ついてはどうかと質問する。 ト. はやLあ

って， キケロは賢者であったと答える。 リ. íそうすると， 今問題のこの

点に ついてのキケロの意見はあなたには何か重要なものとなるのではあり

ませんか」。 リ. íそうです」。 リ. íではキケロがどんな意見をもっていた

かを聞き給え。 君は忘れているらしいからね。 人はもし真理を探究するな

らば， たとえ真理の発見に到達することが出来なくとも( e tiamsi ad ejus 

inven ti onem non val eat pervenire) 至福であるというのが我がキケロ

の意見だと思います」。 ト. íキケロは何処でそう言っていますか」。 リ.

「人は何ものも把握することは出来ないし， また賢者に残されていること

は真理の熱烈 な探究しかありません。 というのは， もし彼が不確かなこと

に同意しなければならないとしたら， たとえそれが運よく真実であっても，

彼は誤謬から自由になってはいないからです。 キケロが以上のことを強く

主張したのであるということを一体誰が知らないでしょうか。 この故に，

賢者は必然的に至福であると信じなければならないとしたら， そしてまた

智恵は真理の探究それ自体にその完全さをもっとしたら， 至福白身真理の

探究のみによって完 成されると考えるのを我々はどうして疑い ま し 主う

かJ ( 以上 7 節より〕。

ト. は， 真理を発見せずとも探究において人は至福であるという意見は，

真理の探究において至福で、あるという 『ホル テン シウス』の意見と異って

いると考える。 この二説の違いをには明確に自覚していない。 Ubi hoc 
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C ice ro ?というト. の質問は この違いを知った上で「ホル テンシウス』の

ubi をつまりその出典個処を問うているのである。 リ. もト . も共にキケ

ロの 「ホル テンシウス」は読んでいる( C ontr. Ac.， 1. 1， c. i， n. 4) が『ア

カデミカ」 は読んでいない ( ibid.， 1. II， c. iv， n. 10)。 従ってリ. は当然出

典伺処を 「ホル テンシウス』から示すべきであるのに， t皮はQuis ignorat 

…? とか Quid d ubi tam us exis timare...…? と間接的な形 で し か 答

えていない。 これは， キケロ的プロトレプチコスの立場と， 真理を発見し

ないでも探究に おいて至福であるという立場とを， アウグス ティーヌスが

区別していることを示している。 ヒルツェルによると， beatum esse q ui 

ve ritatem inves tigat， e tiamsi ad ejus inventionem n on val eat pervenire 

という言葉は， アカデミ一派の特殊な懐疑という形式が省略されて， 一般

的なプロトレプチコスというもので述べられている， と解されてはならな
(:1) 

いのである。「ホル テンシウス』は賢者の最高の課題は能う限り充分に真理

を求めることであるといっているに過ぎない。 ルウフによると， 上掲のリ.

の言葉と 「ホル テンシウス』の主張との問には差がある。 つまり『ホル テ

ンシウス』では賢者は熱心に真理を探究しなければならず， この探究が賢
(4) 

者に至福を与えるということが述べられているのである。 こうして我々は

次のように問題をおくことが出来る。 人は真理の探究において至福で、ある

という『ホル テンシウス」の主張に対して， アウグス ティーヌスは， これ

を， 人は真理を発見せずともその探究において至福であるという形に置換

し， その上でト. をして， 果してそういうことが可能であるかと批判追求

せしめるのである。

探究はそれが 未だ f inisへ到達していないという点で， 真理の 未発見で

あり， その否定的契機に注目する限り n . 9 �10 におけるト.の批判があて

はまる。 「如何なる人であれ誤謬にある人というのは 理性に従って生きて

いないのであり， 如何なる意味でも至福ではないように思われます。 つま

り絶えず、求めていて而も見向さない人はすべて誤謬にあるのです。 従って
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君(リ. )は二つのうちどちらかを説明せねばなりません， つまり誤謬にあ

る人でも至福でありうるということか， または， 自分の求めるものを決し

て見出さない人でも誤謬にないのだということか， どちらか一つをです」

( n. 10) とト. はいう。 こLで， 我々は アウグス テイ{ヌスが 『ホル テン

シウス」の一 節に加えた解釈を知ることが出来る。 彼は探究は真理の未 発

見であると考え， 11ホル テンシウス」 に et ia msia d ...…( n.7) とか n on

inv enta v e rita t巴 とか non inv ent o  v 巴 ro( n. 5 � 6) などの言葉を附加 し，

探究が至福であるというスケプシスをこの附加 によって解釈する。 だが探

究が正に探究である場合， このような否定的契機と同時に， 真理への ( ad )

探究という途を志向している予知がなければならぬ。 それは探究と e rror

とを区別するものである。 その限りリ. が探究を e rror と区別しようとす

る試み ( n.10�11)も正しいと言わなければならない。 ラリッサへの途

を知る者は， ラリッサを既に何らかの意味で知っていなければならないの

である。 リ. はいう。 「例えばもし誰か或る人が アレクサンドリ アへ行こ

うと思って， そこを目ざして真直ぐ行っているとします。 その場合， あな

たはこの人が 誤り迷っているといえないだろうと思いま すJ( n.11)。 こ

の肯定的契機は卜 . には自覚されていない。 ともかくこの二側面は探究と

いうもののもつ表裏の二面を表わしている。 そのいずれをも探究はも つの

であって， どちらかを主張することは正しい探究の概念ではない。 注目す

べきはアウグス ティーヌスはどちらの主張にも加 担することなく， 両 者の

主張を自分以外のものに分担させ， いわば両者の 中間に立っていることで

ある。

リ. が真理の探究に至福があると主張する時， 具体的にはカヅシキアグ

ムにおける清談という生活が意図されている。 L・h・-もし我々が昨日 の よ

うに毎日を送ることができたとしたら， 我々は我々自身を至福であると呼

ぶのにた めろう理由は何もないでしょう。 というのは， 我々は心を身体の

一切の汚織から解放し， 一切の欲望の燃えさかる火から遠ざけて， 精神の
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大いなる静けさのうす〉にII!j�!目したかんてす。 1�々は人間としてjiEう|浪1)

理性を働かせました。 ……そして11'1: 1]1)(:々が主主して一致したようにこれ

が至福なのですο 市も私の主11る|民り我々は何をは出しませんでした。 我々

はた父真理を探究しただけでした。 このようなわけで， 人は単に頁理の追

求のみによって， たとえ頁珂を決して見tHしえなくとも， 至間だというの

ですJ(n. 11)。 カッシキアグムでの生活には世fiiの野心や欲望から自由に

なった人IlIJの姿と共通したものがあった。 その怠l床では「諸々の忠徳の跳

梁からijj佐れて徳と節;Mによって自分白身へとl'I':jまり行く」といわれた回心

(De ord .， 1. 1 ， c. viii， n.28)というものと相直なる。 この点、に着目する

限り， そういう静かな日々に， ft理を見H'Iさないで頁珂を追求しただけで

あるという生活と， 神への基本的志向を得た回心した人の生活との聞に主
zーテイケー

体的な性情に関しては， 何らの差もJc!.lllされない。 リ. のいう静けさは，

『ホルテンシウス』によって与えられた探究の生活のめざすところとい!ー

であるといってよい。 真理を見出した人， 何らかの芯、l床で見出せることを

確め得た人と， 決して見出してはいないが探究している人との聞には共通

性があるわけである。 だが， アググスティーヌスが， このリ. の主張に是

認を直 接には与えないで ， この否定的契機の問題を解決しようとする限り，

『ホルテンシウス』による一般的なプロトレプチコスの在り方は， アウグ

スティーヌスにあっては不可能であった。 彼の体験はリ. のいう生活の領

域と違った生の領域に属していたものであるとしなければならぬ。

こうして探究の途の問題は， この途の先行的認知1の問題へと移される。

こLにおいても探究のもつかの二つの契機をI t1心として種々の定義が試み

られている。 要点を図式的に整理すると次の如くである。

1 .  Sapi enti a est r ect a vi a vit ae (n. 13). 

II. Sapient ia est vi a r ect a q uae ad ver it at em du c at (n . 14). 

III. Sapient ia est scient ia r er u m  human ar u m  divi n ar umqu e (n.16). 

IV. Sapient ia est scient ia r er um h uman ar u m  divin ar umqu e scient ia 
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earum qu ae ad heat am vit am pe rt ine ant (n. 23). 

v. S ap ient ia e st re ru m  h u m an aru m divin arumqu e， qu ae ad be at am 

vit am pert ineant ， n on sc ient ia solu m， sed et iam dil igen s inqu isit io 

(n .23). 

Iー→Vへの sap ient ia の定義の移り行きをその形式性 に注目して説明

する限り， 我々はこL に qu aere re の問題 にま つわるアポリアを挙げなけ

ればならぬであろう 。 然 し， 問題 は依然として未解決のまL に， C ont r. 

Ac ad. の 第I巻 は終る。 ところ で sap ient ia の定義でアウグスティヌス

が提示したIIIはストア派の定義 であり， 彼はこれを恐らく キケロの書から

知ったのであろう。 キケロでは次のよう になっている。 S apient ia e st sc i-

ent ia re ru m  d ivin aru m et h u m an aru m c au saru mqu e， qu ibu s e ae re s c on

t inentu r (De 0丘，1. II， c .  ii， n .  5). S ap ient ia e st re ru m  divin aru m  et 

h u m an aru m sc ient ia c ogn it ioqu e， qu ae cuju squ e  re i c au sa e st ( Tu scu1. 

d isp .，1. VI， c. xxvi， n. 57). 勿論キケロのいう sap ient ia の 内容 とアウグス

ティーヌスがこLでいう sap ient ia の 内容とは同一視するを許さぬものが

ある。 だがアウグスティーヌ スの 内容 は殆んどその形式的な概念、を変えな

いで， ストア派の定義 に盛りう るものを有していた 。 言葉は古 くとも 内容

は異なって新しくありえた (n.17 �22)。 私は， アウグスティーヌスがスト

ア派の型式 にない附加を VI， V で試みている点を重要視したいので、ある。

彼のこの附加 は単なる思いつきではない。 彼は後年 に， sap ient iaと sc ien 

t ia の区別をなして次のよう にいう 。 ……ad S ap ient iam pert ine at aet e r

n aru m c ogn it io int ell ectu al is... ... ad Sc ient iam ve ro t em poral iu m re ru m  

c ogn it io t emp oral is (De Tr.， 1. XII， c .  xv， n .  25). S ap ient ia pe rt in e at ad 

int ell ectu m aet ern oru m ... … (De qu ae st .  ad S impl.， 1. II， c. ii， qu . 3). 

この場合qu ae ad ..….pert ineant ， ……d il igen s inqu isit io という 附加 はみ

られ ない。 つまりこの附加は C ont r. Ac . 第I巻の背景 で、のみ意味があっ

たと考えざるを得ない 。 ヒルツェル によれば S ap ient ia e st ・-…. adbe at am 
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vitam per tinen t という主義はストアのアンティオコスの影響によるもの
æ æ 

であり， アカデミー派のカルネアデースのjt、ι! で あ る と いう 。 C on tr.

Ac ad . でアカデミ一派の代弁者の役割を演ずるリ . のことを考え る と，

アウ.グス ティーヌスがカルネ アデースの言葉を使用した可能性も考えられ

るが， アウグス ティーヌスがアカデミー派に対して得た知識の典拠ともい

うべきキケロの「アカデミア」にはこう いう附加はみられ ない。 ヒルツェ

ルによると， カルネアデースが我々の至福に必要なだけの事物の探究をI;H
(7) 

定したという報告は， セグストゥスにしかみられ ないのである。 アウグス

ティーヌスが C on tr. Ac ad. を書 くに際して用いた資料がキケロの『 アカ

デミカ』以外には考えられないとすれば， 上述 の s apien ti a の定義 はやは

りアウグス ティーヌス独特 のものであるとみなさなければならない。 また

今日の研究によると， 11ホル テンシウスJにはこの言葉をみる こと も 不可
(8) 

能である。 かの定義 は， n on inven ta v e r itate や n on inven to vero など

と同じ問題領域でのみなされた附加であるといわなければならない。 つま

りアウグス ティーヌスは C on tr. Ac ad. 第I巻の独白の主題からしてカ句、

る附加をなさねばならなかったのである。

D e  be ata v ita は386年11月13日のアウグス ティーヌスの誕生日の討論を

まとめたものである。 実際の討論は C on tr. Ac ad . 第I巻 に続いてなされ

たので、あるが， この両著作は内容上同ーの課題の展開という 点で， 続いた

ものとして解されねばならない。 アウグス ティーヌスによると， キケロの

『ホルテンシウス』は， 欲するものの所有及び善を欲することの二つに至

福の問題が帰着する ことを， I詳細に表わすことがで き たJ (D e b.v.， n . 

10 ) に過ぎないのである。 こう して彼は『ホル テンシウス』の一節を 次

のように解釈する。 「欲するものを所有しない人は如何なる人であれ 至福

ではありえない。 また欲するものを所有している人が必ずしもみな至福で

はないJ ( ib id . )。 ところで「至福でない人はすべて悲惨でありJ， 従って

「欲するものを所有しない人はすべて悲惨であるJ ( n .11)o I至福になる
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にはJ r常住的で永遠的な桝lをこそ所有する人が至福なのであるJ ( ibid.)。

以上の展開で、注意すべきは， î皮が至福と至福ならざるものを， 至福と悲惨

とに厳しく区別している点である。 この区別を一般化すれば， すべての人

の在り方は至福と悲惨との両極に分げられるわけでrll問項は存在しない。

恰も Co ntr . Ac. 第 I巻で真蹟の発見と 未発見が至福と至福でないとに分

げられて， 探究という在り方が この区別から論ぜられたと軌を同じくして

いる。 伎は13節で一日の議論の総括を行い次のようにいう。 彼は今日一日

の諭は魂の食物であったという観点から「この料]里は， 私の間違いでなけ

れば， 料理の後附けがIi'，される習慣のように， いわば専門的知識という蜜

で( qua si scho la s tico melle ) 甘くされ味を添えられている。 ……我々が

アカデミ一派の人々に ついて企てた ことはそのすべてを尽して い る と 思

うJ( n. 13)。 つまり第一日の「ホル テンシウス』の一節を巡る議論は， 附

帯的に或る一つの学j照的問題に触れているというのである。 彼は一座の人

々の希望に沿うて この附帯的な結果をのベる。 そしてそれがアカデミー派

に ついての決定的批判になっているというのである。 「 こ れは正に今理性

が証明したところであるが， 欲するものを所有しない人は至福でなく， 何

人も見出そうと欲しないものは求めないということが明白であるならば，

絶えず真理を求める人々はまたそれを見出そうと欲しかくて見出した真理

を所有しようと欲するのである。 しかるに彼らは真理を見出さない。 その

結果彼らは欲するものを所有しない ことになり， かくて彼らは至福ではな

い ことになる。 と ころで至福でない人は如何なる人であれ賢者ではない。

故にアカデミー派の人々は賢者ではない ことになるJ( n. 1 4)。 こ の 推論

は理性をもっ限りの人々にとっては極めて明白であって， r我々が今始め

たように極めて明断にまた極めて純粋に考察しさえすれば， それ以上の何

ものも求める必要もなく， また見出され得もしない重要な事柄J (n .13) 

という。 だから「真理を見出さないでも探究すれば至福である」というア

カデミー派の説は極めて不介珂であ る。 彼はこの批判以後， アカデミー説
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を， ten ebra (n .20)とかc a duc a r iu s (n . 16: 20)とまでも極言している.

そういう点で14節のアカデミー派批判は Con tr . Ac. 第I巻より続いた展

開でありまたその批判の終局をなしているといえよう。

『ホル テンシウス』の主張は， 単に「人は真理の探究において至福で あ

る」というに過ぎぬ。 アウグス テイ{ヌスは これを「人は真理を見出さな

いでも探究すれば至福である」 という命題に置換し， この置換の上でアカ

デミー派に対する決定的批判をなしている。 Con tr. Ac. 第I巻では， 人

が真理を見出していないのにどうして至福でありうるか， という点が， ア

カデミー派に対する論点として提出されてはいたが， これに対するアウグ

ス ティーヌスの断定的批判はなかった。 D e b.v.では[欲する」を問題の

中心に入れて bea tu sn on esse qu i quo d vul t n on ha be t， n emo a u tem 

qua er i t quo d in ven ir e  n on vul t を批判の前提にしている。 この点に D e

b.v. の新しさがあり， これが彼の見解である。 しかし これも 「ホル テン

シウス」の一節のアウグス ティーヌス的解釈の上に立つ。 アカデミー派の

代弁者として登場する リ. は こ こでの批判に承服していない。 この態度は

或る意味では正当であろう。 つまりその批判はアウグステイ{ヌス独自の

解釈によるものだからである。 アウグス ティーヌスは Con tr . Ac . の終り

近くで， rアカデミー派の人々と私との差は次の点， 即ち彼らにとっては

真理は見出されえないという ことは真実らしく思われるというのであるが，

私にとっては， 私は未だ見出したのではないが， 真理は賢者によって見出

されうると思われる， この点にあるといったのであるJ (i bid.， 1. III， n .  5) 

といっている。 つまりアウグス ティーヌスは未だ真理=神を探究しており，

その点では未だ見出していないのであるが， その探究が真理を見出す探究

であるとの保証と確信を有している。 真理の探究は所有ではないし， また

欲しているもの ( 真理〉そ所有していない限り， 探究はたとえ保証と確信

を伴っていても， そのままに至福であるとする ことはできない。 さりとて

真理探究の確かさにない人々と同じく， 至福でないから悲惨であると決め
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つけるわけにもいかぬ。 真理を探究しているという保品と確かさのある探

究一一一これが正しく"í nS'の アウグス ティーヌスの置かれた状況である一一ー

を積極的に基礎づけるものは， 少くとも今迄の図式区別の 中には見当らな

い。 この状況をどのように定立すべきかが彼の問題である。 従 って， アカ

デミー派の主張を批判する為には， 真理は見出されうると思われるという

そのことを明確に規定しなければならない。 そしてそれは同時に至福とい

う問題と結び合っているし， 村1の探究ともつなが ってくる。 つまり神=真

理の探究が 成立する条件の反省ということである 。 こうして D e b. v. は

Co ntr. Ac. 第I 巻の主題と直接に続いているといえよう。

17節以下は二日日のJJ，il向として「理性がや11を所有する人こそ至福である

と明かにした時， ……一体どんな人が神を所有するかという問題が提起さ

れたJ (n.17)。 彼が qu is ho minu m という時， 彼の考えているのは，

神の探究が正に探究の条件を具備しているような， そういう人間のいわば

存在論的規定を問うているのである。 これに対して三様の答がなされるが

(n. 17�18)， こ れ ら は 「神を探究する人， つまり神の意志を行い善い

生活をなし汚れなき霊を所有している人は， 彼が探究して未だ神を所有し

ていない限り， ……どんな人であ っても直ちに神を所有する人であるとは

いえないJ (n. 19) というアポリアをもっ。 こうして三様の答は qu is

ho minu m の存在論的規定を満足させない。 このアポリアを解くことが以

下の議論の 中心課題とな っている。 この議論を整理すると， 神と人聞を一

方に， 他方に所有(発見)， 未所有(未発見〕をおいて， この両組との関

係で， (1)は神を所有する人， (2)は所有していないが探究している人， (3)は

探究もせず所有もしていない人を考えることができる。(1)が至福であり(3)

が悲惨であることは明らかであろう。 では(2)をどう規定するか。 (1)を至福

とすれば(2)は至福ではないが(3)の意味での悲惨とも区別されるべきであろ
(10) 

う。 彼は これを或る意味では (qua si) 至福であると考えている。 と ころ

でもしこのことが認められるならば， アカデミー派の主張も認められねば
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ならぬ。 そこで彼はこの(2)を(3)から区別することを試みている。 これは22

節一一26節で行われている。 ティンメが特に思想が支 離滅裂( Ab rup te
(11) 

Gedan kensp riinge) であると評した部分である。 こLでは紙数の関係で詳

論しえないが， 要するに D e um habere に対するD e um quae rere が eger

であるかどうかという議論であって， 中心は quae rere の 成立を至福との

連関で規定しようと試みているのである。 つまり一種の中間領域の 成立規

定なのである。 ティンメは D e b .v . の主題を最高善の問題として把握し，
(12) 

Contr. Ac. 第I巻とのつながりを， 全く無視する。 ティンメは主題を論議

の一側面である最高善のみに限って把えたが為に ， 中心の問題を見落して

了っている。 従ってお節で述べられる探究 成立の条件を充足する照明説の

提示も， 新プラ トン主義への移行というだけでしか解しえないという結果

になっている。

27節から sapientia の概念、が登場する。 C ont r. Ac . 第I巻の場合， 智恵

の登場を要求した主たる事情は， 先述の如く探究の v la の先行的認知と

いうことであった。 D e b .v .の場合にもこの性格を考えないわけには行か

ない。 こうしてお節迄で sapientiam habere と sapientiam no n habere 

とが c ontra ri um esse に区別され， 34節で， 智恵の先行的認知の問題とし

て神の子が神の智恵であるとされる。 彼が32節でストア的表現を借りて，

m od us の論を展開するのは， 実はそれが神的権威によらずとも人間の理

性で 考えられる限りの明白な推論であるとし， 34節の神的権威による神の

子=神の智恵と一致することを導出する意図による。 勿論神的権威という

のは聖書のことであるが， 具体的には「パウロ書翰」と「ヨハネ聖福音

書」が 考えられる。 新プラトン主義の色濃き見えざる神の知性へ到る見ら

れうる形体的な証しがキ リストであるというのである。 市も真 理が見出さ

れうると彼が語る時の真理は一方において神の不可視的知性であり， 受肉

のキリストはその真 理へ至る途(via) である。 こLに 我々は Sapientia 

es t via rec ta， quae ad veritatem d ucat (Cont r. Ac .， 1. 1， n.14) という
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定義が巧妙に減り込まれているのを見出す。

だが 問題は残っている。 つまり ， Co ntr. Ac. 第I巻で捉18された保究

の成�\!�， つまり買珂発見のj全の問題と， 神をj宋究することの存在論的規定

である。 これは更に， De b.v.に 受けつがれ， 神を探究する 者を至福との

聯関でどのように規定するかという問題として残っている。 この問題の解

決は35節で示されている。 次に原文のまL引用する。

Admo ni tio aut em qu aed am， qu ae no bi scu m agi t ut D eu m  r eco rde

mur ， ut eum qu aer amu s， ut eu m pul so o mni f asti dio si ti amu s， de i pso 

ad no s fo nt e veri t ati s eman at. Ho c i nt erio ri bu s lu mi ni bu s  no stri s jubar 

s01 ill e secr etu s  i nfu ndi t. H ujus est v巴 ru mo mne quo d lo qui mur ， eti am 

qu ando ad hu c  v e1 mi nu s sani s v e1 r epent e aperti so cu1i s aud act er co n

verti et to tu m i ntu eri tr epi d amu s， ni hi lqu e a1iu d  eti am ho c app ar et 

esse qu am D eu m  nul1 a degener atio ne i mpedi ent e perf ectum. N am i bi 

to tu m atqu e o mne perf ectu m est si mu1qu e est o mni po t enti ssi mu s D eu s. 

Sed t amen qu amdi v  qu aeri mu s， no ndum i pso fo nt e， atqu e ut illo v erbo 

ut ar ， p1eni tu di ne satur ati ， no ndum ad no stru m mo du m no s perv eni sse 

f at eamur: et i deo ， qu amvi s j am Deo adjuv ant e， no ndu m t amen sapi en

t es ac beati sumu s. 

我々が神を探究するように働きかけ給う或る 告知1の上に始めて神の探究

は 成立する。 それは神が先行的に助け給うて我々を探究させ給うものに他

ならない。 我々が探究している限り我々は未だその終日である 神を全体と

してみてはいない。 だが 探究が真理である神をめざしている 限り 我々には

隠れた太陽としての明るみが 与えられているのである。 絶望よりする目標

なき探究とは本質的に異った， 神からの内なる 光を既に有した 探究なので

ある 。 この光が我々に探究の正しさを保証している。 この内なる光を有す

る限り我々の no n beatu s は智恵の光なき単なる探究という erro r とは 厳

に区別される。 こういう探究の途を歩む限り ， 我々は「信仰を聞くし， 希
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望に充ち， 愛に;燃えてJ I完全な生である歪悩なる生へと」導かれる の で

ある(ibid.， n. 35)。 注意すべきはこのような告知や助力は先行|刊につま

り我々の探究に先立つて， I既に」 といわれなければならない形で， 我々

に与えられているわけである。 その意味ではl京究しようと欲することさえ

も， 神の助力なくしてはあり えないのである。 ティンメによるとDe b. v. 
(13) 

35節は全く新プラトン主義なものであるという。 35節にみられる思想が一

者， ヌース， プシュケーの流出をとく新プラトーン派の与今えと極めて深い

親近関係にあることは否定できないであろう。 だが， 流出と!照明との違い

は単なる言葉の違いではない。 少くとも35節には神の先行する助力が語ら

れている。 そこから神の思寵という途へは|直通しているといわなければな

らぬ。

アウグスティーヌスは後に「告白』の1I1で， 新プラトン主義との出遣い

に ついて 次のように苫ーいている。「その時私はかのプラトン派の諸書を読

み……形体的でないもののI+tに真理を探究するようにな り ， U" i女の見られ

ざるものを泣られたものによって知解したj(R om.， 1， 20) が， ……私の

心の暗黒の故に観ることが出来なかった。 ……私は無力な為に汝を享け楽

しむことができなかったJ(C onf es.， 1. VII， c .  xx， n. 26)。 彼は次いでノミウ

ロに出遭う。「私はパウロの書を読み始めるとプラトン派の72-で、読ん だ 真

理がみなこLに， しかしそれらとは異って汝の恩寵の讃美のうちに， 語ら

れていることそ知った。 そしてこのように語られているのは， みるものが

彼のみる対象のみでなく， 彼のみる能力そのものも『他から受けなかった

かのように誇る」ことがあってはならぬからである。一一一「人のもつもの

で何か受けぬものがあろうかj(I C or.， IV， 7)J ( ibid.， c. xxi， n. 27)と彼

はいっている。

D e  b. v. 35節で「既に神は我々を助け給うて」といわれなければなら

なかった神の先行的 働き(quae n obisc um agit ut D e um rec ordem ur， 

ut e um quae ram us，・・…・〉は， u告白」の上掲個処では quid enim habet 
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qu od n on a ccepit ? という聖'<'Jの解釈として， 思寵の下に把躍されてい

るといえよう。 f迂って， アウグスティーヌスカ231正午刀つまり『カッシキアグ

ム対話篇』において恩寵というようなキリスト教的概念に全く無縁な思考
(14) 

をしていて， 後に彼のそういった態度に基木的な変化が生じたと解するこ

とはできないように思われる。 少くとも彼の思考の態度には D e b. v. と

「告白」を一貫して結びつけるものがあることを認めなければならぬであ

ろう。 その芯;味で、私はティンメの意見をそのまL受け存れることはできな

い。 ともあれ D e b. v. 35節は， C ontr . Ac. !i'O巻より続いた探究 の

成立条件を解決するものとして， illu mina t i o の原型とも 認めらるべきも

のであろう。 リケンティウスが提示した智恵の最終的定義は次の如くであ

った。 Sa pient ia est r er u m  hu ma na r u m  divina r u mqu e， qua e a d  bea ta m  

vita m per t inea nt ， n on scient ia s olu m， sed et ia m  diligens inqu isit io 

(C ontr . Ac.， 1. 1， c. viii， n. 23). これと D e b. v. における最終的解決

とを並び置いてみよう。 つまり現在の我々は n on ha ber e  sa pient ia m二

n on ha ber e  D eu m ではあるが， だからといって egesta s = stul t i  t ia でも

なくまたその意味で、の ml ser ではない。 さりとて bea tu s でもないので

ある。 我々には確実な終極(f inis) つまり真理への注( via ) が閃かれて

いる。 真理は見出されないという絶望ではなく， 真理を子見する一つの知

識が 成立しているのである。 従ってその途を歩く探究は真理を見出す為の

探究である。 而もその歩みは既 に神御自身からの働きに裏づけられている。

遠い終極ではあるが， 神はその途を我々が飽くことなく熱烈に 歩むようJlJJ

げ給うているのである。 そこには bea tu s とまではいかぬとも， 我々にと

っての喜びがあろう。 その点ではかのアカデミ ー派の主張も或る一つの真

実性をもちうるかも知れない。 神よりの照明と呼びかけがない時にはこの

命題は完 全に虚偽であるが， 神の光が我々に途を開示し， 神の先行する助

力が我々を動かす時， 我々は bea tu s への途を歩むものとして， この命題

を謎のように解き明さわしなければならぬことを要求する。 アカデミー派の
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主張は等閑に附せられない重�:'I生をもっ。 アカデミ一派は何かの貞尖をみ

ていたのかも知れぬ。 これに対して， 探究は所有や発見ではないからとの

理由で単純に探究における至福を否定する者は， そのかすんだ眼と深さに

欠ける思考においてアカデミー派以下なのではないか。 硬化した思惟は隠

れた背後の事態を見ることができないのである。 アウグスティ ー ヌ ス は

Co nt r. Ac. 第III巻において， こうしたためらいと疑惑とを表明している。

アウグス ティーヌスは晩年R et ra cta t io nes において， この D e b. v. 

は多くの脱落をもつ ことを指摘し， それは二・三の同胞の手になったこと，

またこれを訂正すべき完全な原本をもたなかった為であるとい っ て い る

(R et ra ct.， 1. 1， c. ii. )。 彼はR etra ct. では， 臼己の真意、を誤解されるよ

うな言葉や， 訂正すべき表現を白己の殆んど全著作に互って補正している。

だが， D e  b. v. については， 彼はそこで使用された概念、や表現について，

内容的に殆んど何の修正も訂正も施していないのである。 目立ったものと

しては神の完全な認識 ( perf ecta co gnit io D ei) をパウロに従って 未来の

生 (futu ra vita ) においている点である。 後は白己の使用したストア的術

語や新プラトン主義の色濃き表現一一一般にこれらのものが初期における

1ドキリスト教的思考の証拠として非難されているのであるが一ーを全く訂

正していないのである。 彼が断り書きをつけているのはこういう言葉や表

現の問題ではなかったので‘ある。 脱落というのは int er ru ptu m であり文

字通りの中断であり， 展開の一貫性の断絶である。 これが特に明らかであ

ると思われる佃処は本文二章以下についていえば次のようになる。 n. 9�

10: n. 16�17 : n. 25 �26 : n. 27�28 :特に n. 31 �3 4 は論旨が非常に分り

にくい。 また n. 3 4 �35 への移行は少くともそこだけでは何らの必然性も
(15) 

有しない。 以上の展開における分りにくさが， int e rru ptu m といわれるも

のであるかも知れぬ。 だが， そのような困難をもつにしても， この書にお

ける問題と展開の方法は， 私の示した通りに， 極めて明瞭なものがある。

ティンメはこの書物に対して次のような評価を下しているのヲ計百なる'iコJ土
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台理性的であるという主題 をアウグスティーヌスはキケロから借りてこら

れたストア倫理学上で展開している。 これはアウグスティーヌスにとって

出発点であった。 この書物は松山記の問題と， アウグスティーヌスがこの

立脚点から如何にしてよりJ�::Îき宗教へと登ろうと試みたか を示すものであ

弘 だが， 一見したところ明瞭なような この書物の構成も， よく分析する

と多くの困難さ をもっ。 後のアウグスティーヌスの書物はこの古程不明瞭

でもなく動指もしていない 。 �i葉と思想は明らかに折れ動いている。 そこ

には屡々;昔、"越されないでストア 主義から新プラトン主義への移行が， また

新プラトン主義 からストア 主義 への還帰が行われている。 アウグスティー

ヌスは立脚点から区別すること を依然として知らないのである。 アウグス

ティーヌスの思想、の基盤はまだ本質 的にストア 的であり， これに対して校
(16) 

葉の脈絡は特に全く新プラトン主義的 S timmu n g である。 以上がティン

メの評価の 中心である。 彼の主題のとらえ方は問題がある。 そしてその問

題の重要な点は， 彼が Co ntr . Ac. 第 I巻とのつながり を全く無視して

いるということから由来しているように思われる。 殆んど同時期における

対，lð乃至は論議 を全く別個のものとして扱うという態度そのものがむしろ

反省さるべきであろう。 特に， 千百時のアウグスティーヌスの和利l状況とか

課題 をみるのに， こういう方法はその生きた姿と統ー を見失う危険を含む。

彼がそのような主題からみる限り， r一見したところ明瞭な構成」という

ものも， そもそも間違った先入観念、からみるという結果になることは自明

であろう。

こういう風に考えることができるとすれば， 我々はティンメとは全く逆

に， アウグスティーヌスはその思想的基盤において既に新フoラトン 主義的

立場に立脚し， そのとでストア的術語を彼独白の用法のrþに消化しようと

しているのであるといってよいであろう。 ティンメはいう。 「この書物は

明らかに 次のことを教えている。 即ちアウグスティーヌスは一挙にプラト

ニカーとなったのではないと。 S timmu ng の変動は突然で急速であった
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が， Gedankenのそれはのろく徐々にてあ づ7この それは心理学的にも確か
(17) 

に極めて叶然のことである」。 私はアウグスティーヌスのかの解決が示し

ているものは単なる一つの St imm ung といったものではないと二考える。

それはむしろ人格の核における全き転換である。 その急速な変化に追いつ

いて行く吉葉は様々な d oct rinae としてむしろ動揺しつL徐々に定着 す

る。 心理学的号察はその定着の過程において有効であるに過ぎない。 この

区別が逆に解されているところにティンメの誤解がある。 アウグスティー

ヌスによると， ひたすらな神への志向という全人格的なかLわり方と， そ

のかLわりから|旧かれるt1�々な思想の地平の展望とは区別されていたので

ある。 Vide st ine al i ud e sse m ult as variasq ue d oct rinas， al i ud anim um 

atte nt issim um in De um? (De bふ， c. iv ， n. 27) と彼はいっている。 つ

まり彼はこの桝lへの志向・かLわりこそ白己の目、位!の中心としていたので

あり， そこから新プラトン主義やストア派， アカデミー派の様々の説をみ

ることができたのである。 そして新プラトン主義的術liEにしろストア的術

請にしろ白山に使うことができたのであ る。 このような領域が開かれるこ

とが， 同時に， 照明でありま た探究の成立なωである。

ところで， De b. v. 35簡の立義を以上の虫11く併するil与， こLにおいてア

ウグスティーススは照明のJ7えを知識成立の理論として乃至は条件(sine

q ua non) として意識していたかどうかという|問題が生じてくる。 これに

対しては否定的に答えられねばならない。 かの個処は至福と探究という而

からの照明の要請という形で提出されているのであって， 明確に知識の成

立として意識的に論ぜられてはいないからである。 彼は 後 に S ol il oq uia

1. 11， c. XX， n. 35 : De q uant it ate animae c. XX， n. 34 なと、にお、v、て明ら

かに想起説を学習成立論として述べている。 この)�よからする な ら ば， De 

b.v. において彼は照明を学留理論としては意識していないと結論される

であろう。 つまり， 彼は 未だ照明と想起とに潜む問題を意識してその区別

を考えるに至っていなかったといえよう。 然しこの両者の区別はアウグス
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子ィーススにあっては相互に反険排斥しfTうようなものとのみいえないの
(18) 

であって， 照明の'11に担起を含ませることも可能なのである。 35tií'j "C'は伎

はこのK月1)のj(!jよりもむしろ和lfllìうJ止をのみ〆与ーえていたともみられるので

ああ。
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