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包 越 者

一一 アウグ ス テ ィ ーヌ スによるgratiaと神の省察。

目、寵と白rll意志論の研究一一

今 道 友 信

預言者のアポリア

ケパノレìríjj21のrn 1;- A'ェゼキエルの古巻に読ま�i_，るアポリアを前にして，

アウグステ ィーヌスの目、宗は動き始める。 そのfポリアとはíl1fか。 人も長11

る)且り， エゼキエルの特色のひとつは， 確かに， 彼をも合めてイスラエル

の氏を!長[人!として述れ去った強[F\ノごピロニアのi点亡を， その強勢のさなか

に予告するとHiL'J'に， すでに没落したイエルザ、レムに[í':Jも望みを繋ぐべき

刊lの氏に対しては向かしい復興を予三するl僚の， あの病的なまでに鮮明な
(1) 

幻視的I記述にある。 しかし， この似興の中心�I"J主題i土， [新しき牧者」の

r-ntかしき復活」に白己を托する新しい信仰であることを忘れてはならず，

それこそがこの子五一苫の本111の特色である。 そして， その新しい信仰のこ

とをエゼキエルは「析しき心」とH子んで繰り返へし訴へてゐる。 エゼキエ

ルのアポリプは， しかし， まさに自己の中心的主題であるこの「新しき心」

の逆説として引はれてゐる。 アウグスティーヌスはそこに注目して， iKぎ

のやうに， ヲ\)IJの笠Jn� 0-'介して\1\1起の所在を明確にする。

I Dabo vobis cor novum et spiritum novum dabo in vobis. (我れ新

しき心を汝らにn日ひ， 新しき霊魂を汝らの衷に!1武けむ。) (エゼキエル古::36

の26)とし?ふそのrl11が， Facite vobis cor novum et spiritum novum. (汝

ら自ら新しき心と新しき霊魂を起こせ。) (エゼキエル升18の31-32)と言

ってゐるのを心にとめなければならない。 つまり， r自ら起こせ」と言ひ

給ふ方が， どうして， L汝らに与へむ』と言ふことができるのか。 もし，

いづれは自らfj宇へようといふのならば， 何故命ずるのか。 もし， いづれは
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(:l) 
人聞が作りおこすであらうといふのなら， 何故与へるとし、ふのか 。」一方

で， 新しき心すなはち信仰は神の与へるものであると告げられ， 他方では，

それが同じ予言者によって， 人の作興するものであろと告げられてゐる。

エゼキエルの信仰に関するこの逆説は， 神の忠、百五と人fl\Jの白山意志のアポ

リアであるかに見える。 アウグスティーヌスは， 忠、出も25志も二つながら

夫々人間に於いて存在し/p.つ必要であるといふ事実を， RiL【!;ーの�il:���・による

神午的論証や， その意味附与に聖心jを活用する哲争的論�ilによって， 充分

明らかにした後に， その汗De gratia e t  libero arbitri o C恩寵と自由立志

について〉の第十五卒にLさいて， 上掲の引用のやうにL1ieし、て， 信仰をめぐ

ってこれら二つの力の関係をいかに解すべきであるか， といふ思索の序と

してゐる。 これは， まこ二に大きな\i�j越であるとーはれなくてはならない。

何故ならば， これはエゼー「エルが神の予�:l者として刊された後のu葉に於

ける矛盾であり， すなはう預言者の予百の矛的， υーはば干1\1のトi葉の矛j百で

はないかと考へられるからである。 そしてそれがまさにエゼキエルひとり

の矛后ではなく， 神の科q.gに属することを示すかのやうに， 虫記はこの場

所以外でもこの同じ矛盾在告示するのをアウグスティーヌスは見逃さずに

例示してゐる。 すなはち， 当該の7誌の初めの�m分で， げや11よ， 願はくは我

らを立ちかへらしめたまへ。」と呼びかけられてゐるその伸が， rなんちら，
w 

立ちかへりて生きよ。」と告げるのを心にとめなくてはならない。」といふ

文章が読まれるが， ここ;二引かれた二つの相反する日刊Jは詩篇入十の三と

エゼキエル吉一入の三二であって， 言ふまでもなく， いづれも「付lへの立

ちかへり」すなはち神への復帰としての回心を主題にしたがら， I日J者は神

の思寵がそれに必要であることを告げ， 後者は人lilJの白[J I意志がそれに必

要であることを命令を介して告げてゐて， 神のお人と何1の7員三者の矛盾が

問題とせられてゐる。 そのことは何も旧約の世界のみの現象ではない。 ア

ウグスティーヌスは続けて， IT御白ら不敬�な者を誌としたまふ1ところ

のその神が， u.なんじらゆ諸々の罪を棄て去れ。Jと告げるのを心にとよらな
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くてはならない。」とliFいてゐる。 前の'r:!]はロマ書四の五であり， パウロ

が成義は思寵によることを説くところであり， 後の句はエゼキエル書一入

の三ーであり， エゼキエルがイスラエルの民に絞らの犯した罪を自ら棄て

て義と成れといふ意志への訴へを宣べるところであって， 旧約の 預言者と

新約の使徒の矛尻がfl;1�とせられてゐる。 詩人と言ひ， 預言者と言ひ， 使

徒と言ひ， 夫々その呼称に差はあれ， こと聖書の著者としては， 少くもア

ウグスティーヌスの立識の関する限り， 同じ資格を有してゐて， つまり，

神の立葉が委托せられてゐる人として神の導きによって神の言葉を記述し

た人々なのである。 従って， これらの人々の聞の矛盾は， 決して人々の聞

の反対立見の対立といふ相対的矛盾なのではなく， 神の絶対矛盾として考

へられなくてはならない。 それゆゑにこそ， これら三者の相互矛盾を例示

した後に， それの絶対性を強く印象づけようとして， アウグスティーヌス

はエゼキエル書のqlに於ける矛盾的表現を取り立てて問題とする。 それは

もはや 預言者エゼキエルの矛盾で、はなく， 彼をして告げしめる神の言葉に

於ける絶対矛盾であり， それゆゑに我々の思索のアポリアである。 まこと

に， I 自ら新しき心を作興せよ 。」と言ふその神が， どうして， I汝らに新

しき心を与へむ。」と同じ我々に言ふことができるのか。

律法と超越

神の存在を信じたり認識したりした場合， ひとは色々な形で， 全能の神

の意向と自由なる人聞の意志、との関係について， 思ひ悩まざるをえない。

それが最も具体的で且つ切実な問題となるのは， 神の栄光と人間の幸福

とが， そこに於いて一致するところの， 人間の救済に関はる両者の交渉に

ついて考へる場合である。 アウグスティーヌスが前節に示されたやうなア

ポリアを注視するのも， 恩寵と自由意志とがまさに救済の鍵である信仰に

ついてのこ大契機であるからにほかならない。 そして， 彼のこの問題提起

が， ベラギウスとの論争によって生じたといふ史的事実も， それゆゑにこ
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そ意味深いと考へられなくてはならない。 何故ならば， ベラギウスはスト

ア的な道徳体系をキリスト教に期待しようとした堅固な修道者として人間

の意志の白由決定を過度に尊重し， ために恩寵の救ひに於ける意義が既し

められようとしたのに対して， アウグスティーヌスの探索は， そのやうな

古典的学説による問題の単純化の方向には向けられず， むしろ， 神の告示

に於けるアポリアの彼方に， 今までは知られない真理を予感して， 向けら

れてゐるからである。 思ふに， もし， ベラギウスの言ふやうに人間の自由

決定が救済の唯一の鍵にたるのであれば， キリストの意義は寧ろ単に裁き

主であるにすぎない。 「いづれは世の終りに審かむがために来7こる者 で あ

る」とは言へ， Iキリストがはじめて世に来たのは， r世を審判せしめんた

めに非ず， 世が彼によりて救はれんためなり 。jJ(ヨハネ福音書三の一七〉

そしてこれは神のあはれみである 。」 と書くζとによって， アウグスティ

ーヌスは， 救い主と審き主のキリストに於ける一致の中に， 上述のアポリ

アの影を認める。 もはや我々は神の啓示のアポリアから目をそむけること

はできない。 思寵と意志とは救済に於いていかなる関係に立つのか。

救済は神の側からは摂理的恩寵乃至恩寵的摂理の目的として， 人の側か

らは信仰の目的として見られる。 といふζとは， 恩寵も意志も二っとも目

的そのものではなく， 救済といふ目的のためにある夫々の側からの手段と

しての位置にあるといふことではないか。 それがいかほど有効なものか否

かは姑く聞はぬとしても， 少くもそれらが救済といふ目的に対する限りは

手段乃至は中間過程の位置を占めるものであるといふことには， 誰しも異

存はないであらう。 我々はこの点に注目して更に一歩を進めよう。

社会に於いて立派に生きてゆけるやうにといふ配慮から， 親が子供に幾

つかの提を壊として強ひるごとく， 天国に於いて生きて行けるやうに一一

それが救済の象徴でもあるがーーといふ配慮から， 神は人聞に幾つかの提

を信仰の具体的形態として命ずる。 親の喜美は親の子に対する愛の現はれと

しての教育手段であるやうに， 提は神の人聞に対する恩寵としての教育手
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段である。 恰もそれは目的地に着くために乗車券を手にしなければならな

いといふ提があるのに似てゐる。 汽車は居、寵なので， それに与るためには

乗車券を手にしなけ ればならないし， またそれに乗らなくては到底目的地

までの旅はできはしない。 しかし， 乗車券を手にするか否かは， 全くその

人の自由に委ねられてゐる。

それゆゑ， アウグスティーヌスは言ふ， í神の捉が人間の為になるのは

どうしてかと言ふと， 人間に意志の自由決定の力があって， もし， この力

を使ってく自由に)その提通りに行ふなら， 約束の酬( 救済)に達するこ

とができるからである 。」と。 従って， かかる提は「罪を犯さないで すむ
(9) 

ための知識」であり， í提が与へられてゐるのは人聞にとって無知による
(10) 

無罪といふ言ひわけがありえないやうにするためであった 。」 とも言っ て

ゐる。 つまり， 提の与へられてある， といふことよ， 罪を犯さず、にすむた

めの知識が明示せられてゐること， 換言すれば， 1失j斉のための手段乃至条

件が提の形で明示せられてゐることにほかならない。

提とはこのやうにして人間の救済のために神が人聞に与へた条件である。

ところで， 提は必らず命令もしくは勧告といふ形式をとる。 アウグスティ

ーヌスは言ふ， íこれを欽するなかれ， それを望ななかれ， とか言はれる

ところでは， または， 神の勧告の形で， 或ることをなすがよい， とか， な

さぬがよい， とかが意志の課題として要求せられてゐる， といふところで

は， 人聞に意志の自由決定がある， といふことは充分に証明せ ら れ て ゐ
(11) 
る。」と。 それゆゑ， 提としての恩寵がある， といふことが自由意志の人

聞に於ける存在の証明であると同時に， 提としての恩寵があるからこそ，

自由意志はその決定力を有効に発現しうる機会に恵まれてゐる， といふこ

とにもなる。 恩寵はかくて自由意志の存在の証明根拠であり， 自由意志を

して恋意と異ならしめる原理である。

それならば， 思龍と自由意志は言はばこのや行にして， 提乃至律法と人，

命令と被命令者， 神に至る道として神の保証する条件とそれに対する人間
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の態度， の関係にあるのか。 もし， さうであるとすれば， 律法に具象化せ

られる恩寵は， 超越者としての神と超越者ではないところの人間との中間

に超越者の側から自己に呼ぶための条件として設定せられた地平で、あって，

そこに於いて， 人間の自由選択は行はれるが， その選択とは， 先づ律法を

そのやうなものとして信じるか否かといふ信仰の問題になる。 そして， こ

のやうに見るかぎりでは， 信仰は， tことひ最初に神が律法を設定しなけれ

ばならないにもせよ， それが既に設定せられてゐる以上は， 純粋に入閣の

自由意志の決定するところとならざるをえない。 それゆゑ， 信仰は提とし

ての律法を前提とした上では， まさしく人間の業ではないか。 超越として

の神は内在としての人聞を自己にまで超越せしめようといふ意図を以て超

越への道としての律法を人間の前に設定し， これを守るか否かを人間の自

由決定に委ねる， といふのであれば， 超越者の律法設定といふ思寵が救済

の必要条件であり， 内在者の律法遵守といふ自由決定が救済の充分条件で

ある。 それでよいか。

思寵による世界限定

しかし， さうであるとすれば， í律法によって義とせられむことを望む

汝らは， 思寵から堕された 。」といふパウロの言葉の意味はどういふこ と

になるであらうか。 律法はまさに神が与へた救ひの条件のひとつであるこ

とは確かではないか。「もし， 律法によって義とせられるのならば， キリ

ストの死は空しかった 。」といふパウロの言葉の意味はどういふこと に な

るであらうか。 律法が神の恩、寵による提として救ひへの条件の中に含まれ

ることをキリストも否定したわけではない。 しかし， 律法のみによっては

救済は成就しない。 アウグスティーヌスは言ふ。 íJa mhic enimぽa t lex， 

et non justificaba t  :…... Ideo Christus non gra tis mortuωest， ut et lex 
(14) 

per illum impleretur， qui dixit， “non veni叩，lvere legem， sed implere" J 

(すでに， ここに律法はあったけれども， その律法は人を義としな か っ
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た。 ……それゆゑ;こキリストの死は空しくはなかった。 それは彼によって

律法が成就せられるためでトあった。 キリストは自ら言ふ， 11われ， 律法を

廃せむとて来たりしにあらず， これを成就せむがだめなり。�)と。 すでに，

律法は恩寵であるが， その上， 更に， 律法を守るだけでは得られないとこ

ろの成義Cjustificati o) としての救ひは， キリストの犠牲といふ恩寵によ

ってしかえられない， とすると， 我々は律法としての恩寵とこれに対する

ものとしての人間の自由意志といふ一対の関係のほかに， 律法の倫理性を

超越する成義の恩寵としての托身 (incarnati o) とこれに対するものとし

て倫理の次元に於げる律法の肯否の選択としての(Iミ仰とは全く別種の， キ

リストの犠牲によって引きヒげられるやうに彼を信ずるか否か， といふ人

格的信仰を聞はれるところの人間の高次の自由意占がある， といふことに

気づくであらう。 そしてこの段階的格差は倫理的手価者が複数あるとき，

自己の犠牲の大きい方を敢へて選択することによって宗教的人格的次元が

拓かれて来るといふことをも暗示する事実である

それでは， キリストの十字架ヒの死が律j去を前提としつつも更に之を凌

ぐ高次の第二の恩寵であるにしても， それを得るか否かは， つまり信仰に

よる真の救ひに至るか否かは， 人間の自由意志であるのか。

アウグスティーヌスは吉ふ， 1" さて， もしも， 信仰がただ単に意志の自

由決定に基き， 神によって与へられるのではないとすれば， 一体我々は何

の理由で， 信じまいと欲する人々のために， 彼らがやがて信じることがで

きるやうに， と祈るのか。 もし我々が， 全能の村は邪しまな意志や信仰に

反対する意志をも回心せしめて信ずべきものに向かはせることができる，

といふ正しい確信をもたないかぎりは， かやうに祈ることは全く空しい仕

種になるであらう。」と。 この文章の要旨は， 信仰l的で、はない意志のために，

その回心を祈る， といふ事実が信者の生活の中にあることから， 信仰が人

間の意志によりも神の全能の手の中にあり， つまり恩寵に属することを示

さうといふことである。 しかし， 誰れにも明らかなやうに， これは一種の
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心情に訴へる修辞的証明訟であって， 決して充分の証明ではない。 人は祈

りの中に到底かなふ筈のない， または到底許されえない願望をも， それと

知らずに含めてゐることもあるから， 祈りの内容がそのまま神の思寵に同

するといふことは形式的に許容せられはしない。 それでは， 何故アウグス

ティーヌスはかかる不完全な論理操作を敢へて行ったのか。 それは， 私の

見るところでは， アウグスティーヌスが読者に思案の方向を明らかに示す

ために重々用ひる説得の修辞法で、あるにすぎ ない。 認識の達成の途上に於

いて， ì員縛や帰納などの論証的方法のほかに直観による場合があり且っそ

れは認識の事実として許詐せられざるをえないのと同様に， 認識の伝達の

途ヒに於いて， ì寅樺や帰京'1などの論証的方法のほかに， 伝i主の相手i二IkL制

を誘発せしむべき説得の修辞は， 伝達の事実として司寄せられざるをえな

いであらう。 それの後でプウグスティーヌスは必らず原理的な，liEI引を行ふ

カ�， それに先立って， 人々の志向を結論の方向にじi二視させようとして， 心

理的効果のある事実をtf?え的理rtìとして使用する。 それによって読斉コ無

用の逸脱から守られる。 かうして今， 信仰は意志によりも思寵に属する，

といふことの学問的証明か期待されることになっだ。 しかし， 伎は直ちに

はそれにとりかからず， 足固めとして， 先づ反論を立ててlf百もそれを支へ

その反訓を治破しようと討λる。てゐる根拠と同じ権威による根拠を以て，

信仰は果たして思寵の問毘であらうか， それとも宇ろ喜志のn:] :illで;ヱなか

らうか。 何l故ならば， 詩iZ1九四(入一九〉で「今日汝らがもし1111のみ戸を

聴かむとならば， その心左かたくなにするなかれ」と古はれてゐて， こオし

は神が， 信仰のために必聖なのは自己の心をかたくなにしないやうにする

入閣の意志である， と言ってゐることではないのか。 「たしかに人間!の白

由決定が問題になってゐるのではないか， J と彼は問ひ直す。 けれども同

じ聖書が， エゼキエル書十一章一九で、は， 預言者をして言はしめて， 「わ

れ， 彼らの身のうちより， 石の心を取り去りて， 肉の心をあたへむ。」 と

言ってゐるのは， どうしてであろうか。 「もし， 神が人閣の心からその石
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のやうなかたくなさを取り去りたまふことができないとすれば」かうは書

かれはしなかったにちがひない。 とすれば， しかし， かたくなさを取り除

く神の力は恩寵であり， かたくなにすまいといふ人間の意志も思寵なしに

は生じえないことになりはしないか。 すべては!呂寵なのか②

しかし， 回心は少くとも回心する人の意志に悶はること， あたかも棄教

が棄教する人の意志、に関はるのと同じではなからうか。 それゆゑ， アウグ

スティーヌスは， 1この回心の問題に関しては， 人間自身が自由決定の力

によってなすべきことは何もない。 と考へられてはいけないからこそ， そ

のために， 詩篇で， rなんぢの心をかたくなにするなかれ』と言はれてゐ

る。]と書いて意志が否定されてはならない点を注意する。 一体， 思、寵と

意志とは信仰に関してどういふ関係に立つのか。 また始めの疑問に復帰す

るにすぎないのか， 無限に追ひかけ合ふ循環なのか。 「自ら新しき心を興

せ」とwふ神が「われ汝らに新しき心を与へむ。」 と言ふを得るのは何故

か， といふ我々の最初の疑問はここでも尚妥当するのではないか， すなわ

ち， 解かれぬままにあるのではないか。 しかし， ここまでの迂路にも似た

思索を試みた後に， 今甫めてアウグスティーヌスのテキストでは叙上の問

ひの直後に置かれてゐる彼のそれに対する解答を読み解釈してみるとき，

我々は彼の神観念や人間学の新しい性格を把握することになるであらう。

与へようと言っておきながら， 自分で獲得せJ:: ， と言ふのは どういふわ

けか， この間ひに対するアウグスティーヌスの考へは次ぎのやうである。

「それは以下の理由以外に説明できない。 すなはち， 神は命令を受けた人

がその命令通りに事を行へるやうにと助けるとき， 命令の内容をその人に
(17) 

与へたまふ， といふ次第ではなからうか
。
」 換i-1すれば， 神が回心を人に

命じるとき， その人が命令に即して回心できるやうにと助け給ふ場合は，

その回心をその人に与へる， といふことにほかならない。 これはどういふ

ことか。 自由意志の存在はひとつの恩寵であるが一一判故ならば， それが

与へられてゐることによって人聞は神との格別の関係に立たされてゐるか
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らである一ーその思寵的存在者たる意志がその自由といふ運動形式をいか

なる内容で充たすべきかを， 律法といふ恩寵が与へられることによって，

具体的に知ってゆくやうに， 今度はその上の段階で， 意志が神の命令とし

ての律法に従って行ひを進めたいと欲するとき， その律法の外的形式をい

かなる内容で充たすべきかを， 救済といふ恩寵すなはちキリストの死とい

ふ思寵が与へられることによって， 具体的に信仰として知ってゆく， とい

ふことではないか。 否， 知ってゆくばかりではなく， 律法の外的形式を充

たすべき内容としての信仰が思寵として与へられる， といふことなのでは

ないか。 すなわち， ここには， 存在者としての意志が創造的恩寵とも呼ば

るべき形で、先づ考へられ， 次ぎに， この創造の恩寵による意志に対して善

い行ひを示す律法が， 罪'2犯さずにすむ知識として知的恩寵乃至倫理的恩

寵とも呼ばれる形で考へられ， 更に， この知的思寵としての律法を成就せ

しめるキリストが， 救済の恩寵として考へられ， それと同時に， この救済

の恩寵がそのやうなものとして有効であるための信仰が， 創造の思寵とし

ての意志の完成を果たす栄光の恩寵として考へられてゐることがわかる。

この， 創造・知識・救済・栄光といふ恩寵の四段階は， 室、志の自由決定の

内容の具体化への階層でもあり， その意味ではまだ， 意志がその存在の発

端からその作用の頂上まで常に恩寵なくしてはありえぬことを示すと同時

に， 思、寵は人間の神に対寸る信仰の関する限りは， 常に意志の全位相者三包

含して働いてゐると言はれなくてはならない。 少くともそのやうな可能性

をもってゐると言はれなくてはならない。

恩寵と意志との叙上の閃係を更に明瞭に説明するために， アウグスティ
いましめ

ーヌスは， [j"なんぢら， もし欲せば， 誠命を守るならむ。』といふ， 集会書

の聖句を解釈して次ぎのやうに言ふ。 「欲してはゐても誠命を守ることの

できない人は， まだ自分の欲し方が充分ではなかったとわきまへて， 誠命

を成しとげるに足るだけの意志をもつことができるやうにと祈らなくては
(18) 

ならない。」と。 これはまさしく前に述べられたことそ別の例で説明してゐ
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るので， 端的にし、ふならば， 意志の作用も忠、寵にとらなくては決して充分

に発揮できないことを示し， 個人の意志、は思寵に斗まれなくては， その最

初の作用としての律法への関係すら正しく保ちえないことを強調してゐる。

それならば， 思寵は間人の意志の存在と作用とにのみ相関的なのであろ

うか。 アウグスティーヌスはこれに対して二つのl出から反対してゐるやう

に忠ばれる。 そしてこれら二つの反対が上述の思高が意志を包む関係を更

に一層明確な形にしてゐる。 それはいかなることが。 一つは個人について

の補足的説明であるが， いま一つは全歴史にかか[主るものである。

アウグスティーヌスは嬰児洗干しにふれて， 第二十二章で， 意志の決定な

しにも恩寵がくだることを明言し， 過去の先行する善業と思寵との本質聯

関を絶つとともに， 個人の意志の作用が未発の状態に於いても， 思、寵は意

志の存在する可能性を有する者にはその作用と関はりなしに関係をもつこ

とを示している。 これは， j恩|寵が決して報酬と同義ではないことを示すと

ともに， 恩寵は意志の存在と作用に同等に相関的なのではなく， 意志の存

在に対して志向的関係を有し， その作用に対しては補成的関係に立つもの

であることを示してゐる。 これが個人の意志の存在と作山に対する恩寵の

夫々の関係である。

しかし， 自由意志が幸ひにも作用するときは， 人間はいつでも結局は神を

選ぶか否かの肯否の責任を負ふことになるのを忘れてはならない。 そして，

その肯否の 自由は決してその当の個人だけの救済に閑はるに止まるのでは

ない， それは一つの行為として多くの連鎖反応を起こし， 様々な形での歴

史の曲折に関係するであらう。 さうであるとすれば， 意志の作用に補成的

関係をもっ恩寵が個人の領域にのみ止まる筈もないであらう。 前にも述べ

たやうに， 人は神のim a g o であるかぎり， 他の存在者にはないところ の

自由が創造的恩寵として与へられてゐる。 しかし， その 自由は， 救済がそ

こで様々の曲折を経て実現せられてゆく歴史に於L、て， いかなる形をとる

であらうか。 アウグスティーヌスは歴代志略第二巻を引いて， この点:こ関
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する正確な解釈を企ててゐる。 そ の書物 の二ーの一六一一七に， íエホ

パ， ヨラムを攻めさせんとて， エチオピアに近きところのぺリシテ人とア

ラビア人の心を振り起こしたまひければ， 彼らユダの地に攻めのぼりて之

を侵し， 王の家にあるところの貨財を悉く奪ひとりぬ。」 とあるが， これ

についてアウグスティ ーヌスは， íベリシテ人とアラビア人とがユダの国

を亡ぼすために来たのは， 彼ら自身の意志にはよらなかったのか， それと

も， 彼ら白身の意志によりて来たのか。 もし彼ら自身の意志によるといふ

のならば， rエホパ， このことをなさしめんとて， かれらの心を振り起こし

たまへりJといふ型苫l土(ゐりを告げたことになる。実際はその両方とも木

当である。 といふのは， 絞らは自分たちの意志で来たのであるが， しかし，

その人たちの心をそのやうに奮ひ、立たせたのは神だからである。 或ひは，

また， このことは， 神は絞らの心を奮ひ立たせたが， しかし， その結果，

その人たちがやって来たのは彼ら自らの意志によってゐた， とも言ふこと

ができる。」と言ってゐる。 ここでも意志は神の支配のもとに於ける運動

としてf白かれてゐる。 すたはち， 神の恩、寵によらなくては意志の作用がな

いことが述べられてゐる。 ところで， これは， 神が罰としてユ夕、、の国を亡

ぼさうとしたときの話であるといふことに留意すれば， 当然この歴史的事

件は救済の思寵と本質的な関係をもっ。 従って， E、寵は個人の意志の存在

と作用に対してのみならず， その作用の結果をも包むしのと言はなくては

ならない。 すなわち， 意志の存在に対する恩寵の志向的関係， その作JI]に

対する恩寵の補成的関係のほかに， その作用の結果に対する恩寵の統í�ll的

編成関係を認めなければならない。 といふことは， 思寵は個人の意志に閲

してその意識内在のみならず， その意識超越をも， すなはち， 意志の行為

の歴史的結果をも包みこむといふこと， にほかならない。 意志の自由を損

ふことなくして人の意志在支配するといふ恩寵の秘密は， むしろこのやう

な意志作用の結果に対する統御的編成関係にあると考へるべきであらう。

居、寵としての愛が， このやうに， 意志の存在もその作用も否その作用の
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及ぶ歴史的世界をも包んてゐる。 さうであるとすれば， 神は単に超越者で

はなく， 恩寵を以て意志的存在者としての人間及びその世界を包む者， さ

ういふ風にして我々を超えてゐる者， すなはち包越としての神， 包越者で

ある。 ここには， 恩寵を以てするひとつの世界限定があり， その限定内に

はさしあたり意志的存在者としての人聞が属せしめられてゐる。 神は人間

に関する限り包越者であり， 包越の原理は恩寵である。 ぞれゆゑに， 有限

的なる存在者たる人間も無限者の愛の中に包まれることによって無限者と

関はりをもっ。

包越の人間学的優位

超越ではなく包越が， 神の人聞に対する在り方である， といふことは，

アウグスティーヌスに於ける神の特色である。 或ひは今日そのやうな規定

はむしろ当然なものとしてアウグスティーヌスといふ固有名詞を消去した

方がよい， と言ふ意見が出るかも知れない。 しかし， 彼の時代は， 未だ恩

寵と意志とに関しての省察は充分に実を結んでゐたわけではなく， 所謂ペ

ラギウス論争を緒にして， この至難な問題が次第に考へられて来た時で、あ

る。 その過程はまた古典的超越としての存在論的な神観から真にキリスト

教的な包越としての人間学的任神観への転位の過程で、もあった。 ここに人

間学(Anthropolof!鼠〉 といふ言葉を使用したが， それは竜も人聞から見

ての人間中心主義の見地を指すのではなく， 思、寵から見直すときに， つま

り人聞の原理から見直すときに， 甫めて成立する人間の自己省察としての

哲学といふ意味である。

包越とは超越の一つの在り方である。 それは超越を前提とするとも言へ

ょう。 内在的字宙や人聞を包むといふ以上は， それらを越えてゐなくては

ならず， 内在に対して超越と言はれなくてはならない。 しかし， 包越は単

なる超越ではない。 単なる超越の最も卓越した典型はプラトンの善のイデ

アの在り方であらう， それは周知のやうに， lπ勾Eeναr号s oõulasと言はれ
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てゐる。 í実体の彼岸に」とここで言はれてゐるその実体も， すでに所謂

現実存在と言はれるところのアリストテレス的個体ではなく， それらの原

理であるイデアを指してゐたことを思ひ合はせば， btkEt凶T号宮ouolαgとは，

我々の日常体験する感覚的事物から言へば， 二重超越なのである。 二重超

越的距離にある善のイデアは， 人間や事物に対して全く無関係なのではな

い。 それはそれらのものを支配する， と言はれてゐる。 何故ならば， それ

は諸原理の原理であり， 真の存在としてのイデアの存在根拠としての原存

在Ur-exi stenzであるからにほかならない。 しかし， そのやうな存在が宇

宙の内在者を支配する仕方は， 最も卓越した典型的表現を引くとすれば，

アリストテレスの所謂ぬt同μωOl.l (愛せられてゐる者の如くに)， とい

ふことである。 それは， 我々字宙の内在者を強制的に自らの支配のままに

動かしめる， といふことが愛せられてゐる者の如くに， といふ表現の真意

である。 つまり， φs épwν (愛する者として)， といふ面はない。 これが

ギリシアの哲学が到達した絶対者としての超越者の性格である。

これに対して， アウグスティーヌスの包越としての神は， どういふ性格

をもつか。 少くともそれは宇宙の内在者すべてに対して， 一応あの釘É:Kfl

l.Iæ '[号s ouol叫とゐs épφμωOl.lといふギリシア的超越者の性格を有し， そ

のやうに原理の原理として支配者である点に変はりはないであらう。 しか

し， 創造主としての違ひは大きいであらう， と人は問点、1 ち知れない。 け

れども， 本書(De gr ati a et li ber o ar bitri o) を問題と ‘〉限り， 創造の

問題は仮りに自明のものであるとしても， 主題からはそれてゐるので， こ

こではさしあたってはあまり注目しない方がよいかと思ふ。 といふのは，

創造が先づ存在せしめること， であるといふ一応の限定を我々が肯定する

とすれば， 創造主とは存在者の存在の根拠であり， それはすなはち， 存在

といふ点で一切の内在的存在者を支配してゐる者といふ限りでは善のイデ

ア乃至アリストテレスの神との質的差異をもたないからである。 創造主と

いふのは， 従って， 単に存在の根拠といふのではあるまい。 我々は創造主
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としての神がアウグスティーヌスに於いて最も大切なものとして考えられ

てゐたことは自明のものであることを疑はないが， しかし， それがいかな

る意味によって単なる「存在の根拠」ではなくて， 創造主なのであるかが

示されるまで， 一応両者の区別をないものにしなくてはならないであらう。

それが論理的な態度であると思ふ。 存在に関して見るかぎり， 超越者は各

内在者に存在を介して， すなはち， 存在によって， 穆透してゐると言はれ

ることはできょう。 そして， 超越者は自己に超絶的に濃厚に凝縮してゐる

その存在性を常に確保してゐる存在として存在そのものと言はれもするで

あらう。 しかし， こと存在といふ点に関しては， いかなる存在者も超越者

とは an a logi a entis によって結ぼれてゐる。 つまり， 絶対的超越者もe ns

という限りでは相対者との範曙的差別を有ちえない。 包越者は却ってその

恩寵によって包む者とさうでない者とを存在者の存在のアナロギア的連帯

の広がりに於いて差別してしまふ。 包越者が存在論的連結を絶つのは， こ

のやうにして恩寵による世界限定をするからだけ に止まらない。 包越者は

恩、寵を与へる者として， そのことに関してはただひとり卓絶する。 すなは

ち， 自己と意志的存在者とを恩寵によって結ぶ限定された世界に於いてー

っとさせながらも， 自己は与へる者として他者とは絶対的に区別せられる。

このやうにして， 包越者としての神は， 単なる超越者としての神よりも，

思、寵を介することによって， その絶対性を範噂的に極めて明白に確保する

ことになる。 そして， その包越の対象は意志的存在者のすべてではなく，

人聞に限られるところに， 今度は包越者としての神の人間学的省察が課題

になるとともに， 人間の宇宙に於け る位置が， 他の存在者からその能力に

於いてではなく， 恩寵によって差別的に優位づけ られてゐることに基くと

ころの人間学的宇宙論が形成せられなくてはならない。 このやうに見られ

たとき， 聖書神学から提出せられた聞ひは， いつの間にか哲学の基本問題

と変成せしめられ， 神論と人間論と存在論に新しい展望を与へる思索の可

能性を呼ぶ。 ここにアウグスティーヌスの特色があらう。
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側 ベラギウス論争については長沢信寿「アウグスティーヌス哲学の研究」に

詳しし、記述がある。

凶 Augustinusの哲学の内容に関してはRudolph Berlinger : Augustins dialo. 

gische Metaphysik 1962がdie ontologische Anthropologieの直から極めて

示唆に富む研究を試みてゐる。 しかしもとより本論文とは何の事項的関係も

ない。


