160

と対置させることにより， むしろ， 三位一体の神の内的存在が， いかに人聞の内
に告知され， 確i:Zされるか， ということが追求されなければならない。 このスン
?においては， とくに人間学的な内容に関しては， 神の概念から演律する方法は
あまりとらないで， 人間の体験や， 罪ある， あるいは神の思恵の下にある人間の
あり方の厳密な叙述が行なわれる点， 多分に現象学的な傾向がある。 神はここで
は「最初の言葉ではなく， むしろいわば最後の言葉」である。
終に断っておかなければならないが， 以上の紹介の拙一交が， もし読者に， 本書
が歴史的な客観性を欠如しているのではないか， というような疑念を与えたとす
れば， 著者に対しでも読者に対しでも， 深くお詫びをしなければなるまい。 私た
ちは安んじて， 1"馬よりも重い」このスンマを通読する労を，

本書の要を得た叙

述によって， 自ら免ずることができる。 本書は， 著者自身が意図するように， 現
代の神学的問題意識に対して， 多くの示唆を与えるとともに， また， 今まで比較
的等閑視されてきた， フランシスコ会派の思想史的研究が推進される上にも， こ
の上なく貴重な道標をなすものと思われる。
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アウグスティヌスの De trin ita te は，

治

典

三位一体の知解の道の上にすべての人

の信仰と救いが立ちうる可能性を追及した巨大な試みであったが， その道が進む
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につれて多くの困難が生じ とれが充分解明されずに残されているうらみがある。
すなわち.

u na ses entia を一貫して強調すればするほど歴史的事実的なものが遠

のき， そのためたえず信仰の出発点に戻るやり直しが要求される。 これについて
は， 三位一体というのはもともと歴史の前提， 根拠であるから， そうした不透明
さは最初]の設問自体のまずさに起因するのではないかと言えなくもない。 だがわ
れわれはこの書物において， かえって三位一体論が基本的に何らかの歴史把握を
伴なうことに気づかされるような問題状況に遭遇する。

fid se に始まりvisio に

終る全体の歩みの中で， 知解は信仰の知解として展開するが， ぞれが今一度信仰
によって超えられて歴史的存在の基礎にたつする自覚にまで深められる。 アウグ
スティヌスの三位一体論のWurzelである言の受肉は， 認識の背後に隠れつつ，
同時に超えられない緊張を認識に課し， そのようにして認識を信仰の遂行とする
のである。 私はこうした問題の雑かしさを多くの箇所で感じていたので， ここに
取り上げる三つの研究から教えられる所非常に多かった。 三番目のMaderの著
作も主として De tri ni ta t e を扱ったものである。 もちろんそれぞ、れの 研究方法
と立場が異なるので， いまは私の気づいた二三の点に言及するに留めたい。
ンュマウスの論文はさすがに大家のものである。 最初に アウグスティヌス以前
の三位一体論の歴史を要約して， m
l
SS10を中心とする型芽的救済史的把提が， や
がて innergöttlic hな発山という形而と学的問題に移り，

そこで初めてーと三が

論ぜられるに至ったことをのべてし、る。 アウグスティヌスにおいては， ヴィクト
リヌスまたはポノレピュリオスからえた絶対的存在の慨念が三位一体論全体を導く
ことになった。

もちろんーなる木質をベルソナをこえる実在とする qu aterni tas

が斥けられている限り， 新プラトン主誌の完全な支配は認められない。 けれども，
本質のーは神の内的統ーの根拠であると同時に op巴ra ad

extra の統一の根拠であ

るとして， 父・子・型霊の各位怖のわざを唯一の活動原理たる本質から理解する
という態度をつらぬくとき， ロゴスの人間本性もまた三位の非分離的な活動 の統
t . Serffi. Aria n. 15 )。 このことは アウグスティヌ
ーから見られることになるCco nr
スにおいてプラトン的形而上学が聖書的救済史を圧迫した結果であると見なされ
うる。 シュマウスはさらに， 創造・救済・聖化のわざを三位怖に帰属させる救済
史的把握がアウグスティヌスに全く欠けていることを指摘する。 De tri ni ta teに
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おいて特徴的なものは， deus trinus または deu s trinitas という言葉である。 XV，
51の ora t io fina lsi でそのような神として祈りの対象とされるものは，
pers on haft とはいえない。

直ちに

cora rn te es t s c ient ia et ignorantia rnea という無規

定性を含む仕方で本質そのものが二人称的に考えられるのである。
しかしこれと同時に具体的救済史的なものが De trin ita te の中に入りこんで
いることも認められる。XII， 17-23とXV， 27-32で受肉者と聖霊についての
ベた箇所は，

決して全体の テーマからの逸脱ではない。

deus trinitas は子にお

いて歴史の中に現在し， 11<:々に三fUこおける神への道を教える。 このことはすで
にConf. VII， 13でプロティノスに対立して言われたものであった。 受肉の肯定
によって三位への信仰が確立されることはアウグスティヌスにおいてSpannung
をなしているが， それは s a plentJa にいたるために必然的に要求されたものとシ
ュマウスは見る。 また型主;を don urnと解j一ることは， 内在的三一論のみからは
生じない。 �孟は父と子の両者から人間に与えられる don urnであるというとき，
innergöttlic hな関係と同時に救済の機能をそこに認めるのである。 IV， 29によ
れば， 聖霊は donu rn de i であると同時に
XV，

a pa tre procedere である。 しかし

36ではこうしたJ完済史的見方をやめており

don urn の中に

process lO を

見ることをしない。 型;自主事実的に与えられる限り donu rn であるが， それは三
{立一体白身から与えられるのであるO
シュマウスはその他いくつかのマテリアノレに基いて形而上学と救済史のSpan
n ungを示した後，

アウグスティヌスには全体としてIì'，j者が俊{{にするゆえに， そ

れはこんにちギリシア教父的な経論的三一論によって補われるべきだと結論する。
我々はこの主張を全く不当であるとは思わなし、。 しかし受肉が三位格の具体的な
認識の基礎となることは， De trinita te には直接いわれていないのであるから，
シュマウスの主張は実際上ひっかかりがないのである。 我々はむしろ， アウグス
ティヌスがそれを斥けて内在的三一論の方向に進んだとき， :iKl主者と時間的存在
者との質的差異に面して啓示の新7こな人間学的把似をtii出したというようにも考
えられるのである。 シュマウスは Spannung を互いに補われるへきものの聞に
見たが， むしろ異なる二つの認識の地平におけるものと見ることもできる。 神と
被造物の質的差異のゆえに ， 同時に二つの地平にまたがる思惟をなしえないので
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ある。Schin dle rはこのように考えていると思われる。
De trin itat巴 においてドグマとアナロギアの 関係はどう 解されるべきか。 「ア
ウグスティヌスは三位一体を精神生活のアナロギアによって解釈することを求め
た」というのが従来の o p ml0 C o mmUn
1Sであった。

しかしSc hindle r はこれに

若干疑いをはさむ。 ドグマそのものは確定されたものであるから， アナロギアが
それを拡大することはない。 だが抽象的なドグマを人に近づけるために， それの
模像を見せるだけでなく， 補充となる代用物CE rsa tz)を求め， 人間精神の中にそ
れを見出すことがなされる。 この代用物はドグマの逆説的形式のゆえに要求され
るが， 同時にドグマから離れるものである。 人間の言葉は三位一体の秘密にぶつ
かって現実解明の新しい可能性を発見する。 その言葉の誕生の出来事は， ロゴス
の啓示と同じではない。 啓示は誕生ではなく

missi o だからである。 従ってこの

出来事は三位一体じたいには求められない。 このように， アウグスティヌスにお
レてドグマへの接近が， その拡大や補正によって果たされず， それと異なる領域
でおこなわれた点に， 本来のSpannungがあると見倣すのである。
Schindle rの研究は二つの部分より成る。 前半ではまず De trin i tate の成立年
代を綿密に調べ， 次にアウグスティヌスがこの書以外で三位一体とimago de iを
のベた箇所を点検する。 その後， 内的言葉と外的言葉の理論をとりあげ， 神の言
葉と人間の言葉という全く結合しえないものが， この理論によってともかくも一
つの言葉の中に結ばれうる可能性

それは可能性にすぎないが一一ーをうると見

る。 後半では De trin itate の議論の展開を追跡して，

一種の注解書のようなも

のを作っている。 これによって余り体系化していない散乱がまとめられ， また議
論の不充分さの程度もよく明らかにされる。
Sc hindle rはドグマとアナロギアの問に緊張をおくが， VIII巻において三位一
体への愛と， 救済史または神への愛というこつのモチーフが並行していることを
指摘する。 愛が三一的構造をもつことの認識は， 愛を三位一体に向けることから
くるのではなくて， 白己に向けることにおいて生ずる。 それはイマゴーであり，
イマゴーをとおして比論的に神の実体の統一性に導かれる。 他方「パウロは義人
なり」という信仰に含まれた認識は表象内容であって， この認識は正義のイデア
を見ることをもって充たされるが， この仕方でえられるものは実体， ベルソナ，
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父， 子などの非物体的矧念、であり， この場合三位一体は「火と光」といった古い
比喰でしか表わされない。 ところで前者の場合のアナ ロギアであるが， それはド
グマの形而上学的， 非人格的担保を精神活動の人格的把振によって補なうための
ものではない。 神と神の言葉の非分離性はほんらい歴史的なものであったが， そ
れはドグマにおいては出来事としては表わされない。 そこで， 人間の精神活動の
場においてイテ守アの直観にもとづいて生起する内的言葉の誕生にそれの類比が求
められるが， 内的言葉は本質上判断であるから， 判断における対象と知識内容の
一致からして

p e r analogia m に父と子の本質の一致を表出することになる。 従

ってアウグスティヌスの考えるアナロギアはたしかに三つのモチーフの結合て、あ
り， そのマテリアルとしてへブライ的思惟とプラトン思惟を指摘しうるとしても，
論理的には人格的な出来事としての性格を奪うものとなる。
内的言葉を判断とするSc hindle rの解釈は， Augus tinusMai
宮 s te r1に寄せら
れたWa rna chの解釈と異なっている。 Wa rna chはそれを呼びかけの声への応
答ととるが Schindlerはそこで照明が問題になっているとしても， 人間の倶uの
活動をこえて何かを表わすことはないと考える。 内的言葉によるアナロギアは，
神の内部における誕生の秘密に肉迫しえない。 村1と人間の人格的関係の出来事は，
このÄhnlichk e iM
st t
e a phys
ik においては二次的意義しかもたない， というのが
Schindle rの結論のようである。
しかしドグマとアナロギアの関係をこのようにすっきり解釈しうるかどうか疑
問である。 内的言葉はたしかに判断であるが， その活動は愛の秩序の意志的把握
から全く離れて成立するとは思われない。 VIIIささでは第一に愛の律法への服従
がいわれ， 次に愛の tria sをもって三位一体の探究の場所が定められたといわれ
ている。 それゆえ論理的に不整合であっても， 救済史的出来事としての受肉がイ
マゴ{理論の背後に迫っていると思う。 そ うでなければシュマウスも指摘したよ
うに， XIII巻で

sCle n tmを

sa ple t
n m の必要条件とし，

受肉者のわざを諮るよ

うなことは不要だったのである。 或いは神学的にいえば， アウグスティヌスにお
いては三位一体論と救済論とがギリシア教父と異なる仕方で一緒に扱われたとい
ってよいかもしれない。
Mad e rの研究はこの点で興味深い。 彼はKörn e r(Da Se
s
in und der
M e n sc h，
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1959) やBe r1
inge r( Angu t
s ins D
ialog
ischeMt
e a phy sik， 1962)と共に， アウグ
スティヌスの思惟を根本的に人格的， 対話的と規定する。 そして彼は思惟の意味
形態、の総括としての論理的なものを求めるものであるが， これは形式と内容を共
に総括するものであって， たんに思惟の類型を示すだけではない。 またシュマウ
スのように思惟の道具としての論理を追うのでもない。
短く要約すると， Mad e r はアウグスティヌスの 存在とベルソナの概念、を次の
ように分析する。 存在概念、は， 純粋な絶対的存在と類比的存在と存在者という意
味での存在とに分けられる。 この第三のものは物体的存在であって霊的存在では
ないから， 第ーと第二の存在なしには思、惟されない。 第一の存在は等しいものの
対向をもっ heterthe
o t
is c h な構造における統一であるが，

第二の存在の 統一は

heterthe
o tis c hであると;j�に an
t
i
thet
isch である。 神は l
a iu-s al
iu-s al
iu s という
三度の反復において唯一の尖{本であり， その差異は他在性であるが， 被造的霊た
る人間精神i土他在性と同時に他在性によって基礎づけられた否定という二つの差
異原理から統ーが構成される。 統一と差異が論理学の基本問題であるとすれば，
アウグスティヌスには， 存在者の即自存在を規定する対象論理と， 根拠としての
絶対者を把える弁証法の他に， 具体的現実の中にある精神の思惟の前提をなす諸
原理を展開する対話法の三つが考えられる。 最後のものは根拠の論理学であるが，
これを働かすことによって存在論的論理学から弁証法への急激な転向が食いとめ
られる。
アウグスティヌスのアナロギアは，

hete rothet
is
ch な差異の上に成立する対話

法から解釈され， 精神の反省運動として示される。 精神は反省によって自己を規
定し， その諸規定に自己を関係させるとき， その歩みの中で自己の統ーを反省し ，
自己を根拠から出た働きとして理解する。 反省の諸段階をーっとするのは根拠と
その働きの関係に基いており， アナロギアはこの関係が人間精神と霊なる神との
t
is ではなく analog
ia
聞に成立することを言明するのである。 それは analog
ia e n
me t
nls と呼ばれうるだろう。 比論命題は主語と述認を heterothet
isch に結合し
て， 主請を述語の中に表出するが， その主語は結局精神の統合そのものである存
在(Est) に他ならない。 比論的な述語づけの根本構造はこうして analog
ia me 
n
t
S
l から導出されるのである。
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Ma d e r はアウグスティヌスの神認識が抽象的思惟でなく告白であること，

そ

してそれは教会における具体的な信仰の遂行によって限界づけられつつ， これを
意味あるものとして展開させていくことを， 以上のような基本的な論理構造から
示すのである。 ここから見ると，

Schind le rの結論はなお外側からの分析と批判

でしかないとすら感ぜられる。 しかし哲学的批判はさまざまの角度から行なわれ
るべきであって，

敬度にある立場を固執すべきではない。 ただその場合 に も，

Mad r
e が新しく試みた論理構造の解明という視点は，
要性をもっと考えてよいだろう。

こんごの研究に おいて重

