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信仰は智(=知解intelli gentia)即ち真理， への途上(in via)に於ての
み， そして又， 途上としてのみ有り得る。 従って， 智は信仰ではなく， 信
仰は実理ではない。 真理そのものは智だけだからである。 それ故に， I知
解せんが為に信ずる」と云う言葉は， 信仰の木質合語っているのである。
我々が信仰と云う時， 白ずから「知」の問題が立ち現われるのも， その
事とかかわりなきことではない。

I知」は「信」ではないものとして， し

かしながら， それとは無縁ではないものとして， 少くとも「信」に対する
限り， 自己を保持しようとするからである。

寧ろ我々は， I知」を既に確

立されたものとして， その地平へと「信」の正体を開かせようとする抜き
難い傾きを有している。「宗教学」から「宗教哲学」に至る迄，その暗黙の
合意は之以外の何ものであろうか。 そして又， I信仰とは何か」の問いが，
「知」の闇内への組み入れ， fllJち理解として了解済みの場合， そのような
傾きは至極当然なことである。 だがしかし， I信」との相対関係に於て顕
著に現われる， 此の確かさの主張を， 人間本性の全体としての， あの聞き
と直ちに同一視することは出来ない。

I知」はそれ自身として， 根源的な

一義性を有せず， 全き自己同ーたる真理そのものを併称することは出来な
いからである。
それに対して， 我々が， 自己の諾った信仰に思いを致する時， その諾い
を透して， 次の三つの聞いが， 解答を迫りつつ浮び上って来る。 その問い
は， 諾いに機因を有し乍ら， 尚それよりも深きより発するが如く， 諾われ
し信仰を閣と蔽って立塞がり， 容易に知の明るい開明を許さない。 その問
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とは即ち，
( I )Í言仰の松拠は(可か，
( II )ÍJ仰はとのようなものとして理解されるのか，

(目)伝仰はどのような光を他に対して投ずるのか。
もとより， 詰いよりr:\Jいが発し， その問いが， 光りたるべき信仰左聞と
包む， の逆説より出で立つ以上， 此の間いの道が， 応えなき閣を踏むに似
ているのはやむを得ない。 詰いこそは応えであり，

そして それは 「我 々

の」であった。 問いは「我々への」聞いなのである。

I

信仰は「智」への途ヒに於て， 途ヒとしてのみ存るが故に，

I知解せん

が為に信ずる」と云われたのであるが， 又， 或るものについての知， 即ち
思惟なくして， そのものを信ずると云うことはあり得ないが故に，
信仰に先立つ」と云われる。 此の場合，

I知は

I知」は， 永遠なるものに係わる

「智」との対応に於て， 時の中に推移するものに係わるもの， 或いは， 時の
ri1で生きる魂にとって， そこでよく生きる為に， 11年の中に推移する事物を
よく用いることがそれに帰せられるもの， として立てられている。
しかし， ここで，

これ等のアウグスチヌスの言葉を取り集めて， 時と永

遠の対応を背景[こして， 知一信一智の図式をt�iくことは， 信仰について，
その基礎的なー相を示すものではあっても， それがどのような光であるか
を明らかにすることにはならない。 之等三者は次々に通過し得る階梯では
なく， 時と永遠も並存する二世界を意味するものではないからである。 事
実， アウグスチヌスは， 知と信について， f也の相を告げている。 即ち， よ
く生きることに係わるもの， それは「徳J

(力〉であるが， その徳をして

充分に力を発揮せしめるところの根本的な徳， Ullち信仰も又「知」に属す
るものである。 それは信仰が， 時と共に展開する歴史的な知に依存してい
るからである。 又， そればかりでなく， それによって魂が真の至福に至る

83

信 仰 に つ い て

「信仰」を生ぜしめ， 葺い， '1fり， 育てるところのもの， それも又「知」
(5)

であると。
先ず，

I信仰」も「知」も「智」ではない。 そして「信仰」は「智への

途上に存る」即ち，

智の照射の内に在るのであるから，

れも理性(me ns)だけがその照射の場として，

信仰の座である。 しかし

それでは， 信仰は途上に在る魂(理性〕の聞きとして，
に異なるのであろうか。

魂(anima)
， そ

I知」とどのよう

I知」も又， 全体的な同ーとしての「智」 への途

上に在ると考えられるからである。
たしかに，

I信仰」も「知」も， 同一なる魂(理性〉の， 同一なる智に

向つての， そして同一なる智の照射の内に保たれているところの， しかし
異なった動きである。 そして異なれる勤きは， その向う直接の対象と， 保
たれ方に差異を生ずる。 しかしそれにも拘らず，

I知」は自ずから一義性

を葉求し， 同一なるものの同一なるあらわれであることを欲する。 「知」の
「智」に向う動きは，

同一なる「智」たらんとする「知」 の劫きである。

が「信」に対する異なりさえ， 此のiiiJーの翼求の内に於てのみ可能で、ある。
「知」しかしかく云うu寺，

I知」 はここで他の両者とは異なるものとして

立てられたその「知」の限りを超えている。 それは智の翼求， 智の愛， 日[J
ち哲学であるからである。 だがしかし， ここに夫々の異なりを尽して， そ
の全体を包括する魂(理性) の劫きが， 現前してはいない同一性の翼求と
して， それ写すべての， 知!としての一義性(ロゴス〕を標示していること
は否めない。 それ故にこそ， それ等夫々の異なりは捕捉し)1(いのである。
むしろ， ロゴスがその全体を絶体的に遍照するに至る迄， それと手の異なり
は明らかにはならないと云わなければならない。 明らかに忽るとは， ロゴ
スの遍照に外ならず， そして結局， 知はロゴスであるからである。
我々は此のようなロゴスの内部に於て，

I信仰」と「知」とを， 光りの

どのような異なりとして捉えることが出来るであろうか。
「信仰]Jに先立つと云われた知， 即ち思、惟

;;:

信仰をも合むロゴスの全
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体的一義性の名として矢口と云われるのであって， それは全くの無知と対立
し， í信仰lj と対立するものではない。 もしそうであるとすれば， 知は信
仰に先立つのではなく， 知のあると ころに信は在1)得ない筈だからである。
我々が同じものの同じ事柄について， 信仰と「知J ( sci enta)とを同時に
持つことはあり得ない。
このように劃定された立味の「知」とは， 魂Ulf\性〉の聞きに応じであ
らわれ来たる員理の夫々の位相であり， 魂の此の聞きがその「知」の地平
即ち原理である。 「何かについてのJ， そして「何かとしての」と云う限定
を有することが「知」の本質である。

í矢IUと云う言葉は， 此の魂の聞き

一地平即ち原理としても， 又それによってあらわれる真理の位相としても，
用いられる。 Su bj ectum， for mal e quid， o bj ectum for mal e sub quo の如
き定式は「知」の各契機を意味するものである。 しかし， r何かとしての」
の「何」は， 魂が， 存在のあらわれ， 即ち亘理に向って聞かれていること
に基づいて， 存在者の全体を， その綜観のIJ�に予視していることによって
初めて立てられ得る。

í知」が既に「智」の内に保たれている， と云うの

は此のことである。
そして， 此の「何かとしての」によって， 対象の「何」は聞かれるので
ある。 ここで， 地平と位相と対象は， それなりの[，，1ーを有して居り， 従っ
て魂もそれなりのP請わば仮初の同ーを獲る。 それが 「知」に於ける魂の安
らいである。 従ってその安らいは， 魂が「真理」に向って， 従って全体と
して聞かれていることに根差している限りの， そして魂によって切り拓か
れ， 切り取られたその位相の限りで、の， 仮初の安らいである。
此の安らいは， 魂が， 己れを孤絶せる自我と観じ， 他の一切を己の外な
る個的対象( 他者〉として立て， í知」を， 魂が対象の映像を受取って内
に抱くこと， 或いは， 個たる己の限界を突破して外なる対象へ超え出て行
くこと， と思議する場合にすら伴い得る。 少くとも之等の思議は， たとえ
それが， 自我

対象のアトミズムに図式的に還元され， 機械的説明に終っ
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ているにせよ， r知」の展開の契機にふれてはいるからである。
途上にある魂に於ける「知」の此のような聞きは， 魂を次のような境位
日一L J-� 、γ マ
k2L7，、二てZ包〉。
即ち， I矢口」 は聞かれた地平に於ける位相の意味を告げるものとして，
それなりの充実であり， それ故に， 知られたるものへの回執と， その地平
に於ける知lられ得るものへの好奇( curiositaめとなって， 我々をその内
に引き官める。 拓かれたその地平の内に於ける， 限りなき進展， 即ち全き
聞きではないが故に， 子!�される不充足による， しかも尚その本来の不充
足を知るこ由なき， 魂の*しなき拡散がここに生ずる。
そして心「知」 は， それなりの充実と， それへの固執と， その内に於
ける拡紋によって， i ��lJがそれに基づいてのみ昨日」でもあり得る， 魂
のその全き聞きを遠ざける。 それは「知」の不充足と， その不充足を告げ
るものを隠すことである。 全きあらわれとしては我々にあらわれることが
なく， I刈」 たるあらわれをその内に保ち， そのことによって 「知」 を
「知」たらしめ， そして更にそれ故に， 仮初のあらわれ， 同一， 安らい で
ある|九l'の不充足を告げるもの， 即ち「知」の不充足を， 白からの不在と
して， その限りに於てのみ「知」に己れを告げるもの， ílllち， 光りである
ものが， 光りの或る位相( í知IJ ) によって隠されるのである。
「知」による此の隠しは， 根掛への魂の聞きを見失って， 己れを光りの
全体と僧初、する時， それは普盲の臆断( ドグサ〉となって， 智への道を遮
i析する。

ドグサは魂の閉ざしによって「知」をさえ虚妄ならしめる。 その

XJ味でのみドグサは「知」を押し包んでいる。
だがしかし， í知」とは本来， 自らの位相をその地平に於てのみ拓くも
のであるが故に， その進展につれ， その多彩と光耀を増すに応じて， その
不定見の;訟は益々深く， 真理の全体はそこに住せざる4ことを証しする。 即
ち， 本来の「知」にとって， そこに在らざる全体への途は依然閉されては
いない。

ドクサの虚妄を川けて， 魂がその空しさに辺り， 智の愛求一哲学
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が始まるのは正にここに於てなのである。
「知」に於て魂に聞かれるこ様の途， 果てしなく広く我々を行き暮れさ
せ， しかもそ こに我々を閉す噴里?と， 仮初の同ーの与える安らいを通り過
ぎて， 空しさに於てのみ聞かれる根源への途と。 そして「信仰」は如何な
る途として， 此の噴�Lrを過ぎり， 如何なる地点に民て哲学の途と交叉する
のであろうか。
「信仰」について， 能う限りその全体を明らかにする為に， ここで光に，
魂 について考察しておきたい。

E

魂の全体的な， 真理(全体のあらわれ〕への開き， 即ち智に極まる矢口と
は， 自己の存在のもとに自己同ーとして在ることである。 魂にだけ， 自己
たることが在り， 同ーが在り得る。 魂が「生命を可能的に有する自然的物
体の， 第一の完成態(=現実態)J， そしてに更に同H寺に， r見ていること
(8 )

としての完成態」と云われる所以である。 即ち， J兎は肉体の現実態〔エネ
ルゲイア〉であり， そしてそれは知識としてのエネルゲイ
、 アであり， 更に，
知識をはたらかせていること， 即ち「見ていること」としてのエネノレゲf
アである。 従って， 魂は， 自己たることの完結〔白己同一〉を烹;}くすると
ころのものとして，

1自然」即ち， 完結せざるが故に， 不断のゲネシスと

して， 魂に於いてのみその秩序(c os m os)が見刊され得るもの(1自然J)
ではない。
しかし， 上述の魂の規定が示している如く， 魂は， 常に自己であり同ー
であるのではない。 そうであり得るものとして可能性なので、ある。
従って魂は， I神的で不死で思惟的で， 一つなる形を有し不壊で， 旦常
(9 )

に同様に， 白己 白身に対して同一に在るところのものJ ïEにそのものなの
(9 )

ではなく， 1そのようなものに最も似たもの」であるが故に，「自分で自分
を動かしJ 1自分自身によって動かされ」 即ち， 自己の同ーへと自ら完結
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を求めて「常に動いて止まない」のである。
魂に現在する此の非同ーは， 受容するはたらきである感覚に於て最も顕
著にあらわれる。 感覚は精神(=魂〉的存在たることによる変化(immu
t ati o secundum esse spi r itual e) であって， 変化たる限り， 魂にとって外
的な他者たる対象から， その形相(species) を受取る。

r受取る」 のは，

それが変化だからであり， 変化は本来受動性だからである。 外的な他者た
る対象の触発が感覚の成立にとっては不可欠な契機である。 しかし変化に
於て， 対象は感覚に対して絶対的能動者としての位置に立つのではもとよ
りない。 又， たとえ肉体的措官を通路として離れ雑 く質料と結びついてい
るとしても， 感覚は絶対的受動性として， 物的対象のj;��f象を， その実在せ
る質料から離れたものとして刻印されるのではない。 形中r1は;汚{象ではな く，
Jよることである。 見られるものは対象の形相即ち現実態である。 現実態は
質料の内にのみその存立を得ているが， 感覚によって始めてその形相を示
す。 はること(spec ies)のみが， そのゲネシスとしての存立の巾に於て，
その或る意味の現実態としての形相(species)を始めて実現させるのであ
る。 寧ろ， 感覚なる場に於てのみ， 対象はその形相を示すのであり， 感 覚
の現実態は， 正に感覚されるものの現実態なのである。 しかし他方， 感覚
はその「見ること」を自己自身の独立的自発性として有しているのではな
い。 飽 く迄魂に外在するものとしての対象が， そのゲネシスの中に保持し
行 く形相によって触発することがなければ， 感覚は空虚な可能性を出るこ
とが出来ない。 感覚も又， それだけを切り離す限り， 質料の繋縛の内;こ沈
み， 物的対象と同じ くゲ不シスである。
それだけを切り離す限り， 感覚は寧ろ魂の自失であってjド日ーですらあ
り得ない。 従って， そのようなものに対して対象が「他」として出遭われ
る ことは， 本来の意味に於てはあり得ない。 それは既に， 感覚に先立つも
のを前提してのみ云えることである。 それならば， 感覚に形相(species=
見ること〉を-与え， 対象を「他」として感覚に対置させ， t;:j他なきゲネシ
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スの内Jこ放置しないもの， そしてそれ故に， 感覚に己れからの出行と帰来
とを可能ならしめるもの， それは一体何であろうか。 それは魂を，

r第一

の現実態」即ち「肉体の形相」たらしめ， それ故に叉「他である存在」で
もあらしめると共に， 魂をしてその究極のもの， 即ち， 自己同ーへと向わ
せるものである。
自己同ーへの可能性として立てられる 「肉体の形相」は，

r第一の現実

態jと云われる限り， r質料の形相」ではあっても， 此の「の」は， r質料
である形相の存在」と云う意味で、はない。 本来， 質料は「あれ」でも「こ
れ」でも「自己」でもなく， 又区別なきものとして同一であるのでもない。
何等の一性をも有せず， ーなきこととしてのみ，

r他」や「多」の生起の

受容的な場であるに過ぎない。
しかし質料なる場;こ宿り， 又登場し或いは退出しつつ変転する消滅的な
形相も， 同一なるものの坦い手として「自己」の原理たることは出来ない。
「自己」なきところに「他」はなく， それ故に， 自-他の関係に於てのみ
立てられ得る「個」も， それによって成立する ことは出来ない。
従って， 質料や， 質料的即ち消滅的形相の実在即ち変転は， 正にゲネシ
スなのであって， それが「他」と「多」の世界であると云われる時， そこ
には既J二本来「自己」ー「他」の成立する場と原理が予想前提され， その
原理のデネシスに於ける投影としてのみ， その言葉は意味を持っているの
である。 そして本来それが成立する場が即ち魂なのである。
従って魂(思|往=理性〉は， 幾多のつながりと近似性にも拘らず， 独自
の個体(pe r s ona) として，

他の個体に対し独立自存する時(我は我であ

って， 決して汝ではない)，

それは夫々共通性を部分として，

即ち未限定

なるが故の共通性(人間〉を， 限定実現するものとして分け持つのではな
く， 夫々同一性を全体として担うのである。 それ故全体的なものである我
一汝に於いても， 自己ー他者の相対関係が成立するのは， 夫々 も;と も と
「他!であること， 即ち同一性を有せざるが故の異なりによってではなく，
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夫々i司一性を全体として担うこと， 日[Jち根源的自己|司一性への参与(即ち
根源的自己同一性そのものではないこと)によってのみ可能なのである。
個体(pe r s ona)の此の秘義は，

その担う同一性の故の，

親しき者の途

のちがいとして， 最も近く我々に示される。 我々は同一なるものに至る為
ちがった途を行かなければならない。 此の個体を「個」として， 夫々
の「ー」として，

それから「多」 を生ぜしめ，

それ故に「個」 を相互に

l他l;tzるものとして， 「他」 の原理たる質料をそのまま 「個」の原理と
して立てること(個別化の原理〕は， 先に述べたゲネシスの平面への還元
途|二に於て聞かれる「社会的」平面の作為である。 質料を「他」の原理と
すること自体が， 本来此の平函の為す業である。
かJ-'I生を全体として夫々担う此の個体 (pers ona) は，

魂に刻印された

類、世， 即ちその本来である有限性に由来する二相を示している。 担うのは，

ザ〈》
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同ーそのもの(=存在〕ではないからであり， それ故に無を4に負うてい
『
Q。
(ゲネシスに於ける無たる質料を諮りて， 魂を質料の形相と云うこと
無を負う者として有限なのであり，

それ故

{団体は聞かない。 「自己」として「他」に対してのみならず， I自己」に
対 しでさえ， 全体的に聞くことはない。 それは自意識の底になお沈む「我」
であり， 自律， 自発性， 白白の恨基として， 「社会」を超え，

反省的思惟

，
h川ノ

の彼方lこ在る。 「他」に転嫁するを得ない己れのみの担う絶対的負荷であ
それ故に白一他の平面を超えている。

その平面よりよよれば，

それは

「佃」の回目匝とも見え， 又「水の如き交り」として立ち現われる。 しかし
それは個体の有限性への絶対的( I他」への相対的ではない〉閉しではな
い。 そのような閉しは偲倣(ヒュブリス〉である。 その天然の姿をすら包
む個体の此の閉し即ち差恥(shyness)は， その質料性を統御し社会性を超
え， 我をすら超えて， I我よりも尚我なる者」へと全体的に聞かんが為に，
即ち， 独りなる者に相い対せんが為に独りならざるを得ない(S olus cum
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Solo)個体の姿なのであり， 未だ聞かざる聞きの証しなのである。
個体の此の絶対的な聞きは， 同時に， 同ーを担う者への同一による聞き
である。 それは聞に対する個の， 即ち「他」に対す
ー る「他J

(=自〉の開

きではない。 時と所を超える此の聞きは， 個に繋縛された同ーの担い手と
情態を同じくすること( sym-pathy) に於ける一致であり，

引受けである

(洞窟への下降〉。

E

信仰は， 真理の|勾に保たれ， それへの途上として在りながら， 自らの地
平をそれとして{干することなく， 根源よりの照射， 恨源への指示としてこ
こに結ぼれた光の伎を， 魂自らの恨源への帰向の途f:(conve r sio)として
見出し ， 且， 受取ることである。
即ら， 信仰の恨!処は， (1)白己同ーの可能性としてある魂が ， 真理そのも
の， 叩ち自己同ーの内に保たれていることと， (2)白からその同ーを全うす
べく， 白からの全き聞きが， そこで達成される根源へと超越帰向(回心〉
して行くこととに在る。 信仰はこれに拠つてのみ成り立ち， そしてそれ故
に， これに拠って信向は常に信仰を超えることを願う。「知解せんが為に」
がないところに信仰は消滅する。
信仰の此の二つの根拠は同じ事柄ではなく， 従って前者(1)が後者(2)を不
要とするものではない。 むしろ， その根拠として， 双方が互に他方を認し
するのである。|司ーの内に保たれてあればこそ， 超越， 帰向， 回心は可能
なのであり ， そして謂わばその自由な必然によって， その動きは本質とな
るのである。 そしてその完結に於てのみ魂の自己同ーは望まれ得る。
そうあり得るものとして， その時々の須央の同ーの現前に於て， 魂の非
同ーが常に同時に現前している。 対象との何等かの一致(同一〕なくして
如何なる認識も成立し得ない。 しかし， そのことは既に主体( 魂〉一対象
ー認識のはたらき(知) 夫々の異なりを前提してのことであり， 対象にも，
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又はたらきにも同一化し得ぬ魂の空虚がそこで示されるのみである。 魂の
自己認識に於てもその事情にかわりはない。 即ち， ここでは三者が， まが
いもなく同一なる自己であると云うことは， 自己を客体と見立て， 自己を
求めてやまない本来の自己から， その想定された客休を切り離すことによ
ってのみ云われる限り，

Iここにある自分はここにある自分であって，

外

のものではない」と云うのと同断である。 たしかに， そこにも否み得ぬ自
己の虚しき影のみを揺曳させ， 本来の自己は自己の視界から去っている。
「誰が一体， 自分自身の思惟を見ないであろうかJ Iそして又， 誰が一体，
自分自身の思惟を見るであろうかJ I魂は自分が見ないことはあり得ない
ものを見ないのである」。
だがここに， 今， 己れに於て全うせられなかった白己のいlーと， それへ
と招く根源の同ーがその不在によって白からを示しつつ， 魂にその不在な
る境を超え， 至るべきところへの帰向を迫っているのである。 その帰向は，
魂が自己ならざる外に対して己れを閉じ， 虚なる己れの影を内に求めるこ
とではない。 又もとより， 外なる対象へと， 閉された己れを聞いて内から
出ていくことでもない。 そのいずれも， 非同ーと不離のV�の同ーを実現す
ることによって， それなりの充実を有するであろうが， そこに己れの同ー
を求めることは虚しき業である。 虚を虚と知ってそれをはなれる時， 魂は
己れを空しくして， 虚しきものに服するのをやめる。
この虚しきものを虚しきものとして， 魂をそれから放ち， 本来の空しさ
に立帰らせるものは， あの同ーの招きであり， 虚しさによって充されるこ
とのない魂の空しさそれ自身である。 その同ーは， :)[，同ーと不離のあのか
りそめの同ーを現前させ， 同時にそこに白からの不在を告げたその告げ即
ち， 映像や形象の彼方に魂(理性〉をすら超える不壊の規準(incorruptiss

ぷう である。

imis re gt

魂は此の規墜に拠つてのみその本性に則して(rati

onab ilit e r)あり得るのであるが，

此の規準は正に自らの則によって ( sui
(20)

juris)不壊であり， そしてそれに拠る魂の動きを確固たる(firmum e st )
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ものにするのである。
そして魂の空しさだけが， 非同ーの同一に没入する虚しさを避けて， 此
の規準， 即ち同ーの告げに呼応するのである。 そして此の魂をめぐらせる
ことこそ超越， 帰向， 回心 (conversio) に外ならない。
此の同ーの告げ即ち規準は， 虚に沿うて， そして空しさに於てのみあら
われる。 それは真理の全体の， 虚一空への即応であるが故に， 我々の行為

sj ，

に於ても (ve ra e t代cta ratione al同1Mopmm

叉他の人が善ならん

ことの (ut b onus sit)祈願に於ても (1善J)， 又， カルタゴで見た虹の記
憶に於ても (1美J)， 虚の濃密な暗雲を貫いて (de nsissimas neb ulas sub t. .
e r)， 澄明な光として， 魂の眼 (=理性〕に (rationalis me ntis intuitu)
照り映えるのである。
魂は規準の照る場であり， 従って， それ自身が規準ではなく， しかもそ
れに拠つてのみその本性に則しであり得ることが， 魂の空しさである。 虚
を避けて空しさに還ることは， 魂の木性即ち， 白ら同一ならざること， に
還ることであり， 同ーへと向うその本来の動きに立ちもどることである。
それ故に魂は空しくなることによって， その根源へと帰向するのである。
此の帰向は， 同一なるものの内に保たれてあるものとして ， 同一なるもの
の招きへの呼応であるが， しかもそれは魂自身による己れの空しさの確認
である。 永劫の非同一で、あり， 魂に於てのみコスモスたり得る自然と異な
り， 同ーの全体へと聞き， それ故にそれを担う魂のみの有する此の確認が，
魂の有する自由である。 自由は， 従って空しさに， 即ち魂の無性に基づい
ている。
空しさの故に魂は虚に陥り， 空しさに立ちもどることによって， 無なき
同ーへと還帰する。 それが眼 (理性〕として， 規準を見ることである。 そ
れはすべて， 同ーの内に在ることによって， そして同一によって， 同一な
ることとして起る。 そして魂はそのことによって自己の同ーを得るが， そ
れは自己をそこで獲得することであって， 無差別な同ーの内に没入して己
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をそこで失うのではない。 此の動きが魂そのものなのであって， その同ー
なるものに至る迄， 魂は自己との同ーを獲ることが出来ない。 それ故に，
此の動きは魂そのものなのであるが， 己との同ーを未だ得ていないが為に，
共にはたらきながらも， 視ることと向うこととは， そしてその内に在るこ
とと現前していることとは同一ではないのである。 魂の実体と能力， 理性
と意志， 直視と記憶， の分岐と背反が起るのは此のためである。
魂が， それとの， そしてそれに於げる， 自己との向ーと思い誤り， その
影なる同ーの中に眠り， そしてそれ故に虚の中に埋没散供して己れを失う
時， 自らそれと知らざる愚 (無知〕であるが， 己れではなく， しかも己れ
との同ーをそれによってのみ獲得し得る同一なるものの輝き〔規準〉から，
眼を逸らせ， 自己が同ーの内に保7これであることを否んで， それへと還帰
し行く本来の動きに背逆する時， それが罪である。 罪は愚、かさの根であり，
愚かさは罪に陥りつつそれを知らない。
罪に於て， 魂は同一へ己れを開く空しさを捨て， その保ちを己が業とし
て， 己れの増大を求め， 或いは己れの内に安んじてその動きを失う。 それ
は同一一規準に対する背逆であることによって， 叉それと同時に己れに於
ける虚しさ， 愚， 惰であり， そして又， 夫々同じく同ーの全体を担う者と
して， その夫々同じき者の， 夫々の途の異なりにも拘らず， 現前する同じ
さの破壊である。 それ故に， 罪はその具体化の底に， 常に見知らぬ異様さ
として立ち現れる。 罪は神と人との， そして人と人との， 更に己れに於け
る絶対的な断絶であるよりは， むしろ， それ等全体を同一へと保つ同じさ
の， 同じきままの不可思議な歪みだからである。
我々はすべて， 自分がJ;iI!:， 愚， 罪の内に在るのを知っている。 即ち， 我
は 「知らないことはあり得ないもの (我)Jを知らないにもかかわらず，
「その内に在るべからざるもの」の内にあることを知っているのである。
そしてそれを知っていることは， 同一なるものの保ちの中に在ることを知
っているが故である。「虚しさと罪の内に死する」ことが可能である者は，

�"I

それ故に 又常に， 見知らぬ異様な我をはなれて， 我に立ち返り， そこで，
それによって， 我の同ーを回復すべく， 同一なるものへと魂を め ぐ ら せ
(回心〕還帰し行くことが可能なのである。
罪と虚しさよりの， 悔後と空しさを通つての， 此の還帰に於ける魂の状
(25)

態が， 神の記憶-);11解(直視〕一愛(memoria Dei-intelligentia-amor)
である。 それ故に魂の此の動きは， 神即ち同一なるものの忘却と， 虚と居、
と， 背逆とをその背後に負うており， 魂の空しさによってのみ可能である。
むしろ， 此の劫きは魂の空しさを明らかに示すものに外ならず， しかも記
憶一知解一愛なる動きは， ーなる命， ーなる魂そのもの， ーなる有であり
(26)

ながら， なお， 全き同ーを得ざるその空しさの故に， 分岐と背反を免れ得
ない夫々の動きとして立てられざるを得ないのである。 それ等はすべて途
上の刻叩を有し， その故に同一なるものの像 (imago)以外のものではな
い。 だからこそ， 魂はそれがその像であるそのものを想起によって現前さ
せ， 知解によって直視し， 愛によってそれと一致 せざる限り， 白からを想
(27)

起し， 知解し， 愛することは， 自らJ患となることであり， 空しさそのもの
の内に自己の同ーの彩を追う虚しき業に外ならないのである。
だがしかし， 1我々はその内に生き， 動き， 且，

存するが故に，

我々の

各々を雌れること速からずJ， 又， rすべてのものはそれから， それによっ
て， そしてその内に在るが故に」我々なそのIIlJ-の内に保っているそのも
のは， 我々が「主が御身等と共に在さんことをiと乞い願う立11き在り方を
以て， 我々と共に在るわけではなく， f近ってすべての人は「我常に御身と
(28)

共に在り」と云いし人の如く， そのものと共に在るのではない。 此の我々
を保っているが故に我々を離れてはいないが， それにも拘らず我々と共に
はないところの
(29)

、 、

í視ることを得ず」 それ故に「信」ぜられなければなら

、 、

ないもの， それはそれによってのみ魂の日ーが件られるが故に， そして魂
は ;uえを視ることを得ないが故に， 自らをも見ることを得ない そ ゐ も み な
のである。 ぞれが魂の謎であり， 謎は我々自身である。 だがしかし， そし
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て同時にそれ故に， 此の謎 こそ， 謎を謎たらしめている三位の同ーが， そ
こに「読の中に見る如く」立ち現われる謎である。 従って我々は， 此の鏡
を通じて， 此の謎の内に， 魂， 即ち， 1司ーの内に在ってがlーを求めるその

、ー

，

我々が今た だ見るが如くにではなく， ima go によ
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動きG己1意， 知， 愛〉を， 魂がそれのima g o たるそのI，;jーへと照応し，

己を結集 しつつ， 視を こめてlma g o

しかし， このように視ょうとする ことは， 既に信仰の業を超えている。

又同時に， それは信仰そのものの促がす業である。 こ こでは単に信仰が前
提されているのではなく， 信仰の業は此のようにしかはたらかないのであ
る。 以上， 信仰の根拠について， 二つの事柄(同ーの保ちと， 魂の自己へ
の還帰)が一つに結び付く こととして述べて来たが， 今， それに基付いて，
信仰の業そのものについて， 可能な限りの ことを述べたいと思う。

N

j原の照射であり， こ こに於けるそれへの標示であって，

「知」の如く，

己

信仰は， それに独自の地平と位相を持っていない。 それは， こ こへの 根

れに対して a聞かれる|浪りに於て立てられた対象を， 有する ことがないか
r
) であると云われるの
らである。 信仰の対象が究極の真理(v eri ta s pima
r
は隠れなきあらわれとして， 我々と
は此の意味であって， v erita s pima
一致する ことはなく， 従って又， 或る地平に於て(たとえその地平はその
限りに於て無際限の進展を許容するとしてもう開け来たるような位相ではな
いからである。 pnma とは本来標示なのであり， 遠く又近く， しかも こ こ
に彼処にではない ことを示している。

I対象」と云う時， 凋それは智に向う

知に転hi:して， 信仰について， その内容を語ることである。
ロコAスの照らし得ないところに信仰はないが， ロゴスの現に限なく照ら
すところにも信仰はない。 従って， 理性の聞きに応じであらわれ， 視られ

?相

るものは信仰ではないが， 信条が分節される時， 理性の夫々の聞きに基付
き， それに応ずる視えざるものが(speciali rtione non visum) 夫々の信
条として立てられるのである。 ぞれ故， 信仰は知に応じ， 知によってその
内容を語られる。 ぞれは既に知が知として (ex parte nostra)， しかも未
だ知ならざるものを対象として受入れ， 聞きの予期としてはたらいている
のである。
我々が信仰について想う時， それは常に知としてであり， 知の展開に泊
(34)

って思惟の対象となる。 「同意しつつ思惟すること」という信仰の説明もそ
うであり， 又， 思惟の力及ばざるが故に， 思J惟自体にとっては外的な意志、
を， 同意の原理とすると云う， 魂の動きの過程的説明もそうである。 こ れは
説明が知に定位せる以上当然のことである。 だがここに， 意志が思惟に外
的なものとして立てられることによって， 信仰は魂を聞かせる光ではなく，
その彼方に単に受入れざるを得ないものとなり， 知解への道をとざすかに
見える。 叉， それに対して魂の動きをー っとして， 信仰そのもののはだら
きを問う時， 此処と彼方， 時と氷遠の区別に依拠した， 知と智との断絶が，
そこに至る迄， 超えることを得ない深淵として， 遣を阻むかに見える。
だがしかし， 意志がそれにとって外的で、ある思惟とは， 切り拓かれた地
平にその位相のみを追う「知J， 虚と愚(無知〉 を苧み，

非同ーの内に留

るものではなかったであろうかの 同ーとなり， 享有する(智への1知と愛
との同ーこそが， それへの還帰(初Jき〉としての魂の木質ではなかったの
か。 しからざる「知」が無知と等しいのと同様， それに対応する信はそこ
に留る限りドグサに外ならない。 信{印は本来， 如何にその光が乏し く と
も， 同一にして， 我をも叉同一ならしめる， 唯一なるもの， 神への還帰の
指標たる， 魂への照射を受取ること(cr edere Deum， Deo， in De um)で
あった。 己れの同一に於て己れを見出すべき同ーの内に於げる， 同ーへの，
同ーたるべき動き。

しかるが故に信仰は， 此の動きをやめる時，

「知Jの

対象たるに留り， 自ら臆断(ドグサ〕となって途kに(in the way)立塞
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がる。 「知」に対応するドクサとして白からの地平を得んとする時， í知」
の対象たるにとどまらず， í知」とその地平を競うものとして， í知」を圧
するのみならず， 自ら悟らずして ve ritas prima を倦称し， 怖るべき虚像
となる。 此の両者を説明と寛容によって調停せんとする試みは， 徒に宥和
を求める虚妄の業であろう。
キリストの言葉も生涯も， 秘蹟もその他の信条も， ことごとくが此の二
様の途を分つ両刃の銅である。 その指示するところは， それについて或る
証明が与えられ得るが， 誰に対してでも証明され得るとは云えないもの，
又， 如行なる証明も与えられ得ないものを， 白から「知」らざるはたらき
(信仰〉に於て (そのはたらきは「知」られ得ざるが故に或いは強く或い
は弱くなり得るのである) ， 受取ることである。 それはそこで我々を安ら
わせる大悟ではなく， それを投ぜし者が， tこだそれが;燃えることのみを望
んだ火の告げである。 日[Jち， 告げられたこと， その詰いとの全き非同一に
於て， 正に， 虚と愚の散乱と， 罪の不可思議な歪みに在る我々を示し， そ
れ故に， 己れの同一に立ち返るべく我々を空しさへと駆るのである。
従って， 信仰は我々の至るべき， 同ーへの予期に於ける魂の結集(con
jicie ndo) であり，
であり，

そこに於ける全き安らいの予期としての安らいのなさ

(それは同時に予期に於げる7寄付きである〕従って死の練習のみ

ちびきであって， そこに至れる同ーの姿ではない。 だからimago ではな
いのである。 そして又それ故に， 信仰と云う詰いが， 諾いとしてどのよう
な光であるのかは，

í面と面とを合わせJ，

í我が知られる如くに知る」こ

とによって， その如くに 又己れをも夕、日り得べき同一に達する迄は知られ得
ないのである。 聞にも似た此の薄明は， そこに至って， 真理の光に呑まれ
るであろうが， そこに至って始めてあらわとなる虚と愚と罪とを， 今我々
がその内に在りと示すのであるから， その内に在る見知らぬ異様な我を，
我々にはその光の故に知り (信仰の諾い)，

そしてそのように在る者とし

てその光によって， 同一に於ける自己の同ーへと還帰する。 諾いによって，

�8

その光は異様な我を見る我の光り( 聞き〉であるが， しかもその光りの下
巴 m)へと( i n Deum)至るものとして， それ( Deus)
に( Deo) それ( Du
のあらわれ(ょ�ulnであるからである。 我々は， 我々をそこにあらわなら
しめるものの背後にまわることは出来ない。
こ こで， キリストの持つ独自の意味が示される。 「自分が，

今ここで語

るこ とは， 自分から詰るのではない， それは白分を遣した者の言葉なので
あるJ 1私を信ずる者は， 私を信ずるのではない」 とキリストは云う。 歴
史上の一時点一地点に於て， 人となったキリストの， 行いも受難も， それ
をそれとして受lばることは知に属している。 しかしその人とーなるベルソ
ナの内にありながら， 永遠なる神の言葉(Ver bum De i )として父と一体
なるキリストは， 至高の真理そのものであって永遠の秩序に属し， 智にか
かわこるとである。 大工の子， 何人もその過誤をとがめ得ない義しき人，
その受難， 死， そして不可思議な業(奇蹟)や復活すら， それを出来事と
して認めることは歴史的事実の承認であり， その承認は「信」と呼ばれる
にしても，

1知」と同義である。 それが屡々否定されることも事実である

が， それは世界の歴史に於ける多くの出来事， あLたことのない土地や都市
に於ける種々なる事実， 友人に閲すること， 又， 自分が両親と信じている
人々がほんとうに自分を生んだ人々であると云う;事実， 等々と異るところ
はない。 それ等は「知IJ の可能性の内に在って， それ故に「知」と同義で
あって{言仰ではない。
「私の語る言葉は， 私から語るのではない」と云う言葉を聞いて， そこ
にVer bum Deiを聞くのみな らず，

人となりしVer bum De i を諾うこ

とが信仰である。 キリストの言葉は此のVer bumを告げる。 だから， 1私
が途であり， 真理であり， 生命である」と云うのである。 そしてキリスト
を信ずることが， 信仰なのである。 それは歴史の上の一事実( factumbru
t
um)を「信」ずる
ことではない。 キリスト は， 上述のあの還帰を呼び醒
すことによって， 信仰の途を拓き， むしろ白から信仰の途となる。 行子の

信 仰 に つ い て

L向

保証も， 一切の権威もかかってここに在る。 だが， )主はそこへと導く途で
あるが，

唯ひとり真なる神と，

そのVe rbum がVe rbum として， かく

れなくあらわれることく真理〉ではない。 永遠の生命はその真理全体のあ
らわれ即ち生n (=智〉に在るのであって，

信仰がそれではない。 信仰が

「希望されることがらな， 現前へとみちびくことによって， 保証すること
であり， 未だあらわとなってはいないもの(真理〉があらわとなることを，
虚の閣を払って確認させることである」と云われる所以で、ある。
創造， 原罪， 悪， 死， 托t}， 復活， 肉身の匙り， 世の終末， 三位一体，
之等のことは， 黙示として告げられている。 黙示はj全を包む閣を照し， 謎
を解く秘舗として， !全トーに在る己れを超える同意と共感(帰依〉を喚起す
るが， 黙示はそれ自身を問かない。 謎を解く謎は途上に投ぜられた光りの
核として， キリストのE己1
:事事実の上に立ち， 白らE理と名乗り， しかも， ここは亘理の住まうとこ ろ
ではないと告げる途の古葉が， 途を行く者に， 解けない主主主を受取らせる
のである。 信仰によって， 己れの聞かれていない非同ーを知る者のみが，
此の未だ聞かれない核を， 未だ聞かれない光りの絞として受取る。 信仰は，
l'iJーの中に在り， それへと向う非同一に於げる， 非同ーの共感(同意， 帰
依〕である。 その暗さの故に， 信仰に於て， キリストは外的な「権威」の
姿をとるのである。
ここで信仰は， 信仰によって光りなのであり， �J!しとして白からが根拠
である。 しかし未だ開かれない光りとして， 信仰がそれ自身として充ー足す
るものではないことを告げ， そのことによって智への途の指示である。 だ
から魂は智への途を歩みつつ信じ， 信じつつ歩む (Cogitando credit， cre
de ndo cogitat)。 真理がその全体をつくしてあらわれ来たる時に，

信仰は

過ぎ去るが， r知」も又解消するであろう。 此の一切に於て一切となるそ
の時迄， 信仰の途は信仰の途として存続する。

factum brutum の中に身

を没するかの如く， 歴史と白然の大地に下り立った キリストを絶対的な，ü[

lCO

しとして，

ドグサに身を曝しつつその閣を縫って， 信仰は信仰より信仰に

至るのである。
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