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なぜ「告白すること」が哲学的でありうるのか
――アウグスティヌス『告白録』への招待（その１）――

山口 雅広

Ⅱ. 「告白」の二義性

1. 『告白録』という書名について

『告白録』とは、«Confessiones» の訳で

ある。かつては『懺悔録』と訳されたこ

とがあったし、『讃美録』と訳すことが

提案されたこともあった。いまではほか

に、たんに『告白』と訳されることもあ

る。

『告白録』と訳すばあいには、書物と

しての性格を強調することになり、他方、

『告白』と訳すばあいには、書物として

もつ過去性を軽減することになる。

2. 「告白」の二義性

書名のもとになっている、「告白する

（confiteri）」という動詞は、ここでは、

ふたつの意味をもつ。ひとつは「懺悔」

であり、もうひとつは「讃美」である。

 資料①：「告白」の二義性

告白は二つのしかたで理解される。わたした

ちの罪におけると、神への讃美におけると。

わたしたちの罪における告白が知られ、しか

もすべての民によく知られているので、講読

〔教会での聖書の読解〕で告白という名詞が聞か

れると、讃美においていわれようと罪につい

ていわれようと、こぶしが胸を打つほどだ。

それゆえ、告白という名詞は罪について知ら

れている。わたしたちは讃美における告白を

探求しよう。（アウグスティヌス『詩編講解』

第 141 編 19（［松﨑 2009］16 頁）。参照、同

書第 144編 13（［中川･松﨑］115頁、注 66）。）
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大教皇グレゴリウス（590‐604 在位）によってヴァチ

カンのラテラン宮殿に設けられた図書室に描かれた、

現存する最古のアウグスティヌス像（フレスコ画）。

下には以下のことばが記されている。「さまざまな教

父がさまざまなことを語ったが、このひとはすべての

ことを語った、ローマのことばによって、神秘の意味

を雷鳴のようにひびかせながら（Diversi diversa

patres sed hic omnia dixit romano eloquio mistica

sensa tonans）。」（［松﨑 2009］扉。ただし一部改変し

て引用した。）
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Ⅰ. アウグスティヌス（Augustinus 354-430）の生涯

◆ 資料②：アウグスティヌス略年譜

西暦 年齢 生涯と『告白録』の関連箇所

354 0 11月 13日、タガステ
現在のアルジェリア民主

人民共和国スークアラス で生まれる。( )

父パトリキウス、母モニカ。

371 17 同地で、父、歿する（III,4,7）。

373 19 キケロの『ホルテンシウス』

を読む（III,4,7）。

聖書を読む（III,5,9）。

マニ教徒になる（III,6,10; Ⅳ

,1,1）。

382 28 マニ教にたいする疑問を抱き

はじめる（Ⅳ,1,1; Ⅴ,3,3）。

マニ教の司教ファウストゥス

に会う（Ⅴ,3,3; 6,10‐11）。

386 32 新プラトン派の書物を読み

（Ⅶ,9,13; Ⅷ,2,3）、ひきつづ

き司教アンブロシウスの説教

を聞き（Ⅵ,3,4; 4,6）、大きな

影響を受ける。

聖書、とくに使徒パウロの書

簡を読み、その深い意味を理

解しはじめる（Ⅶ,21,27）。

8 月、ミラノの庭園で回心す

る（Ⅷ,12,29）。

387 33 4 月 24 日、復活祭の夜、アン

ブロシウスから洗礼を受ける

（Ⅸ,6,14）。

秋、オスティアにて、母、歿

する（Ⅸ,8,17ff.）。

391 37 ヒッポ･レギウス
現在のアルジェリア民

主人民共和国アンナバ の司祭になる。( )

396 42 同地の司教になる。

400 46 『告白録』完成。

421 67 『三位一体論』完成。

427 73 『神の国』完成。

430 76 8 月 28 日、ヒッポ･レギウス

にて歿する。
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略年譜そのものは、［宮谷 1981］

374‐377 頁、［宮谷 2007］i‐iv 頁

を参考に作成した。地図は［松

﨑 2009］所収のものによる。ア

ウグスティヌス関係の図像の詳

細については、［図像］の 30, 74,

75, 102番を見よ。
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Ⅲ. 『告白録』の構成とその問題

1. 『告白録』にかんする或る問題

――統一性はあるのか――

『告白録』には、その書全体をまとめあ

げるような統一性を認めることはできる

のか、できるとすれば、それは何によっ

てもたらされるのか、という問題がある。

2. 統一性に疑問がもたれるわけ

構成にまとまりがない。じっさい、『告

白録』全 13 巻のうち、第 9 巻までは過

去の自分について、第 10 巻では現在の

自分について、それぞれ語られている。

この意味では、第 10 巻までは、著者自

身についての記録であると見ることがで

きる。ところが、のこる最後の 3巻でお

こなわれているのは、聖書解釈である。

そこでは、もはや自分のことは何も語ら

れていないのである。

 資料③：『告白録』の構成についての証言

第一巻から第十巻まではわたしについて、他
、、、、、、、

の三巻には聖書について、「はじめに神は天と
、、、、、、

地を創造した」（創世記一･一）と書かれてい

る箇所から安息日の休息（同二･四）までのこ

とが記述されている。（アウグスティヌス『再

考録』第 2巻第 6章第 1節（［松﨑 2009］5頁）。）

 資料④：「自伝（autobiographie）」の定義

定義 実在の人物が、自分自身の存在につい
、、、、、、 、、、、、、、、、、

て書く散文の回顧的物語で、自分の個人的生
、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、

涯、特に自分の人格の歴史を強調する場合を
、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、

言う。（［ルジュンヌ（花輪監訳）］16頁。）
、、

3. それでも統一性はあるとされるわけ

「わたしについて」の部分と「聖書につ

いて」の部分は、異なる観点からではあ

るが、いずれも救済史を論じている。じ

っさい、後者は、創造の事実の記述のな

かに、人類全体の救済の計画を読みとろ

うとしているのであるし、前者は、現在

にいたるまでの自身の遍歴のなかに、自

身の救済を見ているのである。もっとも、

執筆時の動機を考慮して、『告白録』は

「告白」の根本精神によって貫かれてい

る、と見ることもできるかもしれない。

 資料⑤：「告白」の根本精神

わたしの『告白』一三巻は、わたしの悪と善

とについて、正しい善なる神を讃えているし、

人間の知性と感情を神へとかきたてている。

しばらくわたしにかんしていうと、その書が

書かれているときにも、そのことをわたしの

なかに生じさせたし、いま読まれるときにも

生じさせる。他人がこの書についてどう思う

かは、そのひとたちが知ればいいことだが、

この書は多くの兄弟たちにとてもよろこばれ

たし、いまも変わらずよろこばれているのを

わたしは知っている。

（アウグスティヌス『再考録』第 2 巻第 6 章

第 1節（［松﨑 2009］4‐5頁）。）

 資料⑥：「告白」の根本精神の一貫性

――『告白録』における――

わたしの悪 わたしの善

I‐IX巻 幼年時代でさ ひとなみすぐ

え、罪を犯し れた知能を具

ていたこと。 えていたこと。

X巻 現在の境地で 過去の罪から

も、罪への傾 清められ、も

きを免れきれ っと高い境地

ていないこと。 にいること。

XI‐XIII巻 神のことばを 神のことばを

理解しきれず 理解している

にいること。 こと。

（参照［山田 2014］Ⅲ、305‐308頁。）
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Ⅳ. アウグスティヌスの倫理観

1. 「告白」の具体例（その 1 ）

 資料⑦：青年の学的訓練の度をこえて文学の

勉強に熱中したこと

神よ、おのが才能についても、ひとこと述べ

るを許したまえ。それはあなたの賜物ですが、

何というばかなことに、使いはたしていたこ

とでしょう。課題が出されると、賞讃や恥辱

の報いが気になり、笞打たれはしないかと心

配になって、不安にみたされるのでした。

〔中略〕

主よ、あなたを讃えること、聖書によって

あなたを讃えることによってこそ、心の蔓は
つる

ささえられるべきでした。ばかげたむなしい

ことにさらわれて、鳥ども
「マタイ伝」一三･四には、「乾い

た地にまかれた種は、育たずに鳥(
の餌食となる」とある。「エペソ人への手紙」二･二、六･一二には、悪霊が「空飛ぶ者」

とされている。アウグスティヌスは「鳥」を「堕落した天使」、すなわち「悪霊」の意味

に解する。彼らの特徴は「たかぶり」

である（『詩篇講解』八講一三節）。 のいとわしい餌食になる)
えじき

べきではありませんでした。まことに罪を犯

した天使たちへのいけにえは、一様ではない。

いろいろなしかたでささげられます
「罪を犯した天

使」とは、悪霊(
のこと。神からはなれた人々は知らぬまに、悪霊を

おがみ、それにいけにえをささげる結果となる。 。)

（アウグスティヌス『告白録』第 1 巻第 17 章

第 27節（［山田訳］Ⅰ、56‐57頁）。）

2. 「告白」の具体例（その 2 ）

 資料⑧：仲間と犯した窃盗のこと

私たちの葡萄畑の近くに、実のなった一本の
ぶどうばたけ

梨の木がありましたが、その実は形といい味
なし

といい、とりたてて魅力のあるものではあり

ませんでした。この木をゆり動かして実を落

とすため、われわれ邪悪な若僧どもは、真夜

中にしのびこみました。それまで私たちは、

いとわしい習慣によって、広場でだらだら遊

びつづけていたのです。そしてどっさり実を

もぎとりましたが、自分たちの御馳走にはし
ご ち そ う

ないで、結局豚に投げてやるかどうかしてし

まいました。もっとも私たちは、いくらかは

食べましたが、それは、禁じられていること

をするのがおもしろかったからにすぎません。

（アウグスティヌス『告白録』第 2 巻第 4 章

第 9節（［山田訳］97頁）。）

 資料⑨：盗みの動機を問う

おお、わが盗みよ、十六歳のとき犯したあの

夜の悪行よ。あわれな私は、おまえのうちの

何を愛したのだろうか。おまえは盗みだった

から、美しくはなかった。いったいおまえは、

こうして話しかけることのできるような、実

在するものなのであろうか。

（アウグスティヌス『告白録』第 2 巻第 6 章

第 12節（［山田訳］Ⅰ、85頁）。）

 資料⑩：盗みにおいて愛したのは、ともに罪を

犯す者たちが仲間を組むことだったということ

それにしても、私一人だけだったら、盗みな

どしなかったことでしょう――当時自分の心

はそんなふうだったと回想します――、一人

だけだったら、けっしてそんなことはしなか

ったはずです。ですからそのとき私は、いっ

しょにやった連中と、仲間を組むことを愛し

ていたのです。それゆえ盗み以外の何ものを

も愛さなかったわけではありません。いや、

やはり、「より以外の何ものをも」といってよ

い。なぜなら、仲間を組むこともやはり無な

のだから。〔中略〕じっさい、もしそのとき私

の愛していたものが盗んだ果実そのもので、

それを味わうことを熱望していたのだとすれ

ば、一人で足りるなら、自分一人でその不義

を犯し、もとめる快楽を得ることもできたは

ずです。共謀者たちの心を互いにまさつしあ

ってむずむずしている情欲に火をつける必要

はなかったはずです。

けれども私の快楽はそれらの果実のうちに

はありませんでしたから、それは悪行そのも

ののうちにあったのです。しかもその快楽は、

いっしょに罪を犯す者たちが仲間を組むこと

中世哲学史③
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によってつくりだされるものでした。

（アウグスティヌス『告白録』第 2 巻第 8 章

第 16節（［山田訳］Ⅰ、93‐94頁）。）

 資料⑪：神のうちにすべての善はあること

だれがこの錯 綜し紛糾しきった結び目を、と
さくそう

きほぐしてくれることができるでしょうか。

それは汚らわしく、目をやるのも、ながめる

のもいやです。私がのぞむのはあなたです。

きよらかな光とあきることのない飽満に美し

く飾られている、正義で無垢なるあなたです。

まことに、安息と、みだされない生命とは御

許にある。あなたのうちにはいる者は、主の

よろこびのうちにはいります
「 マ タ イ 福 音

書」二五･二一。 。 何( )

の恐れもなく、至善なる者のうちに至善なる

状態でいるでしょう。私はあなたをすてて迷

いました。神よ、若い時代、私は恒常のあな

たからひどく逸脱し、自分にとって「欠乏の

国
「 ル カ 福 音

書」一五･一四 」となってしまいました。( )

（アウグスティヌス『告白録』第 2 巻第 10 章

第 18節（［山田訳］Ⅰ、96頁）。）

3. アウグスティヌスの倫理観の要点

① 目的論。すべての行為には、何らかの

目的がいつもある。その目的となるもの

は、善いものであり、反対に、悪いもの

が目的となることはない。

② 逸脱としての悪。目的を実現するため

にある手だてを、ひとが不適切な仕方で

用いるばあいには、悪が生じることにな

る。

③ 善悪の明確な区別。善いこととは、神

という目的のためにおこなわれることで

あり、悪いこととは、自分という目的の

ためにおこなわれることである。

Carpaccio, SantʹAgostino nello studio（［図像］88番）.
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Ⅴ. 悪と自由意志の問題

1. マニ教の特徴

アウグスティヌスは、19 歳から 28 歳ま

での 9年間にわたり、マニ教に帰依した。

マニ教とはどのような宗教だったのか。

 資料⑫：マニ教についての簡単な説明

Manichaeism. Founded by Manes ( aka.,

Mani) around A.D. 240 in Persia,

Manichaeism is a complex and electic cluster

of doctrines, with teachings borrowed from

Eastern religions, Christianity, and astrology.

Its dogmas most relevant to an understanding

of the Confessions are its dualism, its

materialism, and its polemic against orthodox

Christianity. (［Foley］330)

 資料⑬：マニ教の唯物論の受容

そして神について思いめぐらそうとしても、

容積のある物体しか考えてみることができま

せんでした。――何であれそういう性質でな

いものが存在するとは、思われませんでした

から――。これこそは、私のさけがたい誤謬

の、最大の、ほとんど唯一といってもよい原

因でした。（アウグスティヌス『告白録』第 5

巻第 10章第 19節（［山田訳］Ⅰ、238‐239頁）。）

 資料⑭：マニ教の二元論の受容

ここからまた私は、悪には何かそのような性

質の実体があり、それは、地と呼ばれる粗雑

なものにせよ、気体のように微細精妙なもの

にせよ、とにかくいとわしく醜い容積を有し

ていると信ずるようになりました。この微細

精妙なものを彼らは、地上をはいまわる悪意

の精神だと想像しています。

しかし私は、わずかながらもっていた敬虔

の念から、善なる神が何か悪い本性のものを

創造したなどということはどうしても信ずる

気になれませんでしたから、二つのもののか

たまりがあってお互いに対立し、どちらも無

限であるが、悪いかたまりのほうが狭く、善

いかたまりのほうが広いのだと考えてみまし

た
悪いかたまりは「闇の国」、善いかたまりは「光の国」。どちらも無限であるが、光

の国のほうが大きい。前者は下に、後者は上にあって相接し、闇の国は光の国の中(
にあたかも楔をうちこんだように突きこんでいる（『マ

ニ教の基礎といわれる書簡を駁す』二一章二三節）。 。そしてこの危)

険有害な思想の発端から、他のすべての冒瀆

的な考えが生じてきたのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 5 巻第 10 章

第 20節（［山田訳］Ⅰ、239‐240頁）。）

 資料⑮：意志による自由決定の否定

そのころまだ私は、罪を犯すのは自分ではな

くて、自分のうちに存在する何か知らないが、

ある別の本性の者であると思っていました。

そして、罪の責任をまぬがれているというこ

とが、自分の傲慢な心に満足を与えました。

何か悪いことをしたときにも、あなたにたい

して罪を犯したから魂をいやしてくださるよ

うに、「自分がそれをやったのです」と告白せ

ずに
「詩篇」

四〇･五。 、自分を弁護し、何か知らないが( )

自分とともにあってしかも自分でない他のも

のに、罪をなすりつけようとしていたのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 5 巻第 10 章

第 18節（［山田訳］Ⅰ、236頁）。）

2. マニ教に惹かれたわけ

アウグスティヌスをマニ教のもとへ深入

りさせたものは何か。それは、ひとこと

でいえば、マニ教のキリスト教的合理主

義である。

 資料⑯：マニ教徒が『旧約聖書』を非難するさ

いの論拠

「悪はどこから生ずるのだ」

「神が有限な身体の形を有し、髪の毛や爪な

どをもっていることがありえようか」

「同時に何人もの妻をもち、人々を殺し、動物を

いけにえにささげるような者たちを義人とみなす
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べきであろうか」（アウグスティヌス『告白録』

第 3 巻第 7 章第 12 節（［山田訳］Ⅰ、121 頁）。）

 資料⑰：カトリックの信仰はまったく不合理であ

るという思い

私は、カトリックの信仰は、反対するマニ教

徒たちにたいして何一つ弁明できないと思っ

ていた〔以下略〕。（アウグスティヌス『告白録』

第 5巻 14章第 24節（［山田訳］Ⅰ、251頁）。）

 資料⑱：マニ教におけるキリストの受容

マニ教は、神の子キリストをみとめる。それ

は、人間の魂を救うため光の国から闇の国に

光の父なる神によってつかわされた「第一の

人間」である。しかし、ダヴィデの子孫たる

ことを述べる「マタイ福音書」を否定し、神

の子キリストの系譜を述べる「マルコ福音書」

を肯定する。アウグスティヌスがこの説に従

ったのは、神の子の受肉が、神を汚すことに

なると考えたからである。すべて肉的なもの

は悪であるから〔以下略〕。

（［山田訳］Ⅰ、訳注(90)、243頁。）

3. 新プラトン派の書物から学んだこと

アウグスティヌスは 31 歳のとき、新プ

ラトン派の書物に出会い、「自己還帰」

の道を学び、「悪の原因」と「自由決定」

のふたつの問題を解決する糸口を得た。

 資料⑲：自己還帰

そこで私は、それらの書物から自分自身にた

ちかえるようにとすすめられ、あなたにみち

びかれながら、心の内奥にはいってゆきまし

た
アウグスティヌスが新プラトン哲学から学んだ最大のものは、自己還帰の道である。

もっとも、両者のあいだには大きなちがいがある。プロティノスにおいては、本来(
一者から発した魂は、自己のうちにもどることによって根源たる一者と合一し、一者その

ものとなるのである。アウグスティヌスにおいては、自己自身にもどった魂は、自己の内

奥に、自己をこえたところに神を見るのである。この章全体に

対応する箇所として、『エネアデス』五巻一、三、五篇を参照。 。)

（アウグスティヌス『告白録』第 7 巻第 10 章

第 16節（［山田訳］Ⅱ、42‐43頁）。）

 資料⑳：存在者はすべて善いものであること

このように、存在しているものはすべて善い

のであって、私がこれまで「どこから生ずる

のだろう」とたずねていたあの悪なるものは、

実在ではなかったのです。もし実在するもの

だとすれば、善いもののはずですから。

（アウグスティヌス『告白録』第 7 巻第 12 章

第 18節（［山田訳］Ⅱ、47‐48頁）。）

 資料○21 ：悪の原因としての「転倒した意志」

そこで私は、不義とは何かとたずねてみて、

それが実在するものではなく、むしろ至高の

実在である神、あなたからそむいて、もっと

も低いものへと落ちてゆき、内なる自己を投

げすてて、外部にむかってふくれあがってゆ

く転倒した意志にほかならない、ということ

を悟りました
「集会書」一〇･一〇。『エネアデス』五巻一篇一節にも、「魂

にとっての悪の根源は不遜であり、それは、魂がどこまでも(
自己自身にとどまろうとすること、つまり自己に執着することである」といわれている。

プロティノスにおいては、魂が自己をこえて自己の内部にはいり、ついに一者に還帰する

ことが善であり、魂が自己にとどまることは、本来の自己にもどらないという意味で本来

の自己の外にあることになる。一方、アウグスティヌスにとって「自己の外に出る」とは

神からそむきはなれることであり、「自己にもどる」とは、プロティノス的意味で神に合

一することではなくて、むしろ神に「むかい」神にたいする魂の正しい秩序を維持しかつ

それを自覚する

ことである。 。（アウグスティヌス『告白録』第 7)

巻第 16章第 22節（［山田訳］Ⅱ、54‐55頁）。）

 資料○22 ：「習慣の流れ」

私は自分を責めて、あらんかぎりのことをいい

ました。自分の魂が、あなたの後についてゆこ

うと努めている自分に従うようにと
ここでアウグスティ

ヌスの魂は、三つに(
分裂する。(1)神に従おうとする私、(2)神に従うまいとする私、(3)第二の私を第一の私に従

わせようとして、その私を責め、笞打つ私。以下の叙述を理解するために、この分裂をこころ

えておく必

要がある。 、あらんかぎりの裁きの笞で魂を打ちま)
むち

した。しかも私の魂は、抵抗し、拒絶しつづけ

ました。しかしもう何の弁解もできません。弁

解のための論拠はことごとくつきはて、打ち破

られてしまったのです。のこるはただ、黙って

恐れおののくばかりです。しかも私の魂は、従

ってゆくならばしだいにおとろえて、ついには

死ぬよりほかないあの習慣の流れ
すなわち肉欲の習慣。は

げしい勢いで人を押し流(
す不可抗な「流れ」

にたとえられる。 からときはなたれることを、まるで)

死ぬことでもあるかのように、恐れおののいて

いたのです。（アウグスティヌス『告白録』第 8

巻第 7章第 18節（［山田訳］Ⅱ、116‐117頁）。）
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Ⅵ. 真理への愛と人間の弱さ

1. 真理への愛

だれもが真理をよろこぶことを欲してい

る。虚偽を真実と思い誤りたくないと思

っている。

 資料○23：ひとはみな真理を愛していること

じっさい、すべての人々にむかって、虚偽よ

りも真理によってよろこぶほうを欲するかと

たずねるならば、何の躊躇もなく、真理によ

ってよろこぶほうを欲すると答えます。それ

はちょうど、何の躊躇もなく、至福でありた

いと思うと答えるのと同様です。まことに至

福の生とは、真理から生ずるよろこびにほか

なりません。すなわちそれは、真理にてまし

ますあなた
「ガラテヤ人への

手紙」五･一七。 によって生ずるよろこ( )

びです。神よ、わが照らしの光よ
「詩篇」

二六･一。 、 わ( )

が顔の救いよ、わが神よ
「詩篇」四

一･一二。 。( )

たしかにこの至福の生を、すべての人が欲し

ています。ただそれのみが至福であるこの生を、

すべての人が欲しています。真理によって生ず

るよろこびを、すべての人が欲しているのです。

私は人を欺こうと欲する人々を多数知っていま

すが、人に欺かれたいと思っている人間はまだ見

たことがありません。（アウグスティヌス『告白録』

第 10巻第 23章第 33節（［山田訳］Ⅱ、288‐289頁）。）

2. 倒錯を引き起こしてしまう人間の弱さ

しかしながら、真実がにくまれ偽りが歓

迎されることがある。それは、ひとが真

実を優先せず、自らの欲求の充足を優先

し、真理以外のものを真理として愛して

しまうことがあるからである。

 資料○24 ：喜劇作家による諷刺

当節、従順〔追従〕は友を生むが、真実は憎しみ

を生むと言いますからね。（テレンティウス

（Terentius 前 190頃‐前 159）『アンドロス島の

女』67‐68（［テレンティウス（木村訳）］12頁）。）

 資料○25 ：真理がにくしみを生むわけ

彼ら〔人々〕は真理を愛しますが、すべてまこ

との真理以外のものを愛する人々は、自分の

愛するものが真理であることを欲するという

しかたで愛します。そして、欺かれるのをい

とうあまり、自分のまちがっていることを説

得されたくありません。そこで彼らは、自分

たちが真理だと思って愛しているもののゆえ

に、かえって真理をにくむようになるのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 10 巻第 23

章第 34節（［山田訳］Ⅱ、290頁）。）

 資料○26 ：自分の弱さの告白

主よ、遠ざけたまえ。御身に告白するしもべの

心より遠ざけたまえ。「いかなるよろこびをよ

ろこぼうとも、私は至福だ」という考えを遠ざ

けたまえ。（アウグスティヌス『告白録』第 10

巻第 22 章第 32 節（［山田訳］Ⅱ、286 頁）。）

 資料○27 ：探求の必要性

それにしても人間は、こんなにもみじめな者

でありながら、しかもなお、虚偽よりはむし

ろ真実をよろこびたいと思っています。です

から人間の心は、いかなるじゃまものをもあ

いだに割りこませることなしに、真なるすべ

てのものがそれによって真である真理そのも

のを、しかもただその真理だけを、よろこぶ

にいたるとき、はじめて至福となることでし

ょう。（アウグスティヌス『告白録』第 10 巻

第 23章第 34節（［山田訳］Ⅱ、291頁）。）

 資料○28 ：自己探求と神探求の一体化

私が御身に知られているように、御身を私に

知らしめたまえ。（アウグスティヌス『告白録』

第 10巻第 1章第 1節（［山田訳］Ⅱ、219頁）。）

中世哲学史③
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Ⅶ. 記憶における神探求とその意義

1. 記憶における神探求

アウグスティヌスが神を探求するのは、

自分自身の «memoria»においてである。

それは「記憶」と訳されるものであり、

「わたし」の過去、現在、未来を貫いて

持続する。その意味で記憶は「わたし」

そのものである。

 資料○29 ：アウグスティヌスの記憶論

アウグスティヌスの記憶論はきわめて独創的で

ある。彼にとって記憶は何よりもまず魂の場で

あり、そこには感覚的心象とともに知性的概念

もあり、自己のいっさいの経験があり、さらに

また未来の希望もある。記憶は時間を貫いて持

続する自己そのものであるとともに、自己が自

己をこえて神に出会う自己超越の場でもある。

（［山田訳］Ⅱ、訳注(58)、242‐243頁。）

 資料○30 ：記憶のなかで過去、現在、未来の

すべてが現存すること

時間の不正確な 時間の厳密ないい方

いいならわし

過去 過去について 記憶

の現在

現在 現在について 直観

の現在 〔直視〕

未来 未来について 期待

の現在

（参照、アウグスティヌス『告白録』第 11巻第 18

章第 23節、第 20章第 26節、第 21章第 27節。）

2. 記憶に内在しつつ記憶を超越する神

われわれは、記憶における探求の末に、

神に出会う。その神は、「わたし」を含

むすべてのものをこえて、不変でありつ

づける共通の真理であり、われわれがく

だすあらゆる判断の基準となるものであ

る。

 資料○31 ：神の記憶（その 1 ）

――私の記憶のうちに住まう神――

記憶の力は偉大です。神よ、それはなにかし

ら恐るべきもの、深く無限に多様なものです。

しかもそれこそ心であり、それこそはまさに、

私自身なのです。では神よ、私はいったい何

者でしょう。私はいかなる本性のものなので

しょうか。〔中略〕

さて、このような記憶の中で、私はこれら

すべてのもの〔物体の心象や、心におこる感情の

観念ないし知標、それに学問技術の知識といったも

の〕のあいだを、あちらこちらかけずりまわ

り、とびあるき、のみならず、できるかぎり

もぐりこんでもみますが、どこにも際限があ

りません。記憶の力はこんなに大きい。死す

べき者として生きている人間のうちに、こん

なにも大きい生命の力がふくまれているので

す。

では、神よ、わが真の生命よ、私は何をし

たらよいのでしょう。私はこの記憶と呼ばれ

る自分の力をもこえてゆかなければなりませ

ん。〔中略〕私は、この自分を四足の動物から

区別し、空飛ぶ鳥よりも知恵あるものとして

造ってくださったあの方に達することができ

るために
「ヨブ記」

三五･一一。 、記憶をもこえてゆこう。( )

記憶をもこえてゆきましょう。しかしそれは、

どこであなたを見いだすためなのでしょうか。

まことに善にして確実な甘美にてまします方

よ。どこであなたを見いだすためなのでしょ

うか。

もしも私の記憶の外にあなたを見いだすの

だとすれば、私はあなたを記憶していないは

ずです。けれども、もし私があなたを記憶し

ていないとすれば、どうしていまあなたを見

いだすことができるのでしょうか
神は記憶をもこえる。

ゆえに神を見いだすた(
めに記憶をもこえてゆかねばならない。しかし、もし神が記憶のうちにましまさないなら

ば、われわれはどこに神を見いだすことができるか。かくて、神は記憶の中にあって記憶

中世哲学史③
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の中にないというアポリアにおちいる。これをとくためには、神をもとめて記憶の野を

突破したところに、神と出会うべきあらたな記憶の野があるとしなければならない。 。)

（アウグスティヌス『告白録』第 10 巻第 17

章第 26節（［山田訳］Ⅱ、271‐273頁）。）

 資料○32 ：神の記憶（その 2 ）

――神が見いだされる記憶の段階――

記憶の中で自分の心が占めている心そのもの

の座所〔在処〕にはいってゆきましたが――じ

っさい、心は自分自身をも記憶しているので

す――、そこにもましまさなかった。あなた

は、物体的なものの心象ではなく、よろこび、

かなしみ、のぞみ、恐れ、おぼえ、忘れ、そ

のほかこれに類するような、心を有するもの

の感情でもないように、心そのものでもない

のです。

まことにあなたこそは、心の主なる神にま

しまして、これらすべてのものを動かし〔変化

させ〕ながらご自身は万物をこえて不変にとど

まり、しかもあなたを知るようになってから、

かたじけなくも私の記憶のうちに住みたもう。

（アウグスティヌス『告白録』第 10 巻第 25

章第 36節（［山田訳］Ⅱ、293‐294頁）。）

 資料○33 ：神の記憶（その 3 ）

――神の超越性――

では知るようになるために、あなたをどこで

見いだしたのでしょうか。〔中略〕ほかならな

い、「私をこえて、あなたにおいて」ではなか

ったでしょうか。けっして場所はありません
神を知るようになってから、神は自分の記憶のうちにまします。しかしそれ以前はどこ

にましましたか。どこで私は神に出会ったかそれは私の記憶の中ではない。それは「私(
の記憶をこえた、あなたにおいて」でなければならない。かくて神に関する根源的な知は、

記憶をこえた神において得られるものでなければならない。記憶をこえることは自分をこ

えることである。神に関する根源的な知は、自己が自己をこえ、神のうちにあることにお

いて得られる。人間の精神はそのもっとも奥深いところにおいて、超越者である神に向か

って開かれ

て い る 。 。私たちはあなたから遠ざかったり近)

づいたりいたします。しかし、けっして場所

はありません。

真理よ、あなたは、問いたずねるすべての

人々にたいし、いたるところに座を占め、い

ろいろ異なる質問を発するすべての人々に、

同時に答えたもう。明瞭に、答えたもう。し

かしすべての人が、明瞭に聞くとはかぎりま

せん。すべての人は、自分の聞きたいことを

あなたにたずねます。しかしかならずしも、

聞きたい答えを、いただくとはかぎりません。

自分の聞きたいことをあなたから聞こうと

するよりもむしろ、あなたから聞くことをそ

のままにうけとりたいと心がける人こそは、

最良のあなたのしもべなのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 10 巻第 26

章第 37節（［山田訳］Ⅱ、294‐295頁）。）

3. 記憶における神探求の意義

「ひとは真理によってよろこぶことを欲

している」こと、このことに自覚的であ

るように、われわれ人間をあらためて促

すという点に、記憶における神探求の意

義、ひいては『告白録』の哲学的ともい

うべき意義を認めることができる。

Botticelli, SantʹAgostino nello Studio（［図像］71番）.
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約されている。そこには、『告白』の統一性に

ついての、石原自身の見解がふくまれている。

［内山･中川編著］内山勝利、中川純男（編著）

『西洋哲学史〔古代・中世編〕フィロ

ソフィアの源流と伝統』ミネルヴァ書

房、1996年。

「古代ギリシアからキリスト教的中世世界ま

での哲学思想の全体を網羅的に考究する。膨

大な原典資料を基礎とする史的考察を通して、

哲学の伝統と本姿を明確に描きだすとともに、

最新の文献学的研究成果を踏まえて、今日的

課題の解明にも寄与しうる新たな哲学的示唆

を提示する。」（「BOOK」データベース）

［岡野 1993］岡野昌雄「『告白』と中期の著作」、

［金子編］（29‐39頁）所収。

「『告白』という書物」「マニ教批判文書」「『キリス

ト教の教え』と聖書講解」という、以上 3 つの節

からなる小論。とくにその最初の節は、［岡野 1997］

の重要箇所を凝縮したものと見ることができる。

じっさい、それは、「執筆の背景」「全巻の概要」「主

題と統一性」「神との対話」からなっている。

［岡野 1997］――『アウグスティヌス『告白』

中世哲学史③
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の哲学』創文社、1997年。

「第一章「『告白』の主題と形式」で研究史を批

判しつつ整理したうえで、「アウグスティヌスの

告白を聞いて、彼とともに喜び悲しむ者を、彼は

「兄弟」と呼ぶ。愛は、彼の個人的な経験を蒸留

させ、兄弟たちの心に共同の経験として結晶化さ

せる。告白とは、まさに、このような愛に基づく

人格的な関係を開く、共同的な営みである」と結

論づける。賛成だ。」（［文献案内G］242頁。）

［加藤］加藤信朗『アウグスティヌス『告白録』

講義』知泉書館、2006年。

「古代哲学の研究者によって、教会での講義

をもとに、日本語で書かれた最初の本格的な

すぐれた哲学的註解。〔ただし〕第一〇巻まで。」

（［文献案内 G］237頁。）

［金子編］金子晴勇（編）『アウグスティヌスを

学ぶ人のために』世界思想社、1993年。

「テーマ毎の便覧といった趣の概説書。「生涯

と著作」、「哲学思想と神学思想」、「アウグス

ティヌスの歴史的意義」という三つの大きな

柱のもとに、著作別あるいはテーマ別に一七

の論考が収められている。ただこれも残念な

がら現在新刊としては入手が困難のようであ

る。」（［文献案内 C］121頁。）

［クーパー（上村訳）］ステファン・A・クー

パー（著）上村直樹（訳）『はじめての

アウグスティヌス』教文館、2012 年。

「西方教会の礎を築いたアウグスティヌス。

彼の生い立ちから、若き日の罪との葛藤やマ

ニ教やプラトン主義との接近、そして彼の回

心とその後の歩みまでを、自伝『告白録』を

もとに生き生きと描く。」（http://www.

kyobunkwan.co.jp/publishing/archives/10836 ）

［今］今義博「超越と認識」、［中川･加藤編］

（164‐180頁）所収。

「2 中世哲学における超越と認識」では、その

具体例として、アウグスティヌスが取りあげら

れている。『告白録』第 7 巻と第 9 巻に記述の

ある、2 度の神体験への解説が含まれている。

［ジルソンほか（服部･藤本訳）］エティエンヌ

･ジルソン、フィロテウス･ベーナー

（著）服部英次郎、藤本雄三（訳）『ア

ウグスティヌスとトマス・アクィナス』

みすず書房、1981年。

アウグスティヌスとトマスそれぞれの、思想

全般にかんするすぐれた手引書。

［高橋］高橋亘『聖アウグスチヌス「告白録」

講義』理想社、1966年。

NHK の古典講座として放送された原稿に、

若干手が加えられたもの。『告白録』の背景を

なす思想も簡潔平明に説明されている。

［チャドウィック（金子訳）］ヘンリ･チャドウ

ィック（著）金子晴勇（訳）『アウグス

ティヌス』教文館、1993年。

「体裁上は入門書もしくは概説書に違いない

が、その内容は「驚嘆に値するほど充実」し

ている〔（訳者あとがき）212 頁〕。とは言え

充実しすぎていて、はじめてアウグスティヌ

スに接しようとする人にはかえって難しいか

もしれない。まず〔［宮谷 1981］などで、〕ある

程度全体像を押さえてからの方がはるかに面

白く読めるだろう。」（［文献案内 C］121 頁。

ただし一部改変して引用した。）

［出村］出村和彦『アウグスティヌス 「心」

の哲学者』岩波書店、2017年。

「「西欧の父」と讃え称されるアウグスティヌ

ス（354‐430）。『告白』『神の国』などの著作

をはじめ、永遠なる神を前にした人間の「心」

を深く見つめるその思索は、自由意志の問題、

悪の原因について、そして時間論にまで及ぶ。

激動のローマ帝国末期、哲学と信仰を架橋し、

知への愛と探究をとおしてキリスト教の道を

歩んだ生涯を描く。」（https://www.iwanami.

co.jp/book/b313872.html）

［富松］富松保文『アウグスティヌス 〈私〉

のはじまり』日本放送出版協会、2003年。

「私が私であることはどうやって知ることが

できるのか。鏡に映ったおぼろな私は、神の

似像なのか。鏡の比喩を通して、後の近代哲

学で問題となる自我を先駆的に捉えた思想と
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してアウグスティヌスを捉え直す。」（ http://

www.nhk‐book.co.jp/shop/main.jsp?trxID=013

0&webCode=00093132003 ）

［中川 2000］中川純男『存在と知 アウグス

ティヌス研究』創文社、2000年。

「アウグスティヌスにとっての知の確実性の

根拠をテキストに深く精緻に問い、彼とわれ

われとの共通の思考の場を築こうとする試み。

とくに、第一章と第二章は『告白』第一〇巻

の幸福の生と真理の問題にかんするすぐれた

分析をふくむ。」（［文献案内 G］244頁。）

［中川編］――（責任編集）『哲学の歴史 3

神との対話 【中世】』中央公論新社、

2008年。

「中世は「暗黒時代」ではありません。古代

の豊かな遺産を受け継ぎ、独自の充実をもた

らしました。また、哲学はつねに神学に従属

していたわけではなく、むしろ相互の緊張関

係と触発のなかから精緻かつ壮大な体系が生

まれました。ビザンツ世界の動向やイスラー

ム哲学の達成、さらに西方と東方との交流に

も目を配りながら、古代教父思想からスコラ

学の総合を経てドイツ神秘主義にいたる流れ

を概観し、近･現代の母胎としての中世を明ら

かにします。」（http://www.chuko.co.jp/

zenshu/2008/01/403520.html）

［中川･加藤編］――、加藤雅人（編）『中世哲学

を学ぶ人のために』世界思想社、2005年。

「古代ギリシアを継承し、近世哲学の母胎と

なった中世哲学。その豊かな可能性を解明す

べく、神と人間、心と記号、認識と存在、超

越と実存、自然と宇宙といった視点から、中

世思想に新たな光を照射する。巻末に年表、

人名小事典、用語集を付す。」（http://www.

sekaishisosha.co.jp/cgi‐bin/search.cgi?mode=

display&code=1143）

［中川･松﨑］――、松﨑一平「アウグスティ

ヌス」、［中川編］（81‐190頁）所収。

「真理のありか」「『告白』の哲学」「『三位一

体論』･教会･『神の国』」、そして「意志と恩

恵」、以上 4 節からなる、アウグスティヌスの

思想全般にかんするすぐれた解説。

［服部］服部英次郎「解説」、［服部新訳］下巻

（271‐288頁）所収。

アウグスティヌスの生涯、告白することの意

味、『告白』の構成の問題、そして『告白』の

根本思想についての、簡明な解説。

［服部･藤本］――、藤本雄三『アウグスティ

ヌス 告白』有斐閣、1980年。

「全巻を対象とする、貴重なランニング･コメ

ンタリー的入門書。入手困難。」（［文献案内 G］

237頁。）

［ブラウン（出村訳）］ピーター･ブラウン（著）

出村和彦（訳）『アウグスティヌス伝』

全 2冊（上･下）、教文館、2004年。

「手紙や説教などを駆使して書かれた画期的

伝記として大きな影響を与えてきた一九六七

年刊の初版本（Faber and Faber刊）に、「デ

ィヴジャック書簡」と「ドルボー説教」をふ

まえた「新しい証拠」と「新しい方向」との

二つの章からなる長いエピローグを付したも

の。」（［文献案内G］242頁。）

［松﨑 1996］松﨑一平「アウグスティヌス」、

［内山･中川編著］（161‐172 頁）所収。

『告白』についての、簡にして要を得た解説。

［松﨑 2005］――「愛の思想――キリスト教

倫理学の基礎――」、［中川･加藤編］

（23‐42頁）所収。

キリスト教において、幸福が徹底的に彼岸的

であることはたしかである。では、此岸にあ

ってそれはどのようにして実現しうると考え

られるのか。『告白録』を中心に、アウグステ

ィヌスの諸著作を取り上げることをとおして、

この問題が検討されている。その検討の過程

において、愛の概念が、重要な概念として浮

かびあがってきている。

［松﨑 2009］――『アウグスティヌス 『告

白』 〈わたし〉を語ること･･････』

岩波書店、2009年。

「梨盗み、女性との同棲と離別、マニ教への傾
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倒――多感な青年時代、人生の海を漂流したす

えに、ついに回心にいたった〈わたし〉。この稀

有な自伝からは、アウグスティヌスが、そして

かれとともに生きたひとびとが、さまざまなこ

とばをわたしたちに語りかけてくる。それは、「荒

波さわぐ人間の社会」のまっただなかにあって、

「愛」によってむすばれる共同体をつくろうと

したひとびとの声だ。キリスト教の時代に誕生

した「あたらしい叙事詩」として、『告白』を丹

念に読みほどく。」（［松﨑 2009］カバー（表）袖）

［松﨑 2014］松﨑一平「『告白』山田晶訳をも

つということ」、［山田訳］Ⅰ（316‐347

頁）所収。

［宮谷 1981］宮谷宣史『人類の知的遺産 15

アウグスティヌス』講談社、1981 年。

（若干の箇所の改訂、文献案内の更新、

索引の削除、さらにアウグスティヌス

の著作からの引用の一部割愛といった

ことが施されたうえで、2004 年に講談

社学術文庫に再録されている。）

「アウグスティヌスについてもすでに多くの

優れた邦語文献があるが、現在でも比較的入

手が容易で、かつ、コンパクトに全体像がま

とめられたものとなると、そう数は多くない。

そうしたなかで、入門書としても研究書とし

ても極めてよくまとめあげられているのがこ

の一書である。」（［文献案内 C］121頁。）

［宮谷 2007］――「解説」、［宮谷旧訳］下巻

（497‐628頁）所収。

「「写本と校訂本」「執筆の事情」「タイトルの意

味」「主題と叙述の方法」「統一と構成」「聖書と

の関係」「文体と内容」「回心の記述とその歴史

性」「総括」という九つの部分からなる詳細な学

問的な解説」である。（［文献案内 G］236 頁。）

［宮谷 2012］――「解説」、［宮谷新訳］（625‐659

頁）所収。（［宮谷 2007］の全体の構成

が変えられ、簡潔にされたもの。）

［山田 2014］山田晶「教父アウグスティヌス

と『告白』」、［山田訳］Ⅲ（290‐365頁）

所収。

「『告白』とアウグスティヌスの思想にかんする

すぐれた解説」（［文献案内G］235頁。）

［山田 1977］――『アウグスティヌスの根本

問題 中世哲学研究 第一』創文社、

1977年。

［山田 1979］――『在りて在る者 中世哲学

研究 第三』創文社、1979年。

「以上二冊〔［山田 1977］と［山田 1979］〕は、

告白、創造、真理、存在、悪などの、アウグ

スティヌスの思想の根幹をなす問題に、テキ

ストの精緻な分析にもとづく深い思索によっ

て挑み、豊かな成果をあげた日本における最

初の本格的な研究。アウグスティヌスにおけ

る神を語ること、すなわち、神学の根本的な

意味が明らかになる。」（［文献案内 G］243頁。）

［山田 1986］――『アウグスティヌス講話』

新地書房、1986 年。（若干の箇所を改

訂のうえ、1995 年に講談社学術文庫に

再録されている。）

「「アウグスティヌスと女性」「煉獄と地獄」「ペ

ルソナとペルソナ性」「創造と悪」「終末と希望」

「神の憩い」、以上、六つの主題について教会

でおこなわれた講話。『告白』とアウグスティ

ヌスの思想の平易ですぐれた入門書。」（［文献

案内 G］243頁。ただし一部改変して引用した。）

［レーヴェニヒ（宮谷･森訳）］W･フォン･レー

ヴェニヒ（著）宮谷宣史、森泰男（訳）

『アウグスティヌス 生涯と業績』日

本基督教団出版局、1984年。

「本書は、アウグスティヌスの生涯と思想を

当時の歴史的状況と彼の主要著作に基づいて

極めて手堅く叙述しており、学問的に信頼し

うる優れた業績である。〔中略〕「神学と哲学」

と題された第一五章は、本書中一番長く、著

者が力点を置いていることがうかがえるが、

ここではアウグスティヌスの聖書学、解釈学、

神学、哲学の中心思想が取り上げられ、類書

に例を見ないほど詳しくかつ興味深く紹介さ

れているため、きわめて重要な部分といえよ

う。」（［レーヴェニヒ］訳者あとがき、271頁。）
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［ Clark］ Gillian Clark( ed.) , Augustine,

Confessions, Books Ⅰ ‐Ⅳ, Cambridge

University Press, 1995.

「研究史を消化した要を得た解説からなる序論

――ʺThe Confessions in Augustineʹs lifeʺ ʺGenre

and styleʺ ʺPhilosophy and theologyʺ それに

ʺText and commentaryʺからなる――をともな

い、テキストと、オドンネルのコメンタリーと

補完的な、よく選択された、示唆に富む註解か

らなる。残念ながら第四巻まで。」（［文献案内G］

237‐238頁。ただし一部改変して引用した。）

［Faust］August Faust, Der Möglichkeitsgedanke,

Systemgeschichtliche Untersuchungen, 2 Teil,

Christliche Philosophie, Heidelberg, 1932.

『告白録』の時間論を理解するうえで有益な

解説を含む。

［Foley］Michael P. Foley, ʺGlossary of Select

Termsʺ in Augustin, Confessions, 2nd

ed., Indianapolis, 2006. ( Original

edition, London, 1942.)

『告白録』の理解を助ける簡便な用語解説。

ʺCatechumenateʺ ʺConcubinage in Antiquityʺ

ʺConfessionʺ ʺDiscipline of the Secretʺ

ʺManichaeismʺ ʺNeoplatonismʺ ʺTripartite Soulʺ

ʺTypological Exegesisʺの、以上 8項目から成る。

［OʹDonnell］James J. OʹDonnell(ed.), Augustine,

Confessions, 3 vols., Oxford, 1992.

「研究史をふまえて『告白』成立の背景を考

察し、テキストの校訂史を回顧し、テキスト

や註釈の方針について基本的な立場を語る序

論とテキストからなる第一巻と、アウグステ

ィヌスの著作の関連箇所と照合し、正確かつ

慎重に理解しようとする詳細な註解からなる

第二－三巻とからなる。以後の『告白』研究

に決定的な影響を与えてきたし、今後も与え

つづけるだろう。」（［文献案内 G］237 頁。）

［Solignac］Aimé Solignac, Intoroduction et Notes

à Saint Augustin, Les Confessions,

Bibliothèque Augustinienne 13 et 14, 2é

édition avec addenda et corrigenda,

Paris, 1992. (1éré édition, Paris, 1962.)

これは、「『告白録』のあらゆる問題」にかん

する「二六六頁にわたる非常に綿密な序論」

と、「学問的で一つが小論文に匹敵するような

詳しい補註（小活字で、五九の主題をとりあ

げ、全部で一六一頁）」であるため、「極めて

貴重な文献で、これ以後の研究に大きな貢献

をしており、我が国でも大変良く利用されて

いる〔以下略〕。」（［宮谷 2007］512頁。）

3. アウグスティヌス関係の文献案内と図像

［文献案内 A］宮谷宣史「文献案内」、［宮谷 1981］

（378‐384頁）所収。

［文献案内 B］「文献案内」、［金子編］（259‐267

頁）所収。

［文献案内 C］富松保文「読書案内」、［富松］

（120‐123頁）所収。

［文献案内 D］宮谷宣史「文献案内」、講談社

学術文庫版［宮谷 1981］（430‐440 頁）

所収。

［文献案内 E］――「文献表」、［宮谷旧訳］下

巻（v‐xxii頁）所収。

［文献案内 F］「参考文献 II アウグスティヌ

ス」、［中川編］（739‐745頁）所収。

［文献案内 G］松﨑一平「参考文献」、［松﨑 2009］

（235‐247頁）所収。

［文献案内 H］ステファン・A・クーパー（著）

上村直樹（訳）「日本語版への序文」、［ク

ーパー（上村訳）］（3‐10頁）所収。

［文献案内 I］――「参考文献案内」、［クーパ

ー（上村訳）］（308‐310頁）所収。

［文献案内 J］上村直樹「参考文献案内」、［ク

ーパー（上村訳）］（311‐317 頁）所収。

［文献案内 K］宮谷宣史「参考文献」、［宮谷新

訳］（657‐659頁）所収。

［図像］http://www.augustinus.it/iconografia/immagini.

htm

4. その他の研究書や古典の翻訳など

［飯田ほか編］飯田隆ほか（編集委員）『岩波

講座哲学 13 宗教／超越の哲学』岩波



16中世哲学史③

書店、2008年。

［ウェルギリウス（岡･高橋訳）］ウェルギリウ

ス（著）岡道男･高橋宏幸（訳）『アエネ

ーイス』京都大学学術出版会、2004年。

［内山編 2007］内山勝利（責任編集）『哲学の

歴史 2 帝国と賢者 【古代 II】』中央

公論新社、2007年。

［内山編 2008］――（責任編集）『哲学の歴史 1

哲学誕生 【古代 I】』中央公論新社、

2008年。

［大貫訳著］大貫隆（訳･著）『グノーシスの神

話』岩波書店、1999年。

［川添 2003］川添信介「トマス・アクィナスと

「無知の知」」、『アルケー』第 11号（21‐35

頁）所収、関西哲学会、2003年。

［川添 2005］――『水とワイン――西欧 13 世

紀における哲学の諸概念』京都大学学

術出版会、2005年。

［川添 2008］――「理性と信仰 スコラ再考」、

［飯田ほか編］（129‐147頁）所収。

［テレンティウス（木村訳）］テレンティウス

（著）木村健治ほか（訳）『ローマ喜劇

集 5 テレンティウス』京都大学学術

出版会、2002年。

［中川 2005a］中川純男「はじめに」、［中川･

加藤編］（i‐vi頁）所収。

［中川 2005b］――「創造の思想」、［中川･加

藤編］（4‐22頁）所収。

［中川 2008］――「総論 信仰と知の調和」、

［中川編］（20‐33頁）所収。

［西田 1930］西田幾多郎「場所の自己限定として意

識作用」、『思想』第 100 号（1‐26 頁）所収、

岩波書店、1930 年。（［西田 1932］に再録され

るにあたり、この論文題目は「場所の自己限

定としての意識作用」に修正されている。）

［西田 1932］――『無の自覺的限定』岩波書店、1932

年。（［西田 1930］が若干の修正を加えられ

たうえで再録されている。この論文集その

ものは「西田幾多郎全集」に再録されてい

る。1953 年に完結した旧版では第 6 巻に、

2009 年に完結した新版では第 5 巻に再録さ

れている。）

［プラトン（藤沢訳）］プラトン（著）田中美知

太郎･藤沢令夫（訳）『プラトン全集 11 ク

レイトポン 国家』岩波書店、1976年。（『国

家』については、訳文と解説に若干の修正･

変更が加えられたうえで、1979 年に岩波文

庫に再録されている。）

［プロティノス（水地･田之頭訳）］プロティノ

ス（著）田中美知太郎（監修）『プロテ

ィノス全集』全 5 巻、中央公論社、

1986‐1988年。

［山田 1967］山田晶「キリスト教と哲学」、『哲

学』第 17 号（1‐19 頁）所収、日本哲学

会、1967年。

［レイチェルズ（古牧･次田訳）］ジェームズ･

レイチェルズ（著）古牧徳生･次田憲和

（訳）『現実をみつめる道徳哲学』晃洋

書房、2003年。

［ルジュンヌ（花輪監訳）］フィリップ･ルジュ

ンヌ（著）花輪光（監訳）『自伝契約』

水声社、1993年。

Botticelli, Visione di santʹAgostino.


