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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2）――

山口 雅広

I. 「わたし」の記録――『告白録』第10巻まで――

1. 「わたし」の記録

『告白録』全 13巻のうち、第 10巻まで

は、著者の目をとおして語られる、現在

にいたるまでの、著者自身の記録である。

 資料①：「わたし」の記憶

私の幼年時代はとっくの昔に死んでしまったのに、

しかも私は生きている。（アウグスティヌス『告白

録』第 1巻第 6章第 9節（［山田訳］Ⅰ、21頁）。）

2. 「わたし」の構造

現在にいたるまでの「わたし」を、「わ

たし」が語るということ、それが意味す

るのは、「わたし」が二重のあり方をし

ているということである。このような二

重 の あ り 方 を す る わ た し が 、「 魂

（anima）」と呼ばれる。

 資料②：二重構造の「わたし」

ここ〔第 10 巻第 15 章第 23 節〕では、記憶と想起

との関係が問題とされている。想起するとは、

記憶のうちにあるものを現在の意識に現存させ

ることである。それゆえ想起しうるためには、

そのものの心象が記憶の中になければならない。

たとえもの自体は現存しなくとも、そのものの

心象が記憶に現存するならば、想起することが

できる。数の場合は、数という「もの」が外部

にあってその心象を想起するのではなくて、数

というもの自体が記憶のうちに現存する。それ

ゆえ想起には、ものの心象を意識に現存させる

場合と、ものそのものを意識に現存させる場合

とがある。では記憶を想起するという場合はど

ちらか、という問いが出される。この場合の「記

憶」とは記憶の個々の内容ではなくて、それら

をふくむ全体としての記憶であり、記憶として

の「私」である。これは「記憶」としての「私」

と、その私の「意識」ないし「自覚知」として

の「私」との関係の問題として、のちに『三位

一体論』一〇巻において詳論される。

（［山田訳］Ⅱ、訳注(76)、265頁。）

Botticelli,

SantʹAgostino in atto di meditazione e di preghiera

（［図像］67番）.
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 資料③：「記憶」と「精神/心（animus）」

記憶の力（vis memoriae）は偉大です。わが神

よ、じつに偉大です。それは広大無限な奥の

院です。だれがこの奥の院の奥の奥までつき

とめた者があるでしょうか。しかもこれは、

私の精神（animus meus）の能力であって、自

分の本性に属しているのです。それなのに私

（ego）は、この私というものの全体をとらえ

ることができません。では精神はあまりにも

狭すぎて、自分をもいれることができないの

でしょうか。そうだとしたならば、精神が自

分のものでありながら自分のうちにいれるこ

とのできないものは、いったいどこにあるの

でしょうか。（アウグスティヌス『告白録』第 10

巻第 8章第 15節（［山田訳］Ⅱ、247‐248頁）。

ただし一部改変して引用した。なお参照、同

書同巻第 17章第 26節。）

 資料④：「心（animus）」と「魂（anima）」

animus（アニムス）とは、動植物ももつ生命

原理というべき anima（アニマ）の能力のうち、

人間だけに備わる生命活動をつかさどる部分を

さす。心と訳される、もともと心臓を意味する

cor（コル）や、精神とも心とも訳されるmens

（メンス）と、意味のうえで重なることばだ。

心と訳すことも多い。無生物（物体）、体と魂

とからなる生物、生物のなかでより上位の人間

という、存在の階梯をふまえた用語だ。（［松﨑

2009］211 頁。ただし一部改変して引用した。

参照、［中川･松﨑］注 96、139頁。）

3. 魂と身体

「わたし」という人間は、魂と身体とか

らなるが、魂と身体とではあり方が異な

る。じっさい、幼年時代の身体そのもの

はいまや存在しないが、その身体とその

身体を包み育んでいた身体的世界とにつ

いての魂のなかの記憶は、いまなお存在

しているのである。

 資料⑤：魂と身体とからなる人間としての「わ

たし」

そこで私は、自分を自分自身にむけて、自分

にむかい、「おまえはいったい何者だ」とたず

ねると、私は答えて、「人間だ」といいました。

そして、どうです。私のうちには肉体と魂と

が私のもとにあり、一方は外側に、他方は内

側にあります
アウグスティヌスは神探求のまなざしを外界から自分自身の

内部に転じ、内なる世界に神をもとめる。この内面への道は(
プロティノスに示唆されたものである（『エ

ネアデス』三巻二篇三節、五巻一篇四節）。 。)

（アウグスティヌス『告白録』第 10 巻第 6 章

第 9節（［山田訳］Ⅱ、236‐237頁）。）

 資料⑥：魂と身体とでのあり方の異なり

私が幼年時代からここまですすんで、この子

ども時代へやってきたのでしょうか。それと

もむしろ、子ども時代そのものが、私のとこ

ろへやってきて、幼年時代のあとをひきつい

だのでしょうか。しかし幼年時代も立ちさっ

たわけではありません。どこに立ちさる場所

がありましょう。にもかかわらずそれは、も

う存在しませんでした。

（アウグスティヌス『告白録』第 1 巻第 8 章

第 13節冒頭（［山田訳］Ⅰ、29頁）。

Florus de Lyon, San Paolo e la città di Roma

（［図像］250番）.
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Ⅱ. アウグスティヌスの時間論――『告白録』第11巻――

1. 魂における時間のあり方

時間は、過去、現在、未来という三つの

方向に分散してのびる、内的な意識のひ

ろがりとして理解できる。

 資料⑦：時間論の劈頭

ではいったい時間とは何でしょうか。だれも私

にたずねないとき、私は知っています。たずね

られて説明しようと思うと、知らないのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 11巻第 14章

第 17節（［山田訳］Ⅲ、38頁）。）

 資料⑧：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。）

 資料⑨：時間とは「精神の延長」にほかならない

こと

以上の理由から、私にはこう思われます。「時

間とは延長だ。それ以外の何ものでもない」

と。ではいったい、いかなるものの延長なの

でしょうか。私は知りません。だが、精神そ

のものの延長でないとしたら不思議です
さきに

第二十(
三章三〇節では、時間が一種の「延長」distentio であるといわれたが、ここでさらにそ

れが限定されて「精神の延長」であるとされる。このような時間の把握はすでに、プロテ

ィノスにみられる。彼によれば、時間は宇宙霊魂（プシュケー）が理性（ヌース）から分

離するとき、永遠な理性から霊魂のうちに投ぜられた永遠の影であり、理性において一な

る永遠はプシュケーにおいて分散されて延長となる（『エネアデス』三巻七篇一一章）。

このように、時間を精神における何らかの延長とする点において両者は共通するが、他面

非常な相違がみとめられる。第一に、前者においてプシュケーは宇宙霊魂であるが、後者

においては個人の霊魂である。第二に、前者において時は永遠の影として大規模な宇宙論

的視野から考察されているが、後者においてそれは時の存在する場所を

自己の根源的経験にそくして問うという現象学的性格をおびている。 。)

（アウグスティヌス『告白録』第 11 巻第 26

章第 33節（［山田訳］Ⅲ、67頁）。）

 資料⑩：時間についての真理の明けはじめ

真理がほの白くあらわれはじめたほうに
ほの白

くあら(
われる――『アエネ

イス』四巻五八六。 、注意の目をむけよ。)

（アウグスティヌス『告白録』第 11 巻第 27

章第 34節（［山田訳］Ⅲ、68‐69頁）。）

2. 魂における時間のはかり方

以上のように、過去と将来は時間そのも

のとしては存在せず、存在する現在も、

過去と将来に挟まれたいわば幅のない一

瞬にすぎない。にもかかわらず、われわ

れは、過去と将来について、長いとか短

いとかいうことができる、これはなぜか。

その可能性は、結局のところ、「印象を

はかる」ということにおいて保証される

ことになる。

 資料⑪：時間は精神によってはかられること

精神は、期待し、直視し
「直視」と訳した attendere は、「あ

るものに」ad「むかう」tendere こと(
ここでは精神の根源的作用を示す意味にとられている。すなわち、現にいまここにあるも

のにたいして、直接に、精神の目をむけること。先の「直観」contuitus に対応する（五

三ページ

注 88）。 、記憶します。そして精神が期待するも)

のは、直視するものをとおして記憶するもの

へと移ってゆきます。未来が「まだない」こ

とを、だれが否定しましょうか。にもかかわ

らず未来にたいする期待は、精神のうちに「も

うある」のです。過去が「もうない」ことを、

だれが否定しましょうか。にもかかわらず過

去の記憶は、精神のうちに「まだある」ので

す。現在の時に長さが欠けていることを、だ

れも否定する者はありません。なぜならそれ

は一点において過ぎさってゆくのですから。

にもかかわらず直視は持続します。この直視

をとおって、「いまにここにあるであろうもの」

は「ここにないもの」へと移ってゆくのです。

ですから長いのは未来の時ではありません。

未来の時は「ない」。長い未来とは、未来につい

ての「長い期待」にほかなりません。長いのは

過去の時でもありません。過去の時も「ない」。
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長い過去とは、過去についての「長い記憶」に

ほかなりません。（アウグスティヌス『告白録』

第 11巻第 28章第 37節（［山田訳］Ⅲ、74‐75頁）。）

 資料⑫：「印象をはかる」ことにおいて、「時間を

はかる」ことが可能になっていること

私の精神よ。私はおまえにおいて時間を測る

のだ。どうか私にたいし、騒々しくじゃまだ

てしないでくれ。〔中略〕私はおまえにおいて

時間を測る。過ぎさってゆくものがおまえの

うちにつくる印象は、そのものが過ぎさって

しまった後にもまだのこっている。私はその

現存する印象を測るのであって、その印象を

生ぜしめて過ぎさったものを測るのではない。

時間を測るとき、私はまさにその印象を測っ

ているのだ。（アウグスティヌス『告白録』第 11

巻第 27 章第 36 節（［山田訳］Ⅲ、72 頁）。）

3. 時間のあり方が、魂においてと身体的

世界においてとでは異なること

じっさい歌は、うたわれる前後に、魂に

おいて、全体的同時的に存在する。歌わ

れる前には、期待として、歌われた後に

は、記憶として、全体的同時的に存在す

るのである。しかし、歌は、身体的世界

においては、全体的同時的に存在するこ

とはない。というのは、そのばあいには、

部分が入れ替わることによってしか、全

体は実現しえないからである。

 資料⑬：魂が全体を同時に把握するちからを有

すること

私は自分の知っている歌をうたおうとしてい

ます。うたいはじめる前には、私の期待はそ

の歌の全体にむかっています。ところがうた

いはじめると、期待からもぎとって過去にひ

きわたした部分には、記憶がむかいます。

そこで私の精神活動の生きた力は、二つの

方向に分散します
ここで tendere と distendere という二つの動詞が

うまく使いわけられている。うたわれる前には、私(
の心は期待としてその歌の全体に「むかっている」tendere。うたいはじめると、すでに

うたわれてしまった部分にたいしては記憶が「むかい」tendere、まだうたわれていない

部分にたいしては期待が「むかい」、かくて私の心のはたらきは二つの方向に「分かたれ

て」dis「むかう」tendere、すなわち distendere する。厳密には、過去と現在と未来と

の三つの方向に分散するというべきだろう。このよう

にして、心の場としての時間 distentio が成りたつ。 。一つは記憶の方)

向であり、それはすでにうたい終えた部分の

ためです。一つは期待の方向であり、それは

これからうたおうとする部分のためです。し

かも私の直視はいまここに現在あり、それを

とおって、未来であったものは移されて過去

となってゆくのです。このようなはたらきが

実現されてゆくにつれて、期待はますます短

縮され、記憶が長くなってゆき、ついに期待

の全部が尽きはてますが、そのときその作用

は完全に終わって記憶へと移るのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 11 巻第 28

章第 38節（［山田訳］Ⅲ、75‐77頁）。）

Botticelli, SantʹAgostino nello studio.
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Ⅲ. 「梨盗み」とアウグスティヌスの倫理観

1. 魂の変化

身体的世界にあるものが変わりゆくよう

に、魂もまた変化する。魂は身体的世界

の変化にともなって変わることもある

し、独自の仕方で変わることもある。魂

独自の変化は、典型的には、「梨盗み」

の告白に見ることができる。

 資料⑭：楽しかった梨盗みが悲しく思い出される

こと

いま顔をあからめながら回想しているこれら

のことがら、とりわけあの盗みにおいて、あ

われな私はかつて、いかなる実を得たのでし

ょうか
「ローマ人への

手紙」六･二一。 。盗みにおいて私が愛した( )

ものは、盗みそのものであり、他の何もので

もありませんでした。しかも盗みが無である

とすれば、私はますますあわれな者だったわ

けです。（アウグスティヌス『告白録』第 2 巻

第 8 章第 16 節（［山田訳］Ⅰ、92‐93 頁）。）

2. 魂の変化が生じるわけ

「梨盗み」の告白に見られるような、魂

における気持ちの変化が起こるのは、究

極目的が行為者当人に正しく知られてい

る程度に異なりがあるからである。じっ

さい行為は、行為された瞬間に完結して

しまうような性格のものではない。目的

の系列のなかで、究極目的を正しく目指

しているかどうかでその善し悪しは判断

される。ところが、究極目的が何である

のか、ということは必ずしも正しくは知

られていないのである。

 資料⑮：ひとはすべて幸福であることを欲してい

る、しかし欲しているだけでは幸福は実現しない

から、ひとはそれぞれ幸福であるために役立つ

と考えられる善いものを、さしあたりの中間的な

目的として定め、追求すること

もし二人の人間にむかい、「兵隊になりたいか」

とたずねたならば、一人は「なりたい」、他の

一人は「いやだ」と答えるかもしれません。

ところが、もし彼らに、「至福になりたいか」

とたずねたとしたら、二人ともただちに、何

の躊躇もなく、「なりたい」と答えるでしょう。

前者が兵隊になりたい、後者がなりたくない

と思うのも、ほかでもない、至福になりたい

一念からです。（アウグスティヌス『告白録』

第 10巻第 21章第 31節（［山田訳］Ⅱ、284頁）。）

 資料⑯：正反対のことをしようとしているふたりと

もが、本当に幸福を求めているといえるのか、と

いう問題にたいする答え

二人が別のことを欲するのは、おそらくそれぞれ

よろこびを得ようとするしかたが異なるからでは

ないでしょうか。にもかかわらずすべての人は、

至福になりたいと願う点では一致しているのです。

それはちょうど、もし「よろこびたいか」とたず

ねられたならば、万人の答えが一致するであろう

のと同じです。この「よろこび」こそは、至福の

生と呼ばれるものです。

このよろこびを、ある人はこの道により、他の

人はあの道によって追求していますが、すべての

人間が到達しようと努力している目標はただ一つ、

よろこぶことです。（アウグスティヌス『告白録』

第 10巻第 21章第 31節（［山田訳］Ⅱ、284‐285頁）。）

 資料⑰：ひとはその都度、善いことを求めて行

為するが、究極的に求めているものが何である

のかを知らないこと

すべての魂がそれを追い求め、それのために

こそあらゆる行為をなすところのもの、――

それがたしかに何ものかであると予感〔推測〕

はしながらも、しかし、そもそもそれが何で

あるかについては、魂は困惑してじゅうぶん

に把握することができず、さらに他の事柄の

場合のように、動かぬ信念をもつこともでき

ないでいるもの、――そしてまさにそのため



6

に、そういう他の事柄についても、そこに何

か役に立つものがあったとしても、とらえそ

こなうことになってしまうのだが、――じつ

にこのような性格の、このように重大なもの

について、われわれが万事を委ねるところの、

国家における もすぐれた人々までもがその

ように不明のままであってよいと、はたして

われわれは言ってよいものだろうか？（プラ

トン（Platon 前 428/7‐前 348/7）『国家』第 6

巻 17、505D11‐506A2（［プラトン（藤沢訳）］

下巻 74‐75 頁、頁数は岩波文庫版による）。）

3. 挿話 『神の国（ De civitate dei ）』にお

けるアウグスティヌスの倫理観

以上、究極目的とのかかわりのなかで論

じられることを見てきたのは、人間の行

為である。後年の大著『神の国』全 22

巻においては、人間の行為の展開と見る

こともできる人間の歴史が、究極目的と

のかかわりのなかで論じられている。じ

っさい歴史は、「神の国」と「地上の国」

の進展･対立の場として理解されており、

このふたつの国は、人間が、神と自己の

うち、いずれを愛することを生の究極目

的とするかに応じて形成される、大きな

集団として見なされているのである。

 資料⑱：ふたつの国を動かすふたつの愛

アウグスティヌスは歴史におけるキヴィタス

（civitas）を重視する。キヴィタスとは市民

共同体、都市国家などをさす。興味深いのは、

この二つの国の相違を人間の愛の状態と関連

づけている点である。人間の共同体を基礎づ

けるものは愛である。これは倫理的区別をさ

すのではなく、むしろ存在論的意味あいをも

つ。つまり、人間の共同体は何にその存在の

基盤をもつか、という問題である。

自己愛――それは人間が神の被造物である

ことを忘れ、自らを神として生きる態度をさ

す。自らの生の根拠、存在の基盤を知らずに

欲望を中心にして生きていくことである。歴

史の破局に直面して、はじめて自らの立って

いる世界が虚無であることに気づく。そして

他者に責任をなすりつけ、批判を始める。そ

れは人間の傲慢、悲惨さをあらわしている。

神への愛――神への信頼をさす。人間の現

実がいかに悲惨で、困難に満ちていても、そ

れは一時的であること、神が愛によって人間

と歴史を支え、導いていることを信じて生き

ていく。

人間も人間の集団の歴史も、この二つの愛

の間をさまよっている。この世で、神の愛に

基づく国をつくり、正義、平和、秩序を求め

ることはむづかしい。しかし、過去の過ちを

探り、永遠の平和を求めて、地上の生活を続

けていく。二つの愛、二つの国の戦いに身を

さらし、終極の目標を求めつつ進んでいく。

それは巡礼者の生活であり、またそれが人間

の歴史である。（［宮谷 1981］321‐322頁。）

『神の国』の木版挿画（1489/90年）
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Ⅳ. ただひとつの究極目的があるのか、あるとすれば、それは何を意味するのか

1. 万人に共通の、ただひとつだけの究極

目的があるということ

以上のようにアウグスティヌスの倫理観

の中心には、究極目的がある。ところで、

アウグスティヌスはこの究極目的がただ

存在するというばかりでなく、万人にと

って同一であるということをも認めてい

る。

 資料⑲：ひとはみな神を目指していること

私たちの心は、あなたのうちに憩うまで、安
いこ

らぎを得ることができないのです。

（アウグスティヌス『告白録』第 1 巻第 1 章

第 1節（［山田訳］Ⅰ、6頁）。）

2. アウグスティヌスが示す以上のような一

元的な価値観を、われわれは受けいれ

ることができるのか

たしかにわれわれがとくに「行為」と呼

ぶわれわれの動きは、目的の認識を前提

し、その目的を目指してなされるもので

はある。

しかしながら、何が目指されるべき目

的であるのかという点では、各人の見解

はさまざまに異なる。

したがって、アウグスティヌスのよう

に、万人にとって同一の、究極的な目的

があるとは、われわれには考えられない

のである。

 資料⑳：文化的相対主義の主張

(1) 異なる社会は異なる道徳規範を持つ。

(2) 一つの社会規範が別の規範よりも優れて

いると判断できる客観的基準はない。

(3) 我々の社会の道徳規範は特別な地位を持

つものではない。それは数多くの道徳規

範の一つにすぎない。

(4) 倫理に「普遍的真理」などない。つまり

いつの時代においても、すべての人々に

あてはまるような道徳的真理というもの

は存在しない。

(5) ある一つの社会の道徳規範が、その社会

において何が正しいかを決定する。つま

り、ある一つの社会の道徳規範がある行

動を正しいと言うならば、その行動は、

少なくともその社会においては、正しい

のである。

(6) 他の人々の行為を判断しようとするのは

全くの傲慢である。他の文化が行うこと

に対して、我々は寛容な態度をとるべき

である。

(［レイチェルズ（古牧･次田訳）］22‐23 頁。

ただし一部改訳して引用した。)

3. われわれもまた、一元的な価値観をも

ちうること

われわれが周囲を見渡すかぎり、具体的

に何を目指すのかという点で、ひとびと

のあいだに見解の相違があるのは事実で

ある。

しかし、より深く考えなおしてみれば、

つぎのことに気づかれるはずである。す

なわち、われわれは、何を目指すべき目

的として見定めるのかという点にかんし

て、各人の思いのままにはならない、共

通の場に入ることを余儀なくされてい

る。しかも、日常世界に見いだされる相

違はどれも、じっさいには、けっして乗

り越えられないものではない、というこ

とに気づかれるはずである。

こうしてわれわれが、日常世界の越え

がたいとも見える相違を 終的なものと

は考えず、現実を乗り越える可能性を追

求するとき、われわれは、アウグスティ

ヌスと思考の場を同じくしているといえ

るのではないか。
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じっさい、われわれは、神を、目的や

真理と分けて捉えがちであるので、われ

われが、アウグスティヌスのように、神

を、目的や真理との関連において語ると

いうことは、たしかにないのかもしれな

い。しかしそれでもなお、そのときわれ

われは、われわれの生きている世界が究

極的にはひとつであり、われわれの目指

すところもまたそうであるという視座

を、アウグスティヌスと共有していると

はいえるのではないか。

 資料○21 ：最低限の普遍的道徳規範があること

すべての社会が共通に持つであろういくつか

の道徳的規則が存在する。なぜなら、それら

の規則は社会が存在するために必要だからで

ある。（［レイチェルズ（古牧･次田訳）］30頁。）

 資料○22：不十分にしか欲していないひとは、神をよ

ろこびとすることを欲していないこと

「すべての人間は至福になりたいと思う」と

いうことは、確実ではありません
ここでは「すべての

人間は至福を欲す(
る」という根本命題について、それがはたし

て確実であるかいなかが吟味検討される。 。唯一の至福の生にて)

ましますあなたによってよろこぼうとしない

人々は、たしかに至福の生を欲してはいない

のです。

それとも、すべての人間は欲しているが、

肉ののぞむところは霊にさからい、霊ののぞ

むところは肉にさからい、欲するところをな

すことができず
「ガラテヤ人への

手紙」五･一七。 、なしうるところ( )

に落ちて、そこに満足しているのでしょうか。

またそれは、彼らが、なしえないものをなし

うるに十分なほど、熱心に欲しないからなの

でしょうか。（アウグスティヌス『告白録』第 10

巻第 23章第 33 節（［山田訳］Ⅱ、287‐288頁）。）

 資料○23：ひとはみな「神をよろこぶこと」、すなわち

「真理をよろこぶこと」を求めていること

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
「ヨハネ福音

書」一四･六。 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）。）

4. アウグスティヌスが一元的な価値観をも

っていることは、何を意味しているのか

『告白録』は、たんに事実を記録しただ

けの書物として、あるいはまたたんなる

注釈書として成りたっているわけではな

い。アウグスティヌス自身の善いことと

悪いこととの記録として成立している、

ということを、かれの一元的な価値観は

意味している。じっさい、『告白録』で

は、究極目的が基準となり、その善悪が

識別されているのである。

 資料○24 ：『告白録』が著された意図

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。

（アウグスティヌス『再考録』第 2 巻第 6 章

第 1節（［松﨑 2009］4頁）。）
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Ⅴ. 神を究極目的とするとは、どのようなことか

1. アウグスティヌスは排他的な一元論の

立場をとっていることになるのか

そうはならない。人間は神を究極目的と

してそれを目指すべく生まれついている

という観点から、何が善いことであり何

が悪いことであるのかを、アウグスティ

ヌスが明らかにしようと努めているのは

たしかである。

しかし、アウグスティヌスがそのよう

な観点をとっていることは、かれがつぎ

のことをも承認していることを意味す

る。すなわち、自分は人間である以上、

神としての判断をくだすことはできな

い。自分が探求の末にくだす判断は、真

実の判断であるとしても、 終の判断で

あるとはいえない、ということが承認さ

れていることになる。

したがって、他者によってくだされて

いる判断が、自分によってくだされてい

る判断と異なるばあいに、他者のその判

断が、一律に偽りの判断として斥けられ

るわけではない。他者のその判断にもま

た、何らかの意味で真理に触れた、真実

の判断として成立する余地があるという

ことが、認められていることになるので

ある。

 資料○25 ：他人の解釈を軽々しく斥けるひとびとに

たいする反駁

もうだれも、こういって私をわずらわさない

でくれ。「君のいうのはモーゼの意図ではない。

私のいうことこそは、彼の考えていたことな

んだ」

もしだれか私にむかって、「君がモーゼの

ことばについて説明するようなことを、モー

ゼ自身が考えていたということを、どうして

君は知ることができるのか」とたずねたとし

たら、私はその質問を率直にうけるべきでし

ょう。そしておそらく、先に答えたと同じ答

えをすることでしょう。相手が頑固で、なか
がんこ

なかなっとくしない場合には、できるだけて

いねいに答えてやりましょう。

これに反し、「君のいうのはモーゼの意図

ではない。私のいうことこそは、彼の考えて

いたことなんだ」と主張するが、われわれの

どちらがいうことも真であることは否定しな

い場合、この場合には、おお、貧しき者の生命
いのち

よ、胸のうちに何のいさかいをもふくまない

わが神よ、どうか私の心のうちにやわらぎの

雨をふらせ、このような人々を忍耐強くたえ

しのぶことを得しめたまえ
このあたり、アウグスティヌスの

癇癖（かんぺき）と、それを自覚(
して何とか抑えようとする努力がよくあらわれている。この性格は、

おそらく父親ゆずりのものであったろう（本書第九巻第九章一九節）。 。)

じっさい、彼らがこんなことをいうのは、

彼らが神のような人で、自分たちのいうこと

をあなたのしもべ（モーゼ）の心のうちによみ

とったからではなくて傲慢であるからであり、

モーゼの考えを知っているからではなくて自

分の考えを愛しているからであり、それを愛

するのは、真であるからではなくて自分の考

えであるからなのです。さもなければ彼らは、

たとえ他人の説であっても真でありさえする

ならば、自分の説と同じように愛したことで

しょう。もし彼らが真実を語るならば、彼ら

が語ることを私は愛するように。

しかし、私が愛するのは、それが彼らの説

であるからではなくて真であるからです。し

かもそれが真である場合には、まさしく真で

あるがゆえに、もはや彼ら個人のものではな

くなっているのです。これに反し、もし彼ら

がそれを真であるがゆえに愛するとすれば、

それはもはや、彼らのものであるとともに私

のものでもあります。なぜなら、それは真理

を愛するすべての人々の共有物ですから。

しかしもし彼らが、私のいうことはモーゼ

の考えではない、自分たちのいうことがモー

ゼの考えだといいはるならば、そんな態度は
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気にいりません。いやです。なぜなら、たと

え彼らのいうとおりだったとしても、彼らの

がむしゃらな自己主張は、確固たる知見に由

来するものではなく厚顔にもとづくのであり、

ことがらをよく見て生じたのではなくふくれ

あがった傲慢から生じたものなのですから。

（アウグスティヌス『告白録』第 12 巻第 25

章第 34節（［山田訳］Ⅲ、146‐148頁）。）

 資料○26 ：真理を私物化すれば、真理を奪いとら

れてしまうこと

主よ、恐ろしいのはあなたの裁きです。じっさ

い、あなたの真理は私のものでもあれこれの個

人のものでもなく、私たちすべてのものです。

そして、あなたは真理を共有するようにと私た

ちすべての者をおおやけに呼びたまい、私物化

することがないようにきつくいましめられます

が、それは、真理を私物化することによってか

えって私たちから真理が奪いとられてしまうこ

とのないためなのです
privareは「奪う」の意味がもとで、そこか

ら「私する」の意味となる。公有物たる真(
理を奪って私するprivareことによって、それは真理でなくなり、かえって真理が私から

「奪われる」privariことになる。同じ動詞を能動と受動とに用いて、この間の関係をた

くみに表現している。「テモテへの手紙 第一」

六･五、「ペトロの手紙 第二」一･二〇を参照。 。)

じっさい、みなの者が享受するようにと、

あなたがみなの前にさしだされたものを独占

して、すべての者に属するものを自分一人の

ものにしようとする者はだれであれ、共通の

場所から自分一人だけの場所へ追いはらわれ

ます。つまり、真理から虚偽へ追いはらわれ

ます。「いつわりを語るものは、自分について

語る
「ヨハネ福音書」八･四四。原文は、「いつわりを語るものは自分から語る」。「自

分から」とは、自分をあらわす、本音をはく、の意味だが、アウグスティヌス(
は「自分の私的な立場を主張する」という意

味にとっている（『詩篇講解』九一講六節）。 」とあるとおりである。)

（アウグスティヌス『告白録』第 12 巻第 25

章第 34節（［山田訳］Ⅲ、148‐149頁）。）

 資料○27 ：愛の教えに反しないかぎり、真実の、し

かも異なる解釈がありうること

もしもわれわれ両人とも、君の言の真である

ことを見、また両人とも、私の言の真である

ことを見るとすれば、いったい私たちはどこ

でそれを見るのであろうか。たしかに、私が

君において見るのではなく、君が私において

見るのでもない。そうではなくて、両人とも

に、われわれの精神をこえる不変の真理その

ものにおいて見るのだ。

〔中略〕

だからわれわれは、書き記されているとこ

ろをこえて、一方のひいきをし他方をさげすみ、

たかぶるようなことがあってはならない
「コリン

ト人への(
手紙 第一」四･六。supraは「をこえて」と「について」の二義があり、聖書の意味は「記

されているところをこえて」だが、このアウグスティヌスのコンテキストでは、「聖書に記

されているところについ

て」の意味にもとれる。 。われらの神である主を、心をつ)

くし魂をつくし精神をつくして愛し、また隣人

をおのれのごとくに愛そうではないか
「申命記」六

･五、「マタイ(
福音書」二二･

三七～三九。 。（アウグスティヌス『告白録』第 12)

巻第 25章第 35節（［山田訳］Ⅲ、150‐151頁）。）

 資料○28 ：聖書について論じるひとびとは、意見は

異なるとしても、愛と真理への熱意という点で、

互いに一致しなければならないこと

これら、いずれも真実の説がいろいろとある

Jaime Huguet,

Consacrazione episcopale di SantʹAgostino

（［図像］130番）.
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中で、真理そのものが一致を生みたまわんこ

とを。また、われらの神が私たちをあわれみ、

掟の目的である純粋の愛をめざし、律法をそ

れにふさわしく正しく使用することができる

ようになしたまわんことを
「テモテへの手紙

第一」一･五、八。 。( )

（アウグスティヌス『告白録』第 12 巻第 30

章第 41節（［山田訳］Ⅲ、165, 167頁）。）

2. 人間が神を究極目的とするとは、どの

ようなことか

アウグスティヌスは、『告白録』の 終

巻において、その意味するところを明ら

かにし、それは、人間が永遠の休息に到

達すること――つまり救済の完成――を

目的とすることであると指摘している。

ただし、救済が実現するのは来世にお

いてであり、その意味で救済は徹底して

彼岸的である。したがって、此岸に生き

る人間は、救済の実現を目指す途上にあ

ることに自覚的であるならば、イエスの

生き方を範とし、自身の生き方を定めな

ければならない。それは、イエスを、神

の御ことばの受肉せるものとして、信じ、

受けいれ、あたうかぎり正しい仕方でま

ねぶことであるといってよい。

こうして、信じ受けいれるひとびとに

は、どうすればイエスをじっさいに正し

くまねぶことができるのかということ

が、倫理的課題として立ちあらわれるこ

とになるのである。

 資料○29 ：神が休息したこと、それは、人間が永遠

の休息に到達したことにほかならないこと

しかるに七日目には夕がなく、暮れることも

ありません。それはあなたがこの日を聖とし、

永遠にとどまるものとなしたもうたからです
「創世記」二･三。六日間の創造においては、一日の創造の業が終わるたびごとに「か

くて、夕あり、朝あり、これ何･･･日目なりき」と記されているが、七日目にはその記(
事がない。これをもって、七日目を、

夕も朝もない永遠の安息と解釈する。 。)

あなたは、「はなはだ善い」御業をなしとげ

られたのちに――もっともあなたはそれを、ま

ったき憩いのうちになしたもうた
神は、たえずはたらき

ながら、いつも休む（(
書第一巻第

四章四節）。 ――、七日目の休息におはいりになり)

ました。聖書の声がこのことを語るのは、私た

ちもまた「はなはだ善い」仕事をなし終えたの

ち――それが善い仕事となるのは、あなたが私

たちにさせてくださったからです――、あなた

のうちに、永遠の生の安息日に憩うようになる

であろうということを、予告するためでありま

す。（アウグスティヌス『告白録』第 13巻第 36

章第 51節（［山田訳］Ⅲ、284‐285頁）。）

 資料○30 ：永遠の平安への祈願

主よ、神よ。われらに平安を与えたまえ。――

あなたはすでに私たちに、すべてのものをくだ

さいました。――いまは、憩いの平安を、安息

日の平安を、暮れることなき平安を与えたまえ
「神がわれらに平安を与える」という表現は、「民数記」六･二六、「イザヤ書」二六･一

二、「テサロニケ人への手紙 第二」三･一六に見られ、「創世記」二･一の神の安息と関(
連する。神は六日の業をなしとげたのち、七日目に安息にはいりたもうた。そのように「創

世記」一の創造の業に関する考察も終わろうとし、それとともに本書全巻が終わろうとす

る。安息についての観想

は、安息への祈りとなる。 。（アウグスティヌス『告白録』第 13)

巻第 35 章第 50 節（［山田訳］Ⅲ、284‐285 頁）。）

 資料○31 ：聖書のうちに見いだされたこと――イエ

スの受肉とその意味――

あわれな人間はどうしたらよいでしょう。私

たちの主イエス・キリストによる恩恵以外に、

だれがみじめな人間をこの死のからだから解

放してくださるでしょうか
「ローマ人への

手紙」七･二四。 。 キ リ( )

ストをあなたは、ご自身とひとしく永遠な者

として生みたまい、あなたの道のはじめにお

造りになりました
「箴言」

八･二二。 。この方のうちに、( )

この世の首領
悪魔のこと（「ヨハネ

福音書」一四･三〇）。 は死に値するもの( )

を何一つ見いだすことができなかったにもか

かわらず、殺したのです
「ルカ福音書」二

三･一四～一五。 。それに( )

よって、私たちに不利だった証文は抹 消され
まっしょう

てしまいました
アダムの罪の結果、その子孫たる全人類は悪魔の奴隷に

されてしまった。キリストは十字架の死の贖いによって(
悪魔から人類にとって不利であった証文をとりかえし、それを破棄してしまった。か

くて人類は悪魔の支配から解放されたのである（「コロサイ人への手紙」二･一四）。 。)

こういうことは、哲学者の書物のうちには

何も書いてありません。それらの書物のどのペ

ージをめくっても、信心深い顔は見あたりませ
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ん。告白の涙も、あなたへのいけにえも、苦悩

する霊魂も、痛悔しへりくだる心も
「詩篇」五

〇･一九。 、( )

御民の救いも、約束の花嫁である神の国も
「ヨ

ハネ(
みたみ

黙示録」

二一･二。 、聖霊の保証も
「コリント人への手

紙 第二」五･五。 、私たちの) ( )

身 代である血の杯もそこには見あたりません。
みのしろ

そこではだれもこううたう者がありません。

「わが魂、いかで神に従わざらん。わが救い

は彼よりいず。彼こそはわが神、わが救い、

わがささえ。われもはやゆらぐことあらじ
「

詩(
篇」六一･

二、三。 」)

そこではだれも、「労苦している者は、わ

がもとに来たれ
「 マ タ イ 福 音

書」一一･二八。 」と呼びかけるの( )

を聞きません。人々は彼の教えを賤しんで、

彼から「柔和で心の謙遜な者」たることを学

ぼうとしません
「マタイ福音書」一一･二九。この箇所は、「人々は彼か

ら学ぶことを賤しむ。なぜならば、彼は柔和で謙遜な者(
であるから」とも訳せるが、本書第七巻第九章一四節との

関連において、このように訳す。三九ページ注63参照。 。あなたはこれ)

らのことを、知恵ある賢い人々にかくし、か

えって小さい者たちにあらわしてくださった

のです
「 マ タ イ 福 音

書」一一･二五。 。（アウグスティヌス『告白( )

録』第 7巻第 21章第 27節（［山田訳］Ⅱ、69‐71

頁）。ただし一部改変して引用した。）

3. なぜ「告白すること」が哲学的でありうる

のか

アウグスティヌスが、神を前にして告白

することにより、精神をあげて、個人と

して、かかる倫理的課題に取りくんでい

るのはもちろんである。しかしアウグス

ティヌスがしているのはそれだけではな

い。かれは、同時に、想定されうるさま

ざまな読者（そこには、いまでは同じ信仰

を有するキリスト教信者はもちろん、かつて

深くかかわりながらも、いまでは袂を分かっ

ているマニ教徒も含まれるであろう）にたい

し、もっとも個人的な営為ともいうべき

その告白をとおして、かかる課題の共有

を呼びかけている。ともに語りあい討論

することがかりにできないとしても、そ

の課題の解決を目指す自身の理性的思考

を、そのさまざまな読者と共有すること

をも意図して、ことばのかぎりをつくし

て語りかけているのである。

哲学すること、それは、共通の場に入

ることである。自己の立場に固執せず、

他者の異なる立場との交流に入り、自己

のその立場の真理性をも吟味することに

より、自己の立場そのものをいっそう真

なる方向へと深めかつ広げてゆくことで

ある。

だとすれば、以上のように、イエスを

まねぶことが究極目的に到達するための

重要な方途であると確信するアウグス

ティヌスが、その真理を共同的なものと

して強調し、自己の立場のうちに閉じこ

もってしまうことなく、自己の立場を出

て、他者の異なる立場に入ってゆこうと

努めていることは、まさに哲学的である

ことになる。

なぜ「告白すること」が哲学的であり

うるのか。それは、信仰（信念）につい

て、自分が真実として受けいれる立場を

捨てることにより、かえってそれを回復

するということが、告白という行為にお

いて目指され、実践されうるからにほか

ならないのである。

 資料○32 ：救済が実現するまでの神探求の方途

御身〔あなた〕から乞いもとめられなければな

らない。御身においてたずねられなければな

らない。御身のもとで戸を叩かなければなら

ない。そのようにして、ただそのようにして

はじめて、もとめるものは与えられ、たずね

るものは見いだされ、叩く戸は開かれるであ

ろう
「マタイ福音

書」七･八。 。（アウグスティヌス『告白録』( )

第 13 巻第 38 章第 53 節（［山田訳］Ⅲ、289

頁）。ただし一部改変して引用した。）



13

Ⅵ. 補論 モニカの死

――『告白録』第9巻第11章第27節－同巻第13章第37節――

1. モニカの死

「過去のわたしについての記録」と見て

よい部分（『告白録』第 9 巻まで）を閉

じるのは、アウグスティヌスが 33 歳の

とき、母モニカが 56 歳のときに迎える

その母の死である。

2. モニカの死の記述から浮かびあがって

くるアウグスティヌスの姿

『告白録』のなかでもっとも感動に満ち

ているとされる「モニカの死」の記述か

ら浮かびあがってくるアウグスティヌス

の姿は、賢者の哲学に生きるひとの姿で

はない。すなわち、親しいひとの死に直

面するさいにもわき起こる、悲しみをは

じめとするすべての感情の排除を説く賢

哲の姿ではない。浮かびあがってくる姿

はそれとまるで反対である。すなわち、

神をまえにしてへりくだり、感情の真実

をあるがままに受けいれることのでき

る、新しい哲学に生きるひとの姿なので

ある。

 資料○33 ：モニカの死の記述

29 私は母の目を閉じてやりました。すると

胸さきに大きなかなしみがこみあげてきて、

涙となってあふれだしました。けれども私の

目はただちに精神のきびしい命令をうけ、涙

のみなもとを吸いあげ、ついにかわかしてし

まいました。しかしこの努力はじつにつらか

った。

さて、母が息をひきとったとき、少年アデ

オダトゥスはわっと泣きだしましたが、みな

に制せられて黙りました。同じように、涙に

おちいろうとする子どもじみた私の気持も、

「心の声」というおとなの声に制せられて黙

っていたのです。

それは、母の弔いを悲嘆や涙やためいきの

うちにとりおこなうのはふさわしくない、と

考えたからです。というのは、多くの場合人

々は、なくなった人が何かみじめであるかの

ように、あるいは、まったく消滅してしまっ

たかのように涙を流しためいきをついて嘆く

のが常ですが、母はみじめに死んだのではな

く、完全に死んでしまったのでもありません
ほんとうの死とは、神にそむいて罪のうちにとどまること、つまり霊魂の死である。

義人は、たとえその霊魂が肉体からはなれても、復活の希望のうちに眠っているので(
あるから、完全に死んでしまったわけではない。それゆえ信者の死を

かなしむべきではない（「テサロニケ人への手紙 第一」四･一三）。 。このこ)

とを私たちは、母の日ごろの生活の実証と、

いつわりのない信仰と
「テモテへの手紙

第一」一･五。 、確実な理( )

由にもとづいて、確信していたのです。

〔中略〕

31 そこで少年の泣こうとするのをおしとど

めると、エウォディウスは「詩篇」をとって、

その一篇をうたいはじめました。家中の者が

それに和して、「主よ、御身のあわれみと裁

きとをうたわん
「詩篇」一

〇〇･一。 」とうたっていまし( )

た。

さて出来事を聞きつけて多くの兄弟や信心

深い婦人たちが集まってきました。彼らが習

慣に従い、務めである葬式の世話をしている

あいだ、私は自分のいるのがふさわしかった

一隅で
葬式ともなれば、万事は親類縁者ないしは近所の者たちがとりしきり、

喪主はかえって片隅におとなしくひっこんでいるのが日本の習慣である(
が、アウグスティヌスの場合も、モニカの死を聞きつけた近辺の信者たち

が集まってきて、万事を習慣どおりにとりしきってくれたのであろう。 、私を)

一人ぼっちにしておいてはならないと考えた

人々と、その時にふさわしいようなことを話

しあっていました。そしてこのような真理の

鎮静剤を用いて
「真理の鎮静剤」の意味は明瞭でないが、おそらくは、

死者の復活についてのなぐさみにみちたキリスト教の(
真理をいうの

で あ ろ う 。 、人々には知られずただあなただけ)

に知られている苦悩をなだめていました。そ

こで彼らは私の話に熱心に耳かたむけて、何

のかなしみをも感じていないと思っていたの

です。

けれども私は、彼らのうちのだれ一人とし

て聞くことのできなかったあなたの耳もと
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で、感情の弱さをしかり、かなしみの流れを

抑えていました。その流れはしばらくのあい

だとどまっていましたが、突然ふたたび動き

はじめました。それは涙となってあふれだし

たり顔色を変えさせるまでにはいたりません

でしたが、私は、自分が心の中で何を抑えて

いるのかをよく知っていました。そして私た

ち人間の条件にとって当然の定めであり運命

であるものによって必然的におこるこういっ

た人間的なことがらが、心の中でこんな暴威

をふるうのがはなはだ残念でしたので、自分

のかなしみを、それとは別のかなしみによっ

てかなしみ、このようにして、二重の悲哀に

よってやつれはてていました。

32 さて、遺体は墓場にはこばれてゆきまし

た
モニカの墓碑の存在と碑銘は、古代の巡礼者の記録によって確実である。それは

四三一年、総督アンキウス・アウケリウス・バッススによって記録されている。(
しかしその後、墓碑の所在は不明になっていた。もっともモニカの墓と称されるものは

一四三〇年までオスティアにあり、同年、教皇マルティヌス五世の命によりローマに移

され、現在、同市の聖アゴスティノ教会に安置されている。しかしその遺骸の真正性は

疑わしい。 ところが一九四五年、二人の青年がオスティアにおいて、バスケット･ボー

ルの柱を立てる穴を掘っていたとき、偶然墓碑の断片を発見し、それ

が、古代の碑銘録に記されているものと同じであることが確認された。 。 私 た)

ちは涙をこぼさずに行き、涙をこぼさずに帰

りました。土地の習慣となっていたように、

埋葬される前に、墓のかたわらに遺骸がおか

れ、私たちの 贖 いのいけにえが母のために
あがな

ささげられるとき
すなわち、埋葬のさいに、聖

体の秘跡がとり行なわれた。 、 あ な た( )

にむかってそそいだ祈りにおいても、じっさ

い、そのような祈りにおいても、私は泣きま

せんでした。

けれども私は終日、心の奥底においては、

重いかなしみに沈んでいました。そして精神

をかきみだされ、このかなしみをいやしたま

えと、あなたにむかってなしうるかぎり乞い

もとめましたが、あなたはその願いを聞きと

どけてくださらなかった。思うにそれは、す

べて習慣の絆というものは、もはや虚偽のこ

とばで養われていない精神にたいしてすらも
すなわち、虚偽のことばにだまされることない、

真実の信仰を有している精神にたいしてすらも。 何と大きな力を有( )

するものかということを、この一つの証拠に

よっても記憶にとどめさせようと思し召した
おぼ め

からでありましょう。

そこで私は、入浴するのがよいかもしれな

いと思いました。入浴がバルネア（balnea）と

いう名で呼ばれるのは、ギリシア人がバラネ

イオン（βαλανε ῖ ον）ということに由来

し、それは「うれいを心から追いだす」から

であると、聞いていたのです
「バラネイオン（入浴）」と

は、「バレイン（追い出す）(
･アニアン（うれいを）」に由来するという語

源の説明であるが、これはこじつけである。 。そうです。私はこ)

のことをも、孤 児の父よ
「詩篇」

六七･六。 、あなたの( )
みなしご

あわれみに告白いたします。入浴はしてみた

けれども、する以前とすこしも変わりません

でした。心から苦いかなしみは消え去らなか

ったのです。

それから眠りましたが、さめてみると、か

なしみの心はすくなからず、やわらいでいま

した。そしてひとり床によこたわりながら、

私はあなたのアンブロシウスのあの真実にあ

ふれる詩句
アンブロシウス『讃美歌』一・

二。夕の讃美歌といわれるもの。 を想い出しま( )

した。まことにあなたは、

かみよ、すべてのつくりぬし

あまつみそらをしろしめす

ひるはあかるきひかりもて

よるはめぐみのねむりもて

よそおいたまえばもろびとは

ゆるみしからだよこたえて

あすのちからをやしなえり

Benozzo Gozzoli, Morte di Santa Monica（［図像］79番）.
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つかれしこころかろやかに

なやみはとけてあともなし

33 それから私はしだいに、あなたの婢女につ

いて先に考えていたことにもどってゆきまし

た。彼女のあなたにたいする敬虔な態度や、私

たちへの愛情こまやかで奉仕的な、しかも聖な

るものごしの想い出にもどってゆきましたが、

このようなものをいま、突然奪われてしまった

のです。私はあなたの御前で
「詩篇」一八･一五、

一 一八 ･ 一六 九 。 、 彼( )

女について彼女のために、また自分について自

分のために、泣きたい気持になりました。

私はそれまで抑えていた涙をはなち、あふ

れたいだけあふれるにまかせ、涙をもって心

の床としました。そして心は涙のうちに安ら

ぎを得ましたが、それは、私の悲嘆を傲慢な

しかたで解釈しようとする人間の耳ではなく、

あなたの耳がそこにあって嘆きを聞いてくだ

さったからです。

いま、主よ、あなたにこのことを、文字に

書いて告白いたします。読みたい者は読んで、

思いのままに解釈するがよい。もしも、私が

母のためにほんのわずかな時間泣いたことに

罪をみとめる者があるならば――それは私の

目にはしばしのあいだ死んでいるように見え

るけれども、あなたの目の前に私が生きられ

るようにと、多年のあいだ、私のために泣い

てくれた母なのです――、どうか嘲わないで
わら

ほしい。むしろ、大きな愛があるならば、キ

リストの兄弟たちすべての父であるあなたに

むかって、その人自身、私の罪のために泣い

てほしい
あわれみの神である主は、われわれ人間に、他人を裁き嘲笑するこ

とではなく、他人を愛し、そのために祈ることをもとめたもう。 。( )

（アウグスティヌス『告白録』第 9 巻第 12

章第 29 節、第 31‐33 節（［山田訳］Ⅱ、201‐209

頁）。ただし一部改変して引用した。なお第 33

節については、やはり賢者の哲学の立場を批

判しているアウグスティヌス『神の国』第 9

巻第 4 章ならびに第 5 章、さらに賢者の立場

として念頭におかれているであろうつぎの

「資料○34」にある見解も参照せよ。）

 資料○34 ：「悲嘆を傲慢なしかたで解釈しようとす

る人間」とは誰か

彼〔賢者〕は数々の不運な出来事にみまわれても、

その幸福を損うことは少しもないだろう。たと

えそのような逆境におかれても、完全な生が（彼

自身のなかに、少しも損われることなく）とど

まっているからである。たとえ彼の身内の者た

ちや友人たちが死んでも、彼は死の何たるかを

よく知っているし、死を受ける者たちが賢者な

ら、やはりその者たちも、死の何たるかを知っ

ているのである。またたとえ身内の者たちや縁

者たちが死んで彼を悲しませるとしても、悲し

むのは彼自身ではなく、彼のなかの知性をもっ

ていない部分で、彼自身がその部分の受けた悲

しみを受けることはないであろう
賢者の肉体は肉体的な生

をおくっていても、賢者(
自身は真実の完全なる生すなわち知性界の生をおくっていて、肉体的な生に影響されることは

ない。したがって、彼の身内や友人たちの世俗的な不幸を見ても、彼の知的な生がそれに影響

されること

は な い 。 。（プロティノス（Plotinos 205‐270）『エ)

ネアデス』第 1論集第 4論文第 4章末尾（［プロ

ティノス（水地･田之頭訳）］第 1 巻 235 頁）。）

『神の国』の写本（15世紀後半）


