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北大文学研究科紀要 126 (2008)

序説 信の哲学

―ギリシア哲学者使徒パウロ ― (上)

千 葉 惠

第一章 信のロゴス
ことわり

1.1 信のロゴスの探求

ナザレのイエスは信仰に殉じた。アテナイのソクラテスはロゴス (理)
ことわり

に

殉じた。イエスは「苦難の僕」（Isiah.53）等に見られる神の言葉を介して父

なる神の確かさへの信を貫いた。ソクラテスはロゴス一般の確かさへの信を

貫いた。彼らは生命をかけるに値する確かさを見いだしていた。その後の歴

史において彼らは確かさそのものの源，その確かさを具現する象徴となった。

信とロゴスこの二つの確かさは二者択一ではない。信仰と理性という対比は，

人間をその全体性において理解しようとする限り，正しい問いの立て方では

ない。イエスは幼少のころからラビたちを議論において論破しており，彼は

後に「神とともにあるロゴスであった」（John.1.2）と報告されている。ソク

ラテスも自他の吟味を「神の指令」（Apologia,22A）と受け止め，その信の

なかで神的な「諫止の声」（31D）に耳を澄ましつつ生を送った。

信とロゴスは択一的なものではなく，相補的なものとして人間の全体性を

構成している。そもそも，ひとが神を信仰するように，ひとは理性をあらゆ

る真理の最高裁判所として信仰すると言うことはできない。それは理性を神

格化することであるが，通常理性はそのような祭り上げになじまず，理性を

とるか神をとるかという比較はカテゴリーミステークを犯している。理性は

推論など普遍の次元で思考活動をすることをその主要な機能として持つ。ひ
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とが「自らの理性を信じる」という発話においては，人類がそのもとで連綿

として蓄積してきた知的活動は確かなものであり，それらのうえに何か確か

な知的な構築物を築くことができるということを表明している。理性は先ず

何よりも最も身近で誰とでも共約できる判断の尺度，物差しである。魂の感

覚や表象そして信念などの認知的機能は理性に情報を提供するとともに，理

性はそれらに対しては裁判官と言うよりは，整理者，問題解決者さらには助

言者，諫言者として機能している。魂の諸機能のなかでは良心がむしろ裁判

官にふさわしい。というのも，一方，理性は，通常，感覚等から得られる情

報の上に諸過程のなかで機能するが，他方，良心は各人自らとの共知（con-

science）として認知過程を経ずに一気に発動し，そこに魂の根源性と全体性

を統括しているからである。魂の自由な活動は各人のあらゆる創造的な営み

の主要な源泉であり続け，矛盾律に反しない限り，各人の理性が制約を課す

ことはない。神は理性や感覚等魂の種々の機能全体を駆使して信じられる，

或いは拒否されるそのような根源的な存在者であり，理性が魂の最も内的な

反省的機能であるということとの対比で言えば，神は最も遠い委譲的な存在

者である。

偶然的でどこにでも見られるとも思われるひとりのひとの生涯が人類に

とって比類なき出来事であったということは，ユダヤ人には「躓き」であり，

ギリシア人には「愚か」である（Cor.I.1）。「神の子が木のうえで死んだ」と

いう命題は確かに愚かに見える。ギリシア教父テルトリアヌスは「愚かだか

らこそ信じる（Credo quia absurdum）」と主張する。それはあたかも２＋２＝

５だからこそ神を信じるという如き絶望的な企てである。本研究においては

信のロゴス（理）を探求する。哲学が理性的な営みとして何らかの仕方で信

というこの魂の一つの顕著な行為，状態について解明を与えるとするならば，

それはどこまでも個人的には誰をも拘束しないが，普遍的には万人を拘束す

るそのような一般的なロゴスの場においてであろう。

1.2 共約可能性

信の哲学における探求の主題は信であり，そしてそれに基づき誰もが議論
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に参加できる与件は主にパウロのテクストである。そのテクストは人間のと

りわけ旧約聖書の長い言語使用の伝統のもとに，自らの実在体験を組み込み

提示されたものであり，さらにその後の歴史においてそのテクストは異文化

をも含め人間の長い分析の歴史の濾紙を通過したものである。解釈をめぐる

論争は二千年になる。信の哲学においては，いかなる解釈もその基盤を受け

入れた上で遂行される，その共約可能な基盤の探求に集中する。

パウロによりギリシア語の「ピスティス」という一語において表現された

信実そして信仰総じて信ということがらが一体人間存在にとっていかなるも

のであるか，いかなる位置をしめいかなる機能をはたしているかを解明し，

その作業を通じて人間存在をその全体性において理解したい。パウロのピス

ティスの理解をめぐり信の哲学が可能であるとすれば，それはパウロにより

宣教された福音を展開するテクストの分析を介して，信じる者も信じない者

も同じ言語を使う限り，すべてのひとに共約可能な（commensurable）知識

を析出しうる地平が存在するからである。それは解釈作業の基本的な方向と

制約を提示するものとなろう。ひとは，翻訳可能性を含む広い意味で同じ言

語を使用する者である限り，テクストへの意味論的分析を通じて同意に至り

うる。さらに信の哲学が可能であるとすれば，それはパウロが福音を展開す

るテクストにおける魂の分析を介して，信じる者も信じない者も同じ魂を持

つ限り，すべてのひとに共約可能な知識を析出しうる地平が存在するからで

ある。ひとは，同じ心身の構造を持つものである限り，テクストに対し心身

論という視点からの分析を通じて自らの魂の機能について同意に至りうる。

そこでは一つの意味論そして心身論として他の立場と対話が可能なものとな

ろう。この共約可能性にこそ，信の哲学の成否がかかっている。

「共約性」とは複数のもののあいだにそれらを比較吟味する同一の規準が存

在していることを言う。一般に，比較されるものごとは同一次元における類

的同一性を何らかの仕方で摘出できなければ，それぞれ類似性，異他性を指

摘する視点を持つことはない。例えば，火星人と地球人を比較する場合に，

双方とも「生物」であるという前提を立てることになろう。日本と米国を比

較するときは「国家」という共通の規準により，その差異を判別する。もし，
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日本とオレゴン州と英国をその人口や産業において比較するなら，カテゴ

リーミステークに陥る，つまり分類比較の規準を誤っていると指摘されるで

あろう。

共約可能性を担うものは合理性である。この概念を合理的に理解すること

は困難を伴うが，合理性を根源的に支えるものは矛盾律であるとすることに

異論は提示されえないであろう。なぜなら，異論があるとして，その異論そ

のものが矛盾律に基づいてなされるであろうからである。ただし，矛盾律は

あらゆる判断の究極的な根源であるにしても，それはあらゆる存在者の究極

的な根源であることを意味しない。言明（ロゴス）のあるところに矛盾律に

基づく合理性は関わるが，存在者やその認識に関しロゴスを伴わない魂の機

能の発動の可能性が残るからである。この留保のもとに，矛盾律は理論的，

実践的な種々ありうる生活形式が主張するでもあろう種々の合理性がそれに

より判別される根源として位置づけられよう。人間についての十全な理解を

提供するものは当然論理次元に留まることはできないであろう。宗教的な感

覚をもちその理論を作らざるを得ない人間というものの理解をめぐる思考の

最低限の制約として矛盾律を確認したうえで，共約できる地平，領域を積み

上げていくことが不可欠な作業となる。

信の哲学構築において共約可能性とその探求は少なくとも三つの仕方で機

能する。一つには，それは偏りの抑止力として機能する。人間理解をめぐり

最も避けなければならないことは，個人的な制約に基づき人間理解を普遍化

することである。自己の矮小な偏りを一般化させることは，排他性につらな

り，避けねばならない。個々人の救済の追求においては，各人が自己の何ら

かの分裂を前提にしており，その分裂を癒す程度においてだけ理性が機能す

るとすれば，理性は功利性と真理が癒着したプラグマティズムに堕落する可

能性を抱える。感情の操作に向かうストア的な理性の矮小性はまさにそこに

由来していた。個人的な偏りの克服のためにも共約可能な次元で他の諸説と

の対話を試みることは不可欠である。合理性は単なる感情や意志から判別さ

れたところにおいてのみ機能する魂のなかで隔離された部位に属するもので

はなく，人間であることその全体性にかかわるところにおいてこそ探究され
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るべきものである。ここでは取り組み得ない複数の宗教のあいだでの対話も

それらのあいだに共約可能な次元を共に探索する限りにおいて，教義上の差

異の確認以上に，それらが共通に基盤としている事柄，たとえば人間理解に

ついての共通理解を確認することができ，共同の創造的作業の可能性を開く

ことになる。

もう一つには，神についてはまったく語りえず，沈黙だけがふさわしい，

合理的な態度であるとする立場に代表される不可知論，懐疑論に対して，対

話の足場を築くことにある。たとえば，デモクリトスが言うように，悲劇と

喜劇は文学類型として異なるものに属するが，同じ文法のもとで単に配列が

異なる同じアルファベットにより構成されているという事実を確認すること

ができるように，同じ言葉を語る者として何らか共有している同一規準を提

示することにより，対話の足がかりを得ることになるであろう。その点で，

ナザレのイエスはわれらと同じ心身の構造を持ち，また周囲の人々に通常に

理解可能な言語を用いていたという前提のもとに信の哲学は構築される。も

し，これが否定されるとなれば，信の哲学は思考を一歩も進めることはでき

ないであろう。

さらには，それは普遍化の試金石となることである。パウロは「ユダヤ人

とギリシア人の差異はない。なぜなら，あらゆる者に同じ主がおり，彼に呼

びかけるすべての者たちに豊かだからである」（Rom.10.12）と主張する。つ

まり，誰であれ信じる者にも信じない異邦の民にとっても福音が救いをもた

らす普遍的な力であると主張する以上，そのひとは従来の共約性の規準を満

たすと同時に，従来の共約可能な次元を拡張するか，それを乗り越える新た

な次元を開拓し，より普遍的なものとして議論を展開するものとならなけれ

ばならない。その限りで，この主張は合理性の試験を通過しうるであろう。

そのような展開がなされた場合にのみ，その議論は旧弊を打破する肯定的か

つ創造的なものと看做されよう。従って，何層からも構成されている人間存

在を同一の規準が適用できる諸次元の判別を介し，それぞれの次元で共約的

な領域を拡張するとともに，次元間を統一するメタな議論においても普遍的

な妥当性が追求される。この点で二章に検討されるペラギウス論争は議論の
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次元の判別を促す好個の事例を供している。

1.3 理解可能性

この探求に方法があるとすれば，それは基本的には理解されうる限りのこ

とがらをできうる限り明晰に語ることである。そしてそのために心に留めね

ばならないことはアリストテレスにならい「美しくアポリア（行き詰まり）

を提示する」ことである。彼は『形而上学』においてこう述べる。「困難を乗

り越えようと欲する者にとっては美しくアポリアを提示することが有益であ

る。というのも，後の乗り越えは先に立てられたアポリアの解であり，足枷

を知らない者にそれを解くことはできないからである。思考におけるアポリ

アはものにおける足枷を表わしている。つまり，ひとはアポリアに陥ってい

る限り，その点で足枷を架けられている者と平行状態にある。どちらの場合

にも先へ進むことはかなわない」（Met.995a27-33）。ひとは自ら問うている

ことがらを明晰に自覚しているのでなければ，たとえ答えに出会ったとして

も，それが自ら問うているものの答えであるとは気づくことはないであろう。

美しく問うところにのみ，アポリアを明晰に提示する限りにおいて，思考の

確実な前進が期待されうるからである。見解の相違が生じた場合に，共約さ

れる次元を積み重ねてゆく限りにおいて，その直前までに共有されているな

いしは共有されていたはずの見解がどの次元のことであるかが判明するな

ら，足枷となっている見解の相違の原因を明らかにすることも可能となろう。

信の哲学は啓示を対象とする。しかし，それは基本的には誰にも理解され

うる限りにおける啓示である。換言すれば，誰にも理解されうる次元におい

て啓示を受け止める。その意味において，信の哲学はアンセルムスが『神は

なぜ人間となられたか』で取った方法とは異なる。彼はそこで「キリストに

全く何事も起こらなかったかのように彼を括弧のうちにいれ，どのような人

間も彼なしでは救われることが不可能であることを必然的推論で立証する」

と述べている 。信の哲学はキリストを「括弧に入れる」ことはしない。ただ，

彼が報告されているままに理解できるその言語網を模索する。理解可能性

（understandability）は整合的で一貫した安定した言語網を要求する。そして
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言語網の地平は，第二章2.3「可能様相」において詳述するように，少なくと

もロギコス（形式言論上），ピュシコス（自然的），メタピュシコス（形而上

的）の三つの層において，それぞれ相対的に独立したものとして張り巡らさ

れる。そして「テオロギコス（神学的）」とでも呼ばれるべき言語層も存在す

ると歴史上考えられてきてもおり，この層を上記三層がどれだけ関連づけ，

分節できるかが問われよう。信が人間の根源的な事柄であり，あらゆる営み

に浸透するそのようなものである限り，これらの言語網を総合する言語もま

た要求される。人間は信じる動物である以上，人間の総合的な理解可能性は

それぞれの地平とそれらを総合する言語網を要求するであろう。

神が歴史のなかで自らの意志を遂行したと報告されているが，残されたテ

クストを通じてその啓示を理解することはできる。そしてそこで啓示されて

いる事柄或いは啓示であると主張されている事柄は，理解されうる限りにお

いてつまり人間の理解力の限界内で処理されうるものでしかない。啓示の主

体がそれ自身においていかにあるかは本研究の探求対象とはならない。換言

すれば，神は地上に引き降ろされた限りのものとしてのみ，吟味の対象とな

る。宇宙の創造者にして全き聖，愛そして義なる神への賛美は詩人のインス

ピレーションに委ねよう。明確に理解できないものは考察の対象から厳密な

仕方で除外される。しかし，その規準はカントのように感官を触発する領域

としての時空の制約のなかにあるか否かではない。詩人の賛美もその意味で

或る次元において考察の対象になりうるであろう。まったく人類に理解でき

ない事柄が，また理解できない言葉で啓示されたとしても，それを「啓示」

として語ることさえできないであろう。

「啓示」と「啓示として報告されていること」は当然概念として異なってい

る。信の哲学は啓示として報告されていることがら，とりわけ「イエス・キ

リストの信」を真剣に，つまり啓示として受け取り，それをいかに理解でき

るかに集中する。この「受け取る」ことは必ずしも信仰により受け取るとい

うことを含意しない。聖書の主張をそれ自身としてつまりその言語の網の目

において主張されている事柄を，そのなかでそのものとして受け取るという

ことをここでは意味している 。これは歴史の一事件を正面から引き受け，新
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しい哲学の可能性を模索する企てである。アリストテレスの質料形相論や可

能態現実態論が多くの問題を解くことができるように，そしてそれが新たな

アポリアを生むように，「イエス・キリストの信」の新たな理解が従来の論争

にどれだけ解決を与え，思考を前進させることができるかを吟味し，それが

抱えるアポリアを美しく提示することに努める。

信の哲学は信をめぐり語りうる限りのことを明晰に語ることを使命とす

る。この段階においていかなる真理論にコミットしているかを問われるなら，

整合説と対応説の二段階真理論とでも言うべきであろう。後述する三つの言

語網がまず無矛盾であることが最低要件であり，そのうえで整合的なもので

あり，さらに「イエス・キリストの信」という公理から，後述する三つの実

在とその対応する言語網が明晰に関連づけられことがめざされる。その整合

的な全体的言語網のなかで，個々人の認識，判断そして実践がイエス・キリ

ストの信との対応，合致の経験により，判断に限定されない広い意味での対

応説に基づく真理が主張されることになろう。そして，判断に限定されない

真理のもとにおいては，キリストに似たものになっていることがその真理性

把握の要件となる。そのような真理論をパウロは主張していたと思われる。

信の哲学は，整合性の追及を通じて見えないものへの無定見な思弁を制約

する力になるであろう。これは宗教哲学者には不満に思われようとも，矛盾

律に反する言明を語ることもなければ，神秘や無を語ることもない。従来こ

の理解可能な明晰性への切迫が言葉のマジックにより不明瞭にされてきたこ

とをこれからの議論を通じて明らかにするであろう。

1.4「霊の力の論証」の共約性

信の哲学の課題は形而上哲学者パウロの視点から端的には信じる者にも信

じない者にも共約可能な次元において信について思考を展開することであ

る。パウロの所謂神学的思惟つまりイエス・キリストへの集中による思考は

言語と心と実在をめぐる哲学的思惟の析出を許すものとして展開されてお

り，つまり，彼は形而上の事柄をめぐる哲学者としても思考しており，彼の

テクストから読者の信仰の存否を前提にすることのない局面を析出すること
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を通じて，従来の論争にとりわけカトリック的思惟とプロテスタント的思惟

が暗黙に前提している領域に分け入ることを企てる。トマス・アクィナスは

アリストテレス哲学を用いて，自然神学の体系を構築したが，アリストテレ

スは彼の仕方でしか読まれえないものではない。さらに，彼の体系は宗教改

革者により激しい批判を浴びている。その批判には，本章1.7において見る

ように，真理契機があり，これら二つの歴史を経過した現代において，双方

の基盤として，ナザレのイエス以前にありカトリックの占有物では決してな

いアリストテレスとの対話を新たに試みたい。パウロの神学的思惟がギリシ

ア哲学の基礎づけのもとにあること，さらに神学的次元における思考の位相

と哲学的な次元の位相の関係を哲学的に探求することにより，神学者たちが

パウロに帰している神学思想がよりよく理解されるものとなろう。

この企ては，換言すれば，パウロが信の哲学の創始者であることを明らか

にすることにある。それを可能にするのは，ひとつには，歴史的状況として，

ヘレニズムユダヤ教という文脈において信をめぐる思考を展開しているパウ

ロが残したテクスト，これは言うまでもなく万人のものであるが，とりわけ

「ローマ書」は異邦人のためにも書かれたものであることにある。この手紙に

おいてパウロは福音の宣教が同時に福音の論証となるような仕方でギリシア

哲学の術語を自家薬籠中のものとして議論を展開している 。ただし，ここで

私が「福音の論証」と言うとき，パウロは人間であることの全体性を解明す

るものとして福音を位置づけており，福音の宣教そのもののなかに人間本性

および歴史の展開，帰趨を論証している。

彼は「ローマ書」より以前の手紙「コリント前書」で自らの宣教を競争者

たちの「知恵の説得性」に訴えるそれと対比し，「霊と力の論証」と特徴づけ

ている。「十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであるが，救われるわれらに

は神の力である。……世がその知恵を介しては神を知らなかったのは神の知

恵のうちのことであり，神は宣教の愚かさを通じて信じる者たちを救うこと

をよしとした。ユダヤ人は徴を求めるそしてギリシア人は知恵を求める。わ

れらは磔にされたキリストを宣教する。ユダヤ人には躓きであり，異邦人に

は愚かであるが，召しだされた者たち，ユダヤ人にもギリシア人にも，キリ
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ストは神の力そして神の知恵である。神の愚かは人間たちよりもより賢く

（σοϕωτερον），神の弱さは人間たちよりもより強い（ι’σχυροτερον）。……わ

が議論とわが宣教（ο‘λογοϛμουκαιτοκηρυγμαμου）は知恵の説得性に

おいて（ε’νπειθοισοϕιαϛ）ではなく，霊と力の論証において（ε’να’ποδειξει

πνευματοϛκαιδυναμεωϛ）ある，それは汝らの信仰が人間の知恵において

ではなく神の力のうちにあるためである」（Cor.I.1.18-2.4）。

この発話の文脈として，コリント教会において，キリストを宣教する方法

として，知恵による説得を試みている人々がおり，パウロは自らの方法が彼

らのそれと異なることを強調していることが想定される。しかし，文脈如何

にかかわらず，ここでのパウロの主張は一見反ギリシア的，反理性的に見え

る。パウロは「霊と力の論証」による宣教において，十字架において死とそ

の棘である罪に対して勝利した，生命そのものであるキリストを伝達する。

それはコリント人の信仰が神の力のなかで持つことが実現されるためであ

る。つまり，霊と力の論証とは神の力による説得のことであり，理性が普遍

的な次元において人間的な知恵として信念の形成に努めるものとは一見次元

を異にしている。ここで福音の宣教と議論がギリシア哲学に基礎を置く「知

恵の説得性」による論証と対比される。アリストテレスは「知恵は知識のう

ちでも最も厳密なものであろう。従って，知者は単に原理に基づくものども

を知るだけではなく，原理についても真を語るものでなければならない」

（Nic.Eth.VI.1141a16-18）と語る。しかし，パウロは二つの方法を比較され

うるものとして述べている。一事件をめぐる福音はこの種の知者の知恵より

「より賢く」，「より力強い」と彼は主張する。福音は「神の力」そして「神の

知恵」であるが故に，それを伝達するために彼は「霊と力の論証」を企てる

（cf.Rom.1.16) 。

しかし，この主張には端的に懐疑が提示され，例えば霊を判別するものは

何であるのか，信仰が神の力のうちにあることを確認するものは何かが問わ

れよう。さらに，外在的な立場で霊を霊として把握することはできるのか，

そもそもひとは霊の外にあるということと霊のうちにあるということを判別

することができるのか，たとえ「神の力」のうちに信仰があったとしても，
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それはやはり人間の信仰として記述されるのではないか等の問いが提示され

よう。信の哲学はこの霊を共約的な次元において解剖することを企てる。こ

の箇所においても，或る人々には愚かに見えても，十字架の言葉は人間の普

遍的な知恵よりも「より賢く」，「より力強い」という比較級による主張は，

この二つの知恵の主張は比較されうるものであり，従って共約的な規準があ

ることを含意している。彼は人間の知恵が「賢い」ものであり「力」あるも

のであることを，さらには信が人間の力として知恵の支配のなかにありうる

ことを否定してはいない。そのうえで，彼は霊と力の論証が，それよりもよ

り賢いものとして基本的に誰にも理解できる言語により，その延長線上に理

解されうるものであると主張している。この比較の規準としては，人間を神

による力をも受動するその全体性において捉えるという視点が与えられよ

う。

「世はその知恵を介しては神を知らなかった」という過去形による人間の認

識能力への判断は，歴史の中で福音の啓示がパウロにより霊の論証として「コ

リント書」および体系的な「ローマ書」において明晰に提示された後にも，

主張されうるかは一つの問いである。パウロは一方「コリント書」において，

その宛先が自ら立てた教会であることもあり，具体的な諸問題を解決すべく，

自らの生が神の力のうちにあるものであることを実証しつつ福音をより実践

的，また個人的な仕方で論証している。他方，コリント教会とのこれらのや

りとりを経た後に書かれた「ローマ書」において，パウロは「霊の論証」と

いう表現をもはや用いないが，「神の霊の力において成し遂げたこと以外」

（15.19）語らないという表現は見られ，信仰が神の力のうちに持たれるべく，

霊の言葉と矛盾することのないより理論的，体系的な仕方で福音を論証する。

その実質内容は，同様であり，イエス・キリストを宣教することにある。

神の知恵を世の知恵が一切学習できないのであれば，いつまでも世はその

知恵を介して神を知ることはないであろう。人類の歴史において，人間に生

じることはなんであれ，たとえどれほど個人的な直観や霊感に満ちたもので

あれ，人類の共有財産とすべくそれら特異なことがらの普遍的な三人称の言

語による翻訳，解読が試みられてきた。それが理性の仕事であることは言を
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待たない。

神を知るということにも幾つかの次元が考えられ，パウロと言えども肉の

弱さを抱える限り，「われらは今不明瞭に鏡を通じて見るが，かのときには，

顔と顔とをあわせて見る。今われ諸部分に基づき知るが，かのときには，わ

れはまさに知られたように，知るであろう」（Cor.I.13.12）と述べるように，

顔と顔とをあわせる直接知のような明確な知識に到達していない。しかし，

福音の啓示の事実がとりわけ「ローマ書」において明晰に語られた場合に，

信の哲学がここでパウロの批判する「世の知恵」以上のものでないのかは別

として，理性は新たに啓示について何らかのアクセスを持ちうるであろう。

というのも，何であれ歴史的な一事件に理性が解明を企てることがあり，或

る程度それが明らかになることがある以上，過去の啓示と報告される歴史的

一事件についても明晰に論証されている限り，それについての考察は何らか

の知識をもたらすことができようからである。K.バルトは「「ローマ書」につ

いての厳密科学は写本の読解とそのための索引作成とに限られなければなら

ないであろう」と悲観的であるが，信の哲学は当然この見解に与しない 。

神の力に触れるとき，それは人間の創造者の力としてひとの力よりも強い

ということは経験者であるなら語ることができよう。そして，その経験の言

葉は何らかの普遍性を求めるであろう。或る人々にしか理解できない言葉は

宣教として空しい。パウロは異言をそのようなものとして位置づけている

（Cor.I.14）。信の哲学はこの「より賢く」「より力ある」言葉がいかなるもの

であるかを普遍的な次元において探求する。つまり，これは十字架の言葉を

人間の知恵との共約可能性のなかに理解しようとする企てである。

一般的に言って，霊の力がより賢いものとして言葉により論証されている

ものである限り，一見愚かに見えても理性の吟味に耐えうるものであり，通

常の人間的な理解を構成する言語的な理解を前提にしている。さもなければ，

彼の議論は理解さえできないであろう。人間の知恵よりも包括的な神の力に

基づく信を論証することにより，信の哲学は「ローマ書」において「イエス・

キリストの信」とひと個々人の心的状態としての信の二つの相のもとに分節

されている信を人間であること全体の分析として普遍的次元において提示す
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る。これにより同一の魂を持つものである限りにおいて同意が成立しうる共

約的な領域を拡張することをめざしている。信の哲学はこの「霊の力」を共

約可能なロゴスを通じて明晰に理解しようとするものである。

この企ては，なぜより優れた知恵と力があるのに，より劣った普遍的な理

解を求め説明を企てるのかという問いに対する一つの応答となろう。つまり，

そのより賢い神の力を

まる。

経験するだけではなく，それが人間性全体の理

解に神の力

元での

いかに貢献するかを解明することは興味深いことである。

福音はイエス・キリストという歴史の一事件に基礎を持つために必然的に躓

きを含意することになる。普遍性を求める理性と福音のこの歴史上の非普遍

的根源のあいだに常に緊張が伴う。信の哲学は，救いがそれぞれの境遇にお

いてある個々人の神との個人的な関係である以上，例えば神に導かれ愛され

ているという実感のなかで，その愛を裏切るわけにはいかないという信実で

ありうることの喜び，そのパトスをそれ自身として尊重する。神を身近に感

じるということは，日々聖書に親しみ神が人間をどのように認識し，判断し

また愛するかを学んでいる者にとっては，ちょうど親しいひとがどのように

考え，どのように対応するかについて感じや予感を持つように，不自然なこ

とではない。

救いはキリストが各人のなかに形づくられることがらである以上，学は各

人にキリストを形づくることはできないであろうという意味において，干渉

できない領域を持つことを自覚し，その手前に，すなわちその一般性におけ

る解明に留

も従順

理性がなしうることは理性的な躓きを，つまり認知的な次

を

展開

躓きを取り除くことであり，また認知的な次元と人格的な次元の関係

について認知的な次元において一般的に解明を企てることができるだけであ

る。或いは，信におけるアポリアを明晰に提示することができるだけである。

求めるものにひたすらなる聴従と信仰告白を要求するイエス・キリストの出

来事が含む躓きに関しては，沈黙だけが相応しい。信仰はひたすら神への信

実を求める。それに対し，信の哲学はその信仰のロゴスの知識を求める。し

かし，最

人間の

な者にも神への関心なき者にも共約的な次元において思考

がみなすることは興味深い企てと もあされること う。ろ れそ 恵知

実上事

として
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に終わるのか，或る人々が主張するように理性が霊的な言葉ともみなされう

るのかはその果実において知られることになろう。

1.5 信の哲学と聖書

パウロの書簡を含め聖書は神の言葉であるという立場からの信の哲学への

批判が想定される。聖書の聖典性を論じる者はイスラエルの歴史のなかで書

かれた人の言葉としての諸文献に対し，それを秩序づける一つのものが先行

していることにその根拠を見出す。書かれたものはそのひとつのものに対す

る預言や証言としてまたその成就の報告として，そのひとつのものの担い手

である限りにおいて秩序ある位置づけをうる。それは神の言葉として，パレ

スチナ地方の一文献でありながら，聖霊により記述されたために他の類似文

献をそれにより判別する聖典の位置を得るとされるでもあろう。それ自身は

他の何ものによっても基礎づけられることなく，それ自身の権威において受

け止められるべきものであると主張されるでもあろう。カルヴァンはこう書

いている。「ここで使徒たちに許されたことは，昔，預言者たちが持っていた

こと以外のものでないとわれらは結論する。すなわち，それは旧約書を解明

し，かつそこに伝えられていることがキリストにおいて成就されたことを証

示する（ostenderent）ことであった。だが，彼らはまさにこのことを主によ

るのでなければ，即ち，キリストの霊が先立ち行きそしてキリストの霊によっ

て何らかの仕方で言葉を口述する（verba quodammodo dictante Chrisiti
 

spiritu）のでなければ，なしえなかったのである」。

聖書が全体として神の言葉でありそれゆえに聖典でるという主張は，人類

の唯一の歴史が神により導かれ，その神が歴史のなかで決定的な自己啓示を

なし，それ以前の出来事もその出来事との関連において，その光のなかで同

一の聖霊の証示として一貫して解釈されうる限り，ありうるものである。カ

ルヴァンは「聖霊の証はあらゆる理性よりも優れていると私は答える」と言

う 。また「聖書は聖書それ自身の解釈者である」というルター主義的な聖書

主義は啓示の書の理解の方法として適切なものであると言える。しかし，神

の言葉が人間に理解されうる仕方で語られている限り，それはやはりひとつ
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の人間の営みとしての分析を拒否するものではないであろう。信の哲学はこ

れらの企てを尊敬するが，そのような解釈という営為それ以前，その手前の

文献をありのままに，つまり人称や時制そして法など文法的な制約のなかに

ある言葉として分析することに従事し，そこから析出されうる限りのことが

らの報告に集中する。熟練の聖書記者たちはこのような文法規則のような制

約を意識的にも無意識的にも一切念頭において語ってはいないということは

ありうることである。ただひたすら事柄そのものに没頭し，そこで得られる

言葉を書きとめ，口述しているということはありうることである。しかし，

それが人間の言葉である限りにおいて，文法的意味論的制約のなかで解剖す

ることはその言葉を理解する手がかりを与えるでもあろう。聖書を引用する

ことがあるとすれば，権威に訴えるためではなく，その命題が誰にとっても

説得的で共有されうるものになるであろうと判断するからである。歴史の審

判を経て，さらに歴史を審判する古典中の古典は説得的な人間理解を提示し

ているという信念を持つことは何ら非理性的なものではない。合理性は論理

的次元，自然的次元，社会的次元それぞれの次元において論じられうるが，

人類の歴史において重宝されたものは何がしかの合理性を持っているに違い

ない。その引用においては，できる限り神学的解釈の分かれる手前で，文字

通りに理解できる限りの意味の理解を提示する。

神の言葉とひとの言葉の分節と調和さらには融合の探索ではなく，与えら

れたひとつの言葉をそれ自身として分析する。換言すれば，神の言葉である

にしても，その言葉は人間の文法規則のもとに叙述されているその現場に留

まる。そこにだけ同じ言語を使用する者同士のあいだに同意の成立する地平

が開かれるであろうからである。

1.6 信の哲学を可能にするもの

信の哲学は信をその主題とするが，啓示神学とも自然神学とも異なる方法

論のもとにあり，その独自の機能を主張する。パウロの思惟は哲学的にもユ

ニークなものであることの故に，信の哲学が可能であると私は主張する。こ

の営みはパウロの議論における言語の多重性の発見の喜びによってのみ遂行
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される。彼は自ら神への信のなかで言葉を紡ぐが，その言葉は，神への個々

人の信仰を前提に要求することなく，信じる者にも信じない者にも妥当する

言葉の層を持っている。この層を明晰なものにすることにこそ，今日までの

多くの神学的なアポリアを解決する鍵が隠されている。

パウロは人間存在に関しそこにまなざしを注ぎ言葉を紡ぎだしている実在

の地平をそれぞれ相対的に独立したものとして「ローマ書」において三層を

分節している。二つは神の前つまり神自身により理解されている人間存在の

啓示であり，その一方はAイエス・キリストにおいて救いをもたらす神の力

である福音として啓示され，他方はB律法において啓示されている神の人間

存在の理解である。一方は人間が義と看做されている領域であり，他方は罪

と看做されている領域である。もう一つは彼がC「汝らの肉の弱さの故に，

人間的なことを語る」（6.19）さいに，まなざしを注ぐ生身の心的状態である。

これは通常哲学や個別諸科学がその分析において前提にしている責任ある自

由のもとに生きる人間のことであり，それを「人間的な人間存在」と呼ぶ。

生身の自己CはAB双方の可能存在としての層であり，神の前に義でもま

た罪でもありうるものとして展開される。例えば，パウロがローマの信徒に

「かくして汝らも自らが罪に対しては死んでおり，キリスト・イエスにおいて

神に対して生きているものであると認定せよ」（6.11）と命じるとき，彼はひ

とが双方のどちらでもありうるという前提のもとに命令形を用いる。命令形

は従うことも従わないこともありうるからこそ，用いられるからである。た

だし，パウロが命令する，その根拠は彼自身に啓示されているからではなく，

イエスにおいて啓示されていることにある。福音の層Aがナザレのイエスに

より切り開かれたことを受けて，これまでどおりB業の律法のもとに生きる

こともできる人間に対して，イエス・キリストにある生を自らのものとする

よう命じる。パウロにおいては神の前の現実を人間の心的現実にするもの，

即ちAの次元をCのものとするものは「聖霊論的架橋」とでも呼ばれるべき

ものであるが，パウロはCの次元にいる人間的人間存在に対してこちら側か

らの移行を「汝が汝自身の側で持つ信仰を神の前で持て」（14.22）と命じる。

また，「生」と「死」という語は彼がAとCの実在に眼差しを向けて語ると
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きは，同一の語でありながら意味を異にする。パウロが「われらは，罪の身

体が滅びるために，われらの古きひとが共に十字架につけられたことを知っ

ている，その結果もはやわれらが罪に仕えることがないためである」（6.6）

と語るとき，十字架において死んだイエスの死が神の前においてはわれらの

古きひとの死を意味する。しかし，生物としての生身の自己はまだ生きてい

る。「われらの古きひと」は「罪の身体」とともに単数形で表されており，知

識主張（「われら知る」）の内容を構成している。この知識主張は，生身の個々

人というよりもアダムに代表される罪人が誰であれイエス・キリストの信実

を通じて処分されてしまったという啓示されたことがらに基づく。ここで「誰

であれ」ということで読者自身が自らをそこに重ね合わせて読むことは当然

許されている。しかし，単数表現により明確に理解されている人間とは誰で

あれ「古きひと」である。これはAにまなざしを注ぎつつ語られるが，パウ

ロはこの啓示に基づき，その出来事により求められる帰結を不定法現在形

（「仕えること」）によりCの次元のことがらとして記述し，各人の責任ある自

由を確認している。このように意味論的分析をするとき，パウロの書簡とり

わけ最も体系的な「ローマ書」を正しく理解することができる。信の哲学は

これら三つの実在の層の関係を追及することにより，信の諸相と知識の連関

を明らかにし，また神学的思惟と哲学的思惟の関連を明らかにすることにつ

とめる。

これらの三層については，詳しくは「パウロの意味論」 において展開され

るが，ここでは「ローマ書」3.19以下により三つの実在の層とそれに対応す

る三つの言語の層が判別されていることを実際に確認する。

［B］律法のもとにある人間存在

われら知る，律法が語りかけるのは，律法のもとにある者たちに告げるこ

とがらは何であれ，すべての口がふさがれそしてすべての世が神に服従する

ためであることを。 なぜなら，すべての肉は業の律法に基づいてはご自身の

前で義とされることはないであろうからである。というのも，律法を介して

の［神による］罪の認識があるからである（διοτι ε’ξ ε’′ργων νομου ου’

― ―17

序説 信の哲学― ギリシア哲学者使徒パウロ― (上)



δικαιωθησεταιπασασαρξε’νωπιοναυ’του,διαγαρνομουε’πιγνωσιϛ

αμαρτιαϛ）。

［A］福音のもとにある人間存在

しかし，今や，律法を離れて，神の義が明らかにされている，それは律法

と預言者たちにより証言されているものであるが， 神の義はイエス・キリス

トの信を通じて信じるすべての者に明らかにされている（Νυνι δε χωριϛ

νομουδικαιοσυνηθεουπεϕανερωται,μαρτυρουμενηυ‘ποτουνομουκαι

των προϕητων, δικαιοσυνη δε θεου δια πιστεωϛ ’Ιησου Χριστου,

ει’ϛπανταϛτουϛπιστευονταϛ）。というのも，［信じるすべての者のあいだ

に］何ら差異は存在しないからである。 なぜなら，すべての者は，罪を犯し

たのであり，そして神の栄光を欠いているが， キリスト・イエスにおける贖

いを通じてご自身の恩寵により無償で義とされる者だからである。 神は

彼をその信を通じて彼自身の血において償いとしてご自身の義の証示のため

に公に晒したが，それは，先に生じた諸々の罪に対する神の忍耐における軽

減を介して，今という好機にご自身の義の証示に向けて，ご自身が義であり，

さらにイエスの信仰に基づく者（τονε’κπιστεωϛ’Ιησου）を義とするため

である。

［C］人間的な人間存在

かくして（ουν），どこに誇りはあるのか，排除された。どのような律法を

介してか，業のか，そうではなく，信仰の律法を介してである。 なぜなら，

われらは，人間は業の律法を離れて信仰によって義とされると認定するから

である（λογιζομεθα γαρδικαιουσθαιπιστεια’′νθρωπονχωριϛε’′ργων

νομου）。 それとも神はユダヤ人だけのものであるのか。そうではなく異邦

の民のでもあるのか。そのとおり，異邦の民の［神］でもある， いやしくも

神はひとりであり信仰に基づく割礼者を，そしてその［業を離れた］信仰を

通じて無割礼者をも義とするであろうなら（δικαιωσει περιτομην ε’κ

πιστεωϛκαια’κροβυστιανδιατηϛπιστεωϛ）。 それでは，われらはその
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［業を離れた］信仰を通じて律法を無効にするのか（νομονουνκαταργουμεν

διατηϛπιστεωϛ）。断じて然からず。むしろわれらは律法を確認する。

まず確認すべき顕著なことは人間存在がこれらの区分においては異なる語

句により表現されていることである。Bにおいて人間は「肉」，「律法の下に

ある者たち」と呼ばれ，Aにおいて人間は「信じるすべての者」「義とされる

者」そして「イエスの信仰に基づく者」と表現される。Cにおいて人間は「人

間」さらには「無割礼者」そして「割礼者」として言及される。なによりも

Cにおいてだけ，パウロを含む「われら」が用いられている。彼が眼差しを

注ぐ実在に応じて，人間の記述，表現が異なることは特筆に価する。

まず，Bにおいてパウロは律法の下にある人間に眼差しを注ぎつつ言葉を

紡ぎだしている。1.18-3.20はユダヤ律法および良心としての律法を含め

（2.14），律法の下にある人間は「神の前」においてつまり神によりいかなる

ものとして理解されているかが展開される。B3.19-20はその結論である。

業の律法の下に生きる者は義とされないことが，旧約聖書における神による

人間認識を論拠として語られる。律法は，全世界のひとびとの口をふさぎ，

神に服従させる機能を果たす。業の律法に基づく限り，すべての律法を満た

す義務がある（2.1-29,10.5,Gal.5.3）。しかし，業の律法に基づいていると神

に看做される者即ち「すべての肉」は誰も義とされない。その理由は「律法

を通じての［神による］罪の認識があること」による。この箇所は従来７章

の律法の機能は罪の自覚をもたらすことにあるとされる箇所に言及し，神に

よる認識ではなく人間の「罪の自覚」と解するが，ひとが持つ心的状態であ

る罪の自覚は神の前のことがらつまり啓示の理由にはなりえないために採用

できない。意味論的分析を怠ったために彼の議論の層を判別できなかったこ

とからくる誤訳である。

続いてAを見る。「しかし，今や」とあり，眼差しをイエス・キリストに注

ぐ。律法との対比において，神が義しいということがイエス・キリストの信

を媒介にして信じる者すべてに新しく啓示されており，この層も神の前の実

在つまりイエス・キリストにおいて出来事になった神の信実と神に義と看做
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されるナザレのイエスの信仰双方に眼差しを注ぎ言葉が紡がれている。「イエ

ス・キリストの信」における固有名「イエス・キリスト」は，行為主体とし

て提示されることはなく，常に「において」や「通じて」という場所や媒介

の前置詞を伴う（第二章，註⑵参照）。それ故，「の」という属格は従来の彼

が持った信仰ではなく，またひとが持つ心的状態は啓示の媒介にはなりえな

いために，従来の彼に対してひとが持つ心的状態としての信仰でもなく，帰

属の属格であり，神とひとりの完全なひとの信がその存在者において出来事

になったことを意味している 。「イエス・キリスト」が行為主体として描か

れないのは，神でもひとでもある存在者に一つの行為を帰属させることがで

きなかったからである。また「信じるすべての者」とあり単に「すべての者」

とないのは，神が義であることを疑っている者はそう知ることはありえない

ことからくる，信と知識をめぐる言語的な制約による。或いは，少なくとも，

そのように析出させる言語の層を含んでいる。

「信じるすべての者」とは誰であれ神により「イエスの信仰に基づく者」と

看做されている者のことである。この神の前の現実Aの文脈においては，個々

人の心的状態は問題にならず，「［信じる者のあいだに］何ら差異がない」と

言われている。「なぜならすべての者が罪を犯したからである」と神によるイ

エス・キリストの出来事における啓示の内実の一方がその理由として述べら

れている。ここでは，「ピスティス（信，信仰）」において，神の前において

はマザーテレサとヒトラーのあいだに何ら差異がないことを含意するイエ

ス・キリストの信が問題とされている。それ故に罪を犯したすべての者がこ

の贖罪を通じて神に無償で義とされる者となるその可能性がこの句により確

認されるが，神がイエスを償いとして公的に晒したのは「イエスの信仰に基

づく者」と神が看做す者を義とするためである。これは「イエス・キリスト

の信」における啓示のもう一方の内実である。なお，「神の義」はまず神が義

であることを意味する。ユダヤ主義者との長い論争があり，パウロの信仰義

認論によれば，律法を守らない罪人を義とする神は不義なのではないかと論

難されており，パウロはまずそれに反論し，神は義であることそして神に「イ

エスの信仰に基づく者」と看做される者は義とされることが啓示されたと展
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開している。

続いて，CにおいてBAから導かれるべき結論を「かくして」という接続

詞により導出する。そこでは神の前の人間存在の罪と義の層が啓示されたこ

とを受けて，パウロは生身の人間に眼差しを注ぎ，「人間」は業の律法によっ

てではなく，信仰によって義とされると「われらは認定する」と自らの見解

として主張する。業により義とされない以上，誇りという心的状態は排除さ

れた。業の律法は最後まで業とその成就による誇りを追及するが，「信仰の律

法」により，つまり信仰についての神の意志により信仰による義が開かれた。

従って，信仰義認論は律法を無効にするのではなく，神の意志としての律法

を「確認する」。

ここCでの「信仰」は「人間」の心的状態としてのそれである。神が唯一

である以上，割礼という業を行うユダヤ人も，無割礼の異邦人も信仰によっ

て義とされるとパウロは主張する。30-31節における「その信仰を通じて」の

定冠詞「その」は「業の律法を離れて信仰によって（πιστεια’′νθρωπονχωριϛ

ε’′ργωννομου）」という28節における「信仰」を指示している。従来，この

定冠詞は，「業の律法」ではなく「律法の業」と誤解されてきたことと共に，

さらには前置詞「を通じて（δια）」と「に基づく（ε’κ）」の差異の無理解と共

に，正しく理解されることはなかった 。この意味で，ルターが28節に「信

仰［のみ］によって」と「のみ」を付加したことは，業のない信仰という意

味で，すなわち業のある者も，業のない者も信仰によって義とされる，つま

り信仰だけが神に問題とされるという意味では，パウロ解釈として正しかっ

たことになる。業の律法の遂行による道が断たれた今，信仰による神へのア

クセスだけが残されているからである。

業のある者も業のない者も義認に関しては，信仰だけが問題とされるとい

う事態は多くを含意するが，その幾つかを確認し，またそれがもたらす新た

な問いの幾つかを確認しよう。罪は信仰によってだけ赦される事柄であり，

業を励むことによって赦される，ないしその者が義とされる事柄ではない。

罪は赦されることだけができる事柄であり，自ら克服することのできる事柄

ではない。業の律法に基づく者は義とされないことが明らかである以上，福
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音の啓示は業の律法による支配の終わりを含意する。「なぜならキリストは信

じるすべての者に義をもたらす律法の終わりだからである」（10.4）。有徳な

者も不徳な者も義認に関し差異はない。誇りは排除されている。

そうであるとするなら，信仰は常に神の前に新たなもの，つまり今新たに

啓示されたイエス・キリストにおいて理解されている「イエスの信仰」に基

づくそのようなものであるかが問題であるところのものとなる。各人の信仰

はイエス・キリストと離れてもたれることのないものであることが含意され

る。人間の側での信仰の実力は人間的には立派さであるにしても，その立派

さが有徳性において理解される限り，神の前では無力である。イエスがでは

なく自己が主張されており，自らの力による業でしかないであろうからであ

る。ひとは，新しくつまりその都度，イエス・キリストの出来事によって古

い自己に死に新しく生まれ変わったことを信じることが問題であるそのよう

な存在者である。さらに多くのことがこの箇所から含意として主張されるで

あろう。他方，信仰が業の律法と対立する限り，ここでの信仰は業ではない

信仰であるとして，それが業ではないことはどのように確認されるのか。さ

らにそれは義認に続く聖化や栄光化にどのように関わるかは解明されるべき

アポリアとなる。パウロは「ローマ書」４章以降においてこれらの問いに立

ち向かう。

パウロはこの箇所において，信仰義認を神の前の義と神の前の罪の啓示に

基づき演繹している。なによりも重要なことは，パウロは神とひとの関わり

として信の二相を判別し，そしてその関係を明らかにしていることである。

この事実に信の哲学の存在理由があり，ピスティスの二相の判別と統一はこ

れまでの多くの論争に解決案を提示するであろう。一つに，「ピスティス」は

「イエス・キリストの信」（Rom.3.22）として明らかにされた歴史的な出来事

に基礎づけられる。これが神の義の啓示の媒介になりうるということは，神

の信実に対応するひとの信実を，即ち神に義と看做される信仰をナザレのイ

エスが実現したことにある。人間的には強弱ある信仰のうちにある各人が神

により「イエスの信仰に基づく者」（Rom.3.26）と理解される可能性が開かれ

た。そこでは「信じるすべての者」は神が義であることを知っており，信じ
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る者たちすべてのあいだに「何ら差異がない」とされる。なぜなら，神の前

においては，つまり神の人間認識によれば，すべての者は罪を犯し神の栄光

に足らないが，キリストの贖罪を通じて無償で義とされる者だからである

（Rom.3.23-6）。人間的に言えば，義とされる者となる可能性が開かれたから

である。他方，パウロは「ピスティス」において，われら個々人の信仰はひ

とつの心的状態として，成長があり，また信仰に進んだ者がおり遅れたもの

がいることを当然のこととして認めている。ここには個々人のあいだに信仰

に何らかの差異があり，何らかの共約可能な規準により判別される。

しかし，義認がそこにおいて問題になる信仰は業の律法から離れたもので

あり，自らの立派さとしての徳が問題にならないところで問題にされること

がらであることも確認されねばならない。パウロはその事態を「汝が［C］

汝自身の側で持つ信仰を［A］神の前で持て」（14.22）と命じる。このAと

C双方に眼差しを注ぐことにより人間の全体性としての解明に向かう。この

ようにしてだけ各人が持つ信仰は神の前の信仰つまりナザレのイエスにおい

て遂行された信仰と関連づけられ，自らの新たな信仰による生を方向づける。

このようにパウロは実在とそれに対応する言語の層を三つに分節し，それぞ

れの次元においてある人間を分析しかつ統合する。

このパウロの分節に対し，神の前の二つの人間存在の現実と人間的な人間

存在の現実との関連はカント流に超越論的観念論にして経験的実在論という

仕方で調停が申し立てられもしようし，プラトン流にイデアと現象の離在と

分有という仕方で調停が申し立てられもしよう。しかし，ナザレのイエスだ

けがこれら三つの層をまったく十全な形で一なるものとして生きたと報告さ

れている。彼の生身の生それ自身が神の前で義なる生であったと報告されて

いる。従って，歴史のなかで三つの実在の層を一つのものとして生きた一つ

のサンプルが存在する限り，すべては神の意識のなかでのことがらであると

いう観念論に逃げ込むことなしに，歴史的現実世界のなかで実在論のもとに

信の何であるかが理解されうるはずである 。また，実在論と言っても，真

の人間が歴史上啓示されたことを受けて，ひとであることの範型はイデア界

においてではなく，歴史のなかに存在する限り，これはプラトンのイデア論
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が不可避的に抱える離在と分有の様々なアポリアに陥ることを回避すること

ができるであろう。パウロは「汝らにキリストの形が成るまで，われ再び生

みの苦しみをなす」（Gal.4.19）と述べ，各人がキリストのようになるという

宣教の目標をかかげる。ナザレのイエスがその信仰により律法を成就したこ

とを受けて，各自が律法の成就である愛において，その模範を実現したかど

うかが判別される。そこでは，神の前の現実が人間的なものにおいて共約的

な議論となりうるかは，一つの問いであるが，パウロは二つの地平を歴史の

事柄として接続させていたことは重要である。これは例えば，唯物論的新ダー

ウィン主義者が人間とは，「鉱石版に刻み込まれた一兆個のデジタル記号」に

比せられる「遺伝子」の「乗り物」であるという理解を主張する場合と構造

上の同型性が見られる。乗り物とされる遺伝子の前における人間と現象上疑

うことのできない責任ある自由のうちに生きる生身の人間とのあいだの関係

が問われるであろうが，ダーウィン主義者はいかに答えるのであろうか。パ

ウロはイエス・キリストの出来事を通じて真の人間であることは倫理的実践

的実在論とでも言うべきものにより解明されるとしている。

なお，神の前の現実ABはそれぞれ二種類つまり，ひとつは啓示されてい

る神の前の現実があり，他は啓示されてはいない神の前の現実がある。前者

にはとりわけイエス・キリストにおける神の人間認識，判断および判決が属

する。後者には，信の哲学において重要な要素として，一方，

パウロの

義認

や救いの箇条が属している。なお，神の国の人格的な組成以外のものについ

ては，思弁が展開されることはないが，その構成員は義と愛のもとに遂行さ

れる様々な活動があるであろうその豊かさに関しては，沈黙する。啓示され

ていない個々人の義認や救いに関する神の認識や判断についてはパウロは

「～と認定する」（Rom.3.27,6.11,8.18），「～と確信する」（Rom.8.38,15.14），

「わが認識に即して」（Cor.I.7.25,40）等の表現により自らの判断として語っ

ている。

しかし，

な

い。し

自覚としては，当然彼のこの種の発言も聖霊の助けと憐

れみのなかにおいて語られるよう祈り求めていることを疑うことはでき

身によりかし，それはそのままでは啓示の言葉ではないとパウロ自 認

個 人の々
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められており，啓示に基づくことがらからの直接的ないし間接的な基礎づけ

のもとにある言葉でしかない。そこに聖霊というロゴスにかかりにくいもの

を対象にする信の哲学の困難さがあると言える。次節で詳しく検討するが，

アウグスティヌスはペラギウス派の主張を上からの聖霊によるものではな

く，人間的な下からの「知恵の言葉」にすぎないと批判する。彼は「［ペラギ

ウス派は］人間の本性は小児においては健全であるから医者を要しないし，

大人になってからは，欲するなら自己の義をみずから達成しうることを証明

するように試みる。なるほどこの議論は鋭いに違いないが，キリストの十字

架を無効にする知恵の言葉のうちにある（Cor.I.1.17）。「この知恵は上から

下ってきたものではない」（Jac.3.15）」 と述べ，先項に見た「第一コリント

書」の当該箇所（Cor.I.1.17）に訴えながら，人間の知恵の言葉と聖書の言葉

の対立を強調する。この箇所の読みは，先述のように，「より賢い」と比較級

で表現されていたように，上からと下からの知恵として単純に対立的に理解

されるべきものではないのではないか，さらにはパウロの「ローマ書」が展

開された後にも神の知恵と直接的な対比のもとにあるのかが問われようし，

「神の力」と言えども人間に理解される限りのそれでしかなく，このように単

純に二分されるものでないことだけは明らかである。しかし，ひとはどのよ

うに聖霊による言葉とそうではない言葉を判別するのかがここでの最も先鋭

な問いである。このような諸制約および問いのなかで，信の哲学はこれら三

つの実在の層の関係を追及することにより，信と知識の連関を明らかにし，

また神学的思惟と哲学的思惟の関連を明らかにする。

1.7 信の哲学 vs啓示神学，自然神学

哲学は厳密性すなわち明晰性を求める知的な営みであるが，神学をふくむ

個別諸科学の知見や実験そして調査等あらゆる知的な営みを参照しつつ，自

らはロゴスによってのみ思考の着実な前進をめざす。そのエンジンは概念分

析と思考実験である。そして哲学の長年の思考の蓄積，知見を用いつつ，啓

示の言語とりわけ「イエス・キリストの信」を分析し，対話を試みる。それ

が可能であるのは，他の哲学者も論証不可能な第一原理をもたらざるをえず，
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そのうえで自らが真理を把握したと主張するからである。信の哲学において

は主にアリストテレス，プラトン，アウグスティヌス，ペラギウス，トマス・

アクィナス，ルターそしてバルト，ハイデガーそしてプランティンガ等と対

話する。その次元においては，啓示も自説の真理であることの主張も同じレ

ヴェルのものであると言える。

アリストテレスとパウロの対話を通じて興味深いことはいくつかある。ま

ずアリストテレスがナザレのイエス以前のひとであったということ，そして

理性に対する素直な信頼のうちに事柄そのものの分析をなしたということは

特徴的である。ヘブライズムとの融合後の時代における思索の営みはなにか

とても捻じれており，それはドイツ観念論などに如実に反映している。即ち

魂に最もインパクトのある事柄を一方で所持しながら，常にそれを密輸入し

つつなんとか普遍的な理性において処理しようとするとき，いたずらなる懐

疑といたずらなる理論武装に翻弄されているように見える 。

アリストテレスはその点，とても素直に人間を分析する。しかし，さらに

特徴的なことは，ルターが激しくアリストテレスを非難するように，アリス

トテレスにはナザレのイエスにおける啓示が含意するロゴスの豊かさを明白

に欠落していることである。これはまさに文字通り啓示されなければ，人間

理性は魂のその啓示に反応する部分は眠らされたままであるという印象をも

たらす。アリストテレスほどの慧眼のひとと言えども，自ら持つ可能性が発

動しないということがあるとさえ思えることである。しかし，彼は啓示に対

応する魂の部位とその機能を自らの仕方で摘出に努めていたことを信の哲学

は明らかにするであろう。パウロとアリストテレス，彼らの二つの特徴は或

る意味で本性上緊張関係にある二つの立場の対話として魅力をもたらす。つ

まり，純粋に理性に対する信頼のなかで生きたとりわけ頭脳明敏なひとがな

す人間分析と，歴史のなかでの啓示を正面から引き受け，それをすべてのひ

とに開かれたものとして分析できる仕方で表示しつつ，それ自身に即して提

示するパウロとの対話は，はじめから密輸入の形においてであれ，あからさ

まな形においてであれ折衷的な仕方で双方の果実を表現する営みよりも，実

り豊かになりうるであろうからである。なによりも，パウロはギリシア哲学
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の術語において思考していたことはアリストテレスとの連続性をも確認する

ことになるであろうからである。理解可能性と共約可能性を吟味の規準とし

て持ち，哲学説と哲学説の対話の可能性を追求すること，これが信の哲学に

おいてなす企てである。

本研究の思考を導く主旋律は神の前の二つの人間現実ABと生身の人間現

実Cの関係の解明であり，それらの緊張にこそ思考のエネルギー源がある。

ナザレのイエスはひとの子として生身のあの生を生き抜き，それが神の信実

に対応するひとの信実であったが故に，同時に神の子であることが明らかに

され，仲保者として神とひとの和解を実現したとされる。ナザレのイエスが

神の子でありそしてひとであるというこの啓示の事実にこそ，あらゆる思考

の危機が懐胎されており，そこに躓きの石があり，しかし，そこにこそあら

たな突破の起点があるように思える。「イエス・キリストの信」が理論的な領

域と実践的な領域双方を統一する視点を提供するように思える。

彼の思考様式はAイエス・キリストの啓示の出来事に眼差しを注ぎ，そこ

から旧約聖書を読み直し，聖書のここかしこを埋め込むかたちで思考の網を

展開することにある。その言語網とは相対的に独立しているものとして，も

う一つの啓示の出来事として彼が眼差しを注ぐのはBモーセ律法である。そ

れは福音の啓示により乗り越えられてはいるものの，しかし神の意志として

留まり，そこでも旧約のここかしこを埋め込みながら思考を展開する。神学

的には，律法は義と不義を審判する規準として機能するのに対し，キリスト

は義そのものでありまたそれにもかかわらず，審判するものではなく審判さ

れるものとして生を遂行したために，人類に新たな可能性を開いたと言えよ

う。これら啓示の出来事を根底にして，神の言葉に聞くという態度をパウロ

は貫ぬき記述している。それが神の言葉であるか否かについて，信の哲学は

感知しない。明晰判明に理解できる限りにおいてテクストを分析する。それ

が神の言葉を理性に従属させているのではないかという非難に対しても感知

しない。その批判は第二章のペラギウス論争に見るように恣意的な理由づけ

に基づくものだからである。

さらに，パウロは「汝らの肉の弱さの故に，われ人間的なことを語る」（Rom.
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6.19）と表現するC人間的な人間存在を譲歩として認めている。そこでは義の

奴隷とも罪の奴隷ともなりうる可能存在としての人間一般の領域が考慮され

ている。命令形が語られる文脈がこの次元を開示しており，命令形が語られ

るのは，福音の事実を受けてのことであるが，それに従うことも背くことも

ありうることを前提にしている。「人間的なこと」を語るというこの譲歩には

人間を責任ある自由な存在者であることを保証する自然的な裏づけがあるに

違いない。この領域は信仰，不信仰以前の共約的な人間一般に帰属する。ま

ず，方法論の展開に有益な限りにおいて，これらABC諸領域の緊張の視点

から，人口に膾炙した古典的な論争を分析してみよう。その好個の事例をペ

ラギウス論争およびバルトに対するプランティンガによる批判を参照し，啓

示神学と自然神学の対立に見出されることから，方法論の確立に役立ち，こ

れらの分節の実質的な理解に資する限りにおいて，神学的言明がどれほどの

次元をその基層に持ちつつ提示されているかを，次章において検討する。

信の哲学は啓示神学とも自然神学とも異なる第三の道を歩み，両者の橋渡

しとなることをめざす。啓示神学とは聖書に基づき聖書に聞くという信仰の

前提のもとでイエス・キリストの出来事への集中により神と人間の関わりに

ついて専一に思考を展開する。この啓示から人間の一切を可能な限り理解し

ようとする大胆な知的作業である。他方，自然神学は存在者，事物の存在の

理解に基づき，信仰を前提にすることなく神の存在とその活動についてまた

神と人間の関わりについて包摂的な思考を展開する。双方の神学の相克の時

代の次世代に位置する信の哲学はこれら二つの営みのそれぞれに内在しその

抱えるアポリアを問い，双方の足枷を明らかにし，比較検討し，対立の克服

を追及する。イエス・キリストへの集中による思考を十全に理解しつつ，し

かも神の啓示をアリストテレスの哲学により分析する思考を十全に理解しつ

つ，双方が相補的な営みであることを明らかにする。それが可能であるのは，

パウロは神とひとの関わりとして信の二相を判別しており，そのうえでその

統一的な理解をも明晰に提示していたことにある。ここに信の哲学の独自性

がある。

啓示神学においては，いかなる主張も主張者の信仰を前提にしたうえでの
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知識主張となる傾向性を持つ。つまり知識は心的状態としての信仰に従属す

る。例えば，K.バルトは「われらの領域，人間論的領域はキリスト論的領域

に対して付属的，従属的なものとして示され，イエス・キリストにおいて起

こったことを必要としそれに与るものとして示される」と主張する 。つま

りCはAから切断されてはならず，内属したものとして理解しなければなら

ないとする。そこでは「われらは最初から，イエス・キリストの存在を，抽

象的にではなく定義上（per definitionem），われらに属するものとして理解

し，われらを彼に属するものとして理解してきた」と主張される。そこから，

G.トマジウスやR.ブルトマンがAの出来事とCをそれぞれ可能態と現実態

という仕方で区別するのを批判する。バルトはトマジウスの見解を引用しつ

つ，トマジウスが「イエス・キリストにおいて最後決定的に「為されたこと」

「存在していること」が，すべての他の者のところへ「移動してくるもの」と

区別する」さいに，その背後に機能している区別は「このような対立が可能

性と現実性という範疇で記されていること」であると解釈する 。また，ブ

ルトマンの次の主張「キリストによっては，生命の可能性以上のものは作ら

れなかった。それは言うまでもなく，信仰者のもとで，確かな現実となるの

である」も可能性と現実性の範疇で思考しているとして彼は反対する。バル

トはこの範疇に訴えることなしに，端的に「彼がすでにわれらのもとに来たっ

てい給うこと，そしてわれらが既に彼のもとに居るということ，それは真理

である」と主張する。

この裸の真理の主張はルターやカルヴァンにも見られる 。信仰は復活の

主が共にいるということをその内容として持つ限り，信仰内容としてそれは

適切な主張であるが，問題は各人にそのことが明白には啓示されていないこ

とにある。それ故に，パウロはその裸の真理は神の前において神によしとさ

れた者の現実であり，それを自らのものとせよと命じている。「かくして汝ら

も自らが罪に対しては死んでおり，キリスト・イエスにおいて神に対して生

きているものであると認定せよ」（6.11）。パウロは，肉の弱さへの考慮から

譲歩として人間的な語りを認めていたこと，そしてその背後に明晰にピス

ティスの二相を判別していたことを考慮にいれ思考を展開するとき，この問
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題に対する新たな態度が取られることになろう。これらの主張には或る留保

が，つまり，そのことは個々人には明白には啓示されてはおらず，イエス・

キリストにおける啓示は神の前における事実命題として主張されうるが，

個々人における内属関係は信じるべきことがらとして位置づけられているこ

とが明らかになるであろう。

他方，トマス・アクィナスが「キリストにおいて信仰と希望が不在であっ

たのは，それらに含まれている不完全な要素のゆえにである。だが，キリス

トは信仰のかわりに明白な直観（apertam visionem）を希望のかわりに十全

なる把握を有していた。こうして彼のうちには完全な愛があった」 と主張

するとき，「ローマ書」3.21-26における「イエス・キリストの信」および「イ

エスの信仰に基づく者」を理解し損ねたと言える。この発言は自然神学がピ

スティスを認知的な次元において捉える傾向性にあることを表している。ル

ターはこの次元における信仰理解を激しく批判する。「彼ら［パリ学派］は注

がれた信仰が大罪とともに存在しうるとすら断言する。……神の賜物である

信仰が，大罪と共に存在しうるなどということを，誰が教え込まれたりする

か……信仰について彼らは何ひとつ正しく解っていない」 。宗教改革にい

たるまでカトリック神学は概ね信仰を正しく理解することなく，思考を展開

していたとするならば，これは人類史上大きなスキャンダルと言わねばなら

ない。

「ピスティス」には明確には知らないから信じるという認知的（cognitive）

要素と我と汝の或る等しさに生起する相互の信実という人格的（fiducial）要

素双方が含意されている。個々人が自らの責任において神を信じるとき，明

確には知らないからこそ信じるのであるが，その知らない神への何らかの知

識と信頼や誠実さを抱いている。認知的要素と人格的要素という表現は普遍

的に表現された場合のことであり，実質的には，イエス・キリストにおいて

実現された神とナザレのイエス双方の信がモデルとなっている。信の哲学は

神認識の問題の伝統的な取り組みとは異なり，神が神自身においていかにあ

るかを知ることを最初から断念している。神の人間認識の啓示，また被造物

であるとされる自然を通じて知られる限りの神について，その認識を問題に
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する。従って，信仰の持つ認知的要素を論じる場合には，啓示として報告さ

れている神による人間認識をテクスト分析を通じて理解することにより，わ

れわれが自らの責任ある自由のなかで持つ人間認識との折衝を通じて，神認

識の深化を企てる。端的に言えば，神は人間をいかなるものと認識し，判断

そして行為しているかをめぐるテクストの分析を通じて，神による人間認識

がそのまま神についての認識であるという立場において，信仰の認知的要素

を問題にする。一般的には，認知的な次元で知識を求める信仰は必ずしも人

格的次元の信実な交わりへと向かわせないが，ナザレのイエスにおいてそれ

が不可離であることが啓示されている。彼は明確な人間認識を持っていた。

ナザレのイエスがこの地上でもっていた神とひとに対する認知的状態と神と

ひととの人格的状態が宣教の規準となり，ひとが持つ信仰の規範となる。一

方，彼は権威をもって力ある業を行ったが，他方彼は終わりの時について「そ

の日，その時は誰も知らない。天の御使いたちも，また子も知らない，ただ

父だけが知っている」（Mc. 13.32）と言い，またゲッセマネにおいて神の意

志を測りきれずに苦闘ののちに，神を義としたように，身体の限界のなかで

肉の弱さを抱えていたことが伺える。彼は誘惑を受けるなどにより生涯認知

的に完全な状態にはいず，信仰によりその不完全さを乗り越えた。他方，神

に創造された人間と自然について，彼は熟知していたという意味においては

われわれにとって規範となるべき認知的な状態にあったと言うべきであろ

う。そのなかで，「アッバ父よ」と時空の限界を超えて祈ることに見られるよ

うに，彼は神との父と子の人格的な関係を実現していた。この生を貫いたイ

エスがキリストとして身体のうちに形づくられるという仕方で信仰の展開が

遂行される。

パウロは信仰の前進を具体的そして一般的に二つの仕方で描いている。ひ

とつにはそれはイエス・キリストによる義認を通じて切り開かれた「恩寵へ

の信仰による近づき」として述べられる（Rom.5.2）。パウロは「われらは神

の栄光の希望のうえに誇る」として，まず，そのなかで信仰の生を遂行して

いる艱難を誇る。というのも，艱難は忍耐を生み，忍耐は陶冶を生み，陶冶

は希望を生むからである（Rom.5.2-4）。義認の信仰の生のもとに人間が陶冶
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され，そのなかで栄光を受ける希望が湧き上がることが具体的な信仰生活の

展開として描かれている。さらに，より一般的な仕方で彼は次のように語る。

「彼は予め知っていた者たちを，御子自身が多くの兄弟のなかの長子となるべ

く，ご自身の子の似像と同じ形の者として予め定めもしたからである。彼が

予め定めた者たち，その者たちを彼は呼びだしもした。そして彼が呼びだし

た者たち，その者たちを彼は義ともした。しかし，彼が義とした者たち，そ

の者たちに彼は栄光を与えもした」（Rom.8.28-30）。神は神の子の「似像と同

じ形の者」（8.28）という表現により，キリストとの直接的な同一性を避けて

いるが，予め計画に即して召しだされた者たちは，各自がそれぞれの自己同

一性を保ちつつ，「神の子」というその類的同一性としてキリストの形に言及

されている。同様のことは「ガラテア書」において「汝らにキリストの形が

成るまで，われ再び生みの苦しみをなす」（Gal.4.19）と表わされているが，

それは予定とは異なる文脈であり，生の現場における宣教の目標として提示

されている。ここでは，キリストの形と似た形になるべく定められた者たち

が，呼び出され，義とされ，そして栄光を受ける者として描かれている。こ

れら二つの箇所において栄光とは神の子とされること，即ちキリストに似た

者になること以外のことではない。

信仰における認知的要素と人格的要素の展開はパウロにおいてこのように

理解されている。彼は自らの身体の限界を自己の限界であると考える傾向性

を「肉の弱さ」としているが，ひとは身体を持つ限りその制約のなかにおり，

認知的要素を克服しきることはないが，「見神」と呼ばれる信じ愛する者に顔

と顔とをあわせて見（まみ）えるそのような知識は信じることの一つのゴー

ルであり続けるであろう。そして，それは信仰における我と汝の人格的な関

係の成長においてこそ可能となることがナザレのイエスの信仰の生からして

明らかにされている。ピスティスが含むこの不可避的な二要素は明確なゴー

ルを持つものとして描かれている。個々人がキリストと共にあることが，肉

の弱さの克服した状態である。

しかし，この信仰の展開はアリストテレスが探求の一つの方法として「わ

れらにより先なること」，「われらにより可知的なもの」から「本性上より先
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なること」，「本性上より可知的なもの」に向かうとしていることにより特徴

づけられうる（Phys.A1,184a10ff,An.Post.A2,71b33ff,Met.Z3.1029b3ff,

Top.Z4.142a2ff,Nic.Eth.I.4.1095a30ff,De An.B2.413a11ff）。本性上そ

のような者として啓示されている人間存在は神の子として定められた者たち

のことであるということ，そしてそれは信仰により受けとめられるべき人間

の本性理解であり，そこでは実際には信仰により艱難のなかで陶冶され，神

の子となる栄光の希望が湧き上がるそのようなことがらである。しかし，こ

のことは生身の個々の人間には啓示されているかどうかは明らかではない。

この文脈において，パウロは福音の論証の一つの企てとして，肉の弱さを認

めた理解網を展開している。認知的にも，人格的にも未熟な状態は肉的な制

約の強さの中にある信仰である。そして，その克服はやはり信仰によってな

されるが，「汝が汝自身の側で持つ信仰を神の前で持て」（Rom.14.22）とい

う命令のもとに遂行される。われらにとって先なることは，肉的な自らの責

任ある自由のもとで遂行される信仰であるが，本性上先なることは，神の前

のイエス・キリストの信を自らのものとする霊的な信仰である。肉の脚絆を

脱し，霊に即した生がわれらに先なることから本性上先なることへの展開で

ある。これが先に見た「人間の知恵」との対比において「より賢い」ものと

される「神の知恵」と呼ばれている事態であろう。

この信仰の展開の認知的な側面に注目するとき，アリストテレスにおいて

はこの可知性の移行は基本的には個体にかかわる感覚から，記憶が生じ，記

憶から次第に普遍的なものにかかわる経験が成立し，経験から技術や知識が

成立していく，その過程を表している（An.Post.B19,Met.A1）。またその

過程において，感覚対象ではなく，数学的対象や様々なものの諸原理である

「ノエートン（知的直観の対象）」に触れる魂の機能および状態を彼は「ヌー

ス（知性，知的直観）」と呼ぶ。この「触知」はそれ自身としてはロゴス（言

表）を含まないため，個と普遍への分節以前のものである（Met.1051b24,Nic.

Eth.VI.11.1143b1）。「ノエートンな生物」（Top.V6.136b7）とされる「神」

に触れるということがあるとして，それは感覚から記憶そして思考を媒介に

し，ノエートンへの適切な問いを立てうる状態にある者が触れる対象である
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という意味で，ノエートンは本性上「より先」である。

「より先」というものにも幾つかの意味があり，この可知性の移行はその一

例である。普遍が存在上，本性上先であるというわけではなく，存在上は「も

のそれ自体」としての「本質」が本性上先であり，それは普遍の言語を通じ

てしか知識としては開示されないことに由来する。本質は存在の根拠を担う

ものとして位置づけられており，存在の探求の過程における「より先」「より

後」においてはまず語や文の意味の把握からその対象の存在の知識さらには

その本質の知識の把握にいたる（An.Post.B10) 。ものそれ自体としての

本質は，パウロの文脈においては，神の前のイエス・キリストにあると看做

されている自己のことである。

他方，アリストテレスも認めるように，本性上先なることがそのひとにとっ

て先である，つまり瞬時に存在の根拠を理解するそのような頭脳明敏

（α’γχινοια）がありうるように，父なる神の信実に対する信実がそのひとに

とって先であるという霊的明敏とでもいうべき事態は十分に想定されてよい

（Top.Z4.142a2ff,An. Post.A34.89b10ff）。その場で肉の弱さを打ち破る

ということが起こりうると考えられている。それをイエスは「幼な子のよう

に，神の国を受け入れるのでなければ，神の国に入ることは出来ない」（Mc.

10.15）と述べている。肉の弱さを克服することは，一般の教育において目標

とされる自律や知的な成熟ではなく，幼な子のようになることであるとされ

る。キリストの生全体がそれであり，彼と共にある限り神の子であるとされ

る。ここに人間本性上の本来性があるとされるところに，先の霊的な自己の

先行性とともに，躓きの石が置かれているであろう。もちろん，ナザレのイ

エスにおいてそうであったように，知的な明晰性や道徳性の成長はその過程

と矛盾するものではないが（Phil.1.9,Mat.5.48），魂の根源的な場所におけ

る従順こそ，この移行は要求している。他方，パウロは「汝ら理解において

は子供となるな，悪においては幼子となれ，理解においては完全なものとな

れ」（Cor.I.14.20）と述べ，認知的な次元での成熟を促している。

すべてのひとは幼児期を経験しており，何らかのアナロジーにおいてこの

事態は理解できるであろう。パウロは誰でもアクセスできそして同意するこ
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とのできる連続的な次元において思考を紡いでいることが信の哲学の存在理

由である。キリストが自らのうちに新たに形づくられるということをどのよ

うに理解することができるであろうか。感化を受けるという程度であれば，

誰にでも了解されよう。さらに，再生のことが言われているのであるとすれ

ば，魂の新たな生命を受けうる部位の解明が不可欠となる。信の哲学は個々

人の幼子のような従順に関しては一般的な仕方でしか表現できずに，それ自

体を捉えることはできないことを自らの限界として自覚している。換言すれ

ば，信の哲学は常に従順でありたいと思う者にも，神になんら関心の無い者

にも，等しく理解できるその次元においてのみ，主にパウロの言葉を分析し，

福音の主張をめぐる諸解釈と論争に何らかの解決案を提示することをめざ

す。

ひとはなぜ人格的つまり道徳的でなければならないのかという問いに対す

る神学的な応答は明快であり，神が人格的でありまた道徳的であるからとい

うものであろう。信の哲学は信の認知的側面を強調する知識の追求こそ人間

の本来性であるとする立場と信の人格的側面を強調する我と汝の人格的な関

係の形成こそ人間の本来性であるとする立場双方の関係をこそ明らかにする

ことを自らの務めとする。人格的であることのなかにこそ，知性，知的直観

の刷新も含意されることが解明される限りにおいて，共約的な理解の拡張が

可能となろう。

註

(１)アンセルムス「神はなぜひととなられたか」『アンセルムス全集』古田暁訳p.443（聖

文舎1980）。

(２)J.Barrはこう述べている。「聖書のなかでの自然神学の問いに中心的なことがらは聖

書の言語の位置である。まず，啓示宗教の術語は啓示として受け止められるものの領

域の外で機能する語である。第二に，聖書の信仰がそこにおいて表現される言語は他

の宗教的（または哲学的）立場を表現するためにも用いられている。第三に，聖書の

民により継承されたこれらの言語は他の諸文化そして彼ら自身の文化の初期段階か

ら由来するものであり，そしてこれらの先行段階は言語シンボルに対する諸意味の付

属を含んでいる。諸意味とは「聖書的啓示」の円環内で見出される特定の諸意味と一
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義的に同一であるのでは決してない。換言すれば，聖書的言語の現象はそれ自身にお

いて自然神学の洞察に親和的な何ものかを示唆している。或いは，これらの事情にお

いて正しく愛用されたラビ的表現を用いるなら，「トーラーは人間の子供たちの言語

として［または「のうちに」］語った」（B.Berachot 62）」J.Barr,Biblical Faith and
 

Natural Theology,p.182(Oxford 1993)。ここで J.Barrが「自然神学」と呼ぶとこ

ろのものを信の哲学は啓示神学と自然神学双方の基底にある次元において析出する

ことをめざす。

(３)V.Willamowitzは言う。「ヘレニズムがパウロの第一の条件であることは確かであ

る。彼はただギリシア語聖書だけを読み，ギリシア語においてのみ思考している。彼

は自覚なしにも，彼がギリシア人に福音をもたらすことにおいて，アレクサンダー大

王の意志の執行者であることは確かである。しかし彼自身は異なる素材から刻まれて

いる，イエスがユダヤ人であるように，ユダヤ人である。だが，このユダヤ人，この

キリスト教徒が，全世界のために，ギリシア語で考えそして書く，しかもまず最初に

彼が語りかけるのは彼の同胞である。彼のこのギリシア語は，いかなる学派にも関わ

らずそしていかなる模範にも従わない，ぎこちなく連続的な転倒した様式において，

心から直接に流れ出す，しかしそれでもなおまさにギリシア語であり，翻訳されたア

ラム語ではない，このことが彼をヘレニズム古典学者のひとりにしている」。Von.

Willamowitz,Kultur der Gegenwart, i. 8,S.159 (J.Weiss,Earliest Christianity
 

History of the Period AD.30-150,Vol.II p.399 (tr F.C.Grant (New York 1937)

からの再引用）。パウロが七十人訳ギリシア語聖書とマソラテクストいずれに依拠し

ていたかに関し，C.E.B.Cranfieldは「ローマ書」において引用される彼の数え上げ

によれば58箇所を比較検討し，次のように述べている。「ラフなしかも単純化したも

のであるが，この短い調査は少なくとも，ローマ書の構成における旧約の使用におい

て，パウロが主に依拠していたのは七十人訳であったということを示すべく役立って

いる」。C.E.B.Cranfield,A Critical and Exegetical Commentary on The Epistle
 

to the Romans,Vol.II.Essays p.866.

(４)ここで「力」とは「霊」と共に属格表現であり，それが連言で結ばれるときには同格

的な表現として同一性（「霊である力」「力である霊」）を意味する。実際，パウロは

ローマの信徒に「聖霊の力において汝らが希望において横溢すること」を望んでいる

と語るように，力の源を神に帰属させている（Rom.15.13,cf.15.19,Cor.I.24,4.20,

6.14,Cor.II.4.7,12.9,13.4）。

(５)K.Barth,Der Romer Briefe X (Munchen 1925).

(６)J.Calvin,Institutio,IV.8.8 1559.

(７)J.Calvin,Ibid,I.7.4.

(８)予備的研究として，千葉恵「『ロマ書』におけるパウロの意味論―「ピスティス」の

二相― 」，『日本の聖書学』第８号，pp.87-140（ATD/NTD聖書註解刊行会2003）。
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(９)この属格の目的的解釈はアウグスティヌス，トマス・アクィナス，ルター，一時のK.

バルト等にみられる。しかし，T.R.Schreinerは次のように述べている。「学者たち

はますます多くπιστιϛ’ΙησουΧριστουがキリストへの信仰を指示しているという

見解に反対している。彼らは，属格を主格的なものと採り，キリストの信実（faithful-

ness）を表していると理解している。この解釈の力強い証拠が挙げられている。πιστιϛ

とひとの属格を持つ構成は常に個人の信仰を指示しており，決して個人への信仰を指

示することはない。三つの例がとりわけ明らかにしている。学者たちは普遍的に，

「ローマ」3.3におけるπιστιϛτουθεουは「神の信実」を指示し，「神への信仰」を

指示してはいないことに同意している……」。その他，Schreinerは 4.12および4.16

を挙げている。この見解の支持者として彼は1966年以降の著作として11人に言及し

ている。しかし，彼らは「イエス・キリスト」が決して，行為主体として用いられて

いないことに気づいていない。T.R.Schreiner,Romans,ad.loco.,(Michigan Baker
 

Books 1998).なお，千葉恵「「ローマ書」の構成と試訳」（2008年６月改訂版）参照。

北海道大学，電子レポジトリHUSCAP参照（検索：北大HP→HUSCAP→千葉

恵）。

(10)例えば，J.G.Dunnは次のように解説している。「前置詞ek（from faith）と dia

（through faith）の区別は多分単に文体的なもの（mere stylistic）である（Denney,

Lagrange,Lietzmann,Cranfield,Schlier［も同様の解釈］）。パウロは連続する区別

を含意したいと思っていないであろう，というのも，彼が一人である神との関係が問

題である限り，割礼／無割礼の区別を無意味（insignificant）にしたところのものは

まさに信仰の共通の地盤でありまた媒介なのであるから。「問題なのは信仰であって，

前置詞ではない」（Maillot）」。J.G.Dunn,Romans 1-8,World Biblical Commentary
 

38A p.189,(Texas 1988).しかし，一方，パウロは信仰に「基づかない」割礼者つま

り律法遂行者は神に義とされないと考えている。他方，律法を満たさない無割礼者も

「「その」信仰」つまり28節で言及された「業の律法を離れ」た信仰を「通じて」義

とされると主張している。前置詞の違い，及び定冠詞はこの事態を告げている。

「業の律法」の訳に関しては，「律法」は「知識と真理の型」（Rom.2.19）であり神

の意志であるが，ここでは「信仰の律法」（3.27）が「業の律法」に対置されている。

(11)P.F.Strawson,Bound of Reason,p.21(Methuen & CoLtd 1966).

(12)Augustinus,Natura et Gratia,Sancti Aureli Augustini,ch.6,ed.C.F.Urba et I.

Zycha,Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum Vol.LX(Lipsiae 1913).翻訳

として『アウグスティヌス著作集９』金子晴勇訳（教文館1979）Saint Augustine Four
 

Anti-Pelagian Writings, tr. J.Mourant and W.J.Collinge (Washington, D.C,

1992),La Crise Pelagiennne I,Œuvres de Saint Augustin 21,tr.G.De Plinval et
 

J.De La Tullaye(Desclee de Brouwer 1966)を参照にした。

(13)ハイデガーは言う。「現象学への最初のきっかけを与えたブレンターノが，ドイツ観
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念論のうちに哲学の内的な退廃を感知したのも，偶然ではない。一年も読書をすれば，

ひとはあらゆることについて語りうるようになり，しかも，その語り口は見栄えがし，

読者自身もなにか大したものを手に入れたように信じ込む。しかし，ひとはこじつけ

を眺めているのであって，それは今日では形式―内容，合理的―非合理的，有限的―無

限的，被媒介的―無媒介的，主観―客観といった図式によって駆り立てられているの

である」。Ontologie Hermeneutik der Faktizitat. S.46.Band 63. 1923，『オントロ

ギー― 事実性の解釈学』全集63巻，p.52，篠憲二他訳（創文社）。

1840-41年にシェリングがヘーゲルを乗り越えるものと期待されたベルリンでの

講義には学生が「ヨーロッパ中」から詰め掛けた。E.Frankは「講義は学生たちを

とても失望させるものであった，そして彼らの失望は観念論から急進的な実在論への

転向に貢献した。［出席者のなかでも］キルケゴールは実存哲学と神学へ，バクーニ

ンはロシア無神論の礎石者となった，そしてエンゲルスは神の崇拝から人間社会への

崇拝へと転向した」と報告している。E.Frank,Philosophical Understanding and
 

Religious Truth, p.168 (Oxford 1945)。彼は「シェリングの言葉は単に中世思想の

世俗化された版であった」ことをその失望の一理由としている（p.153）。

キルケゴールの『死に至る病』（桝田啓三郎訳（ちくま学芸文庫1996（1963））にお

ける絶望の分析は，精神としての自己が他の存在者と異なる独一なるものであること

の論証に勤める勇敢な企てである。「精神」である「自己」とは端的には心でも身体

でもない，それは身体の限界に制約されない，第一義的には，他者である神により置

かれた神との「関係」として表現されている。「自己とは，ひとつの関係，その関係

それ自身に関係する関係である」（p.27）とされる。彼はこの書において，A神の前

の自己とC人間的な人間存在としての自己の関係を「精神活動」として明確にしよう

としている。この関係の存在論には自己が他者により措定される神学的な前提がある

と批判されるでもあろう。しかし，もし人間の自己が自ら自己自身を措定したなら，

その場合には自己自身であろうと欲しない，自己からの脱出という一つの絶望形式し

か残されず，人間の現実，つまり絶望して自己自身であろうと欲する事態を言い表せ

ないとキルケゴールは反駁する。責任のもとにある自由な人間的な人間存在は神によ

り措定されたと展開され，彼はその可能存在をこう述べている。「絶望はどこからく

るのか。総合がそれ自身に関係するその関係からくるのである。それも，人間をこの

ような関係たらしめた神が人間をいわばその手から手放しにすることによって，すな

わち，関係がそれ自身に関係するにいたることによってなのである。そして，その関

係が精神であり自己であるというところに，そこに責任があるのであって，あらゆる

絶望はこの責任のもとにある……」（p.33）。

これは絶望の分析を通じてロゴスにより人間存在の隠された地平を開拓する独創

的な企てである。ただ，彼はパウロ書簡の意味論的分析には向かわず，安易に時間と

永遠，有限と無限そして必然と自由等のカテゴリーに訴えて，それら対立項に関わり

― ―38

北大文学研究科紀要



統合する関係としての自己という議論を展開するのは観念論の残滓とも言え，残念な

ことである。

他方，ハイデガーは現存在の存在という仕方により現存在をあれか（本来性）―こ

れか（非本来性）の可能存在として描く基礎存在論を構築している。これは関係の存

在論と異なって見える。現存在の中立性の主張は，もしそれが真に可能であるなら，

事態をより明晰に展開しうると思われる。両者の差異，つまり実存論的分析を通じて

中立的なものとして「現存在」と呼ばれる生身の自己を置くか，それとも現実には関

係として他者に措定されたものであるが，それでも，あれかこれかの裁量の主体とし

て描くかは緊張をはらむ違いであるように見える。しかし，ハイデガーにおいても現

存在は自らの「存在」が問題である限り，現存在は必然的に存在に関連づけられてい

る。ハイデガーは現存在が本来的であることを可能にするものとして「先駆的決意性」

を主張するが，「決意すること」と「決意されてあること」のあいだに癒着があるこ

とについては，千葉恵「存在と恩寵― 自己の一性と差異をめぐって― 」『北海道大

学文学研究科紀要』123（2007）参照。

キルケゴールの実存分析とハイデガーの実存論的分析は同様の構造を持っている。

彼らは信の哲学において先駆的な役割を担っている。キルケゴールの絶望をめぐる分

析が原理的にも誰にでも妥当するという意味で哲学的分析であると看做されるなら，

信の哲学はパウロの主張も原理的に誰にでも妥当する次元において哲学的分析に耐

えうるものであると主張する。

英国においてもヘーゲルの影響が強かったが，C.Brownにより次のように報告さ

れている。「しかし二十世紀の初期には終りの始まりが見られた。その非難者のなか

で一層声高なひとびとのうちに，G.E.Mooreと B.Russellがいた。観念論の大きな

困難さはその証明の欠落である。観念論哲学者たちは法外な長さで語り続ける。しか

し，彼らが語ることは常識に反するばかりではなく不可論証的なのである。観念の体

系を構築することは一つのことである。観念が真であるのを示すことはまったく別の

なにものかである。論文「実在の概念」において，Mooreは観念論者を批判して，彼

らが観念と実在のあいだの区別をしないということの基礎的な誤りに陥っていると

している。それは「ユニコーンは考えられる」と「ライオンは狩られる」と言うこと

のあいだに相違を見ないようなものだとする。Russellは Berkeleyと彼の後継者が

「把握された事物と把握という行為を混同している」と非難する。「Berkeleyは言う，

「もしわれらがそれを知ることができるなら，その木はわれらの心のうちにある」と。

しかし，彼が実際語る権利を持つすべては「一本の木についての一つの思考はわれら

の心のうちにあるのでなければならない」ということである。その木それ自身がわれ

らの心のうちにあるは，ちょうどわれらが心に留めるひとが彼自身われらの心のうち

にあると論じるようなものだ」。Colin Brown,Philosoiphy and the Christian Faith,

p.124(London 1969)。
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実際，G.Berkleyは次のように言う。「主は見えない霊である，彼においてわれら

は生き，そして動き，またわれらの存在を持つ。彼が生の泉である。彼がひとと獣を

保存し，あらゆる肉に食物を与える。彼の御手のうちにあらゆる生き物の魂があり，

そして全人類の息がある。……彼はわれらの心に入るもの，それらのすべてを知って

いる。そしていかなる思いも彼から与えられえないものはない。主はすべてによく，

そして彼の優しい憐れみは彼の業すべてにおよぶ」。G.Berkley,The Christian Idea
 

of God,p.219f,The Works of George Berkeley Bishop of Cloyne,Vol.7,ed.A.A.

Luce and T.E.Jessop (Lomdon 1955)信の哲学は宇宙が神の精神のうちにありうる

ことを否定しない。しかし，それはわれらの共約可能性の展開の最後の段階に位置す

るであろうことを予感することができるだけである。

(14)K.Barth,Die Kirchliche Dogmatik,IV.59.311，『教会教義学 和解論 /2』p.235

井上良雄訳（新教出版社 1979（1960））。

(15)Barth,ibid.,313，同 p.236f。

(16)千葉恵「トマスとルターにおける信仰と愛― 徳と恩寵の両立可能性― 」『北海道大

学文学研究科紀要』117，p.29，2005参照。

(17)T,Aquinas,Summa Theologiae,II-1.Q65.art.5.ad.3.

（18)M.Luther, W.A. 40.II.35.

(19)Kei Chiba,Aristotle’s Theory of Definition in Posterior Analytics B10,Journals
 

of Graduate School of Letters Vol.3 2008.3

第二章 信の哲学の構成次元―「ロギコス」「ピュシコス」

そして「メタピュシコス」の総合的な理解可能性―

2.1 ペラギウス論争― 罪を犯さない可能性をめぐって―

信の哲学は端的にパウロが析出した人間存在の三つの層ABCの関係の解

明に思考を集中する。人間存在が三つの層に分節されているという信の哲学

の方法論を確認すべく，またそれらの実質の理解のために，ここで，アウグ

スティヌスとペラギウスによる同一のテクストをめぐるそれぞれの解釈の緊

張，相違そして相補性を確認することは有益である。彼らの論争もこれら実

在の三つの層との関わりでなされていると見ることができるからであり，そ

こに理解可能性と共約可能性のよい試金石を提供しているからである。ペラ

ギウスの『自然について』は失われており，アウグスティヌスの『自然と恩
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寵』（AD415）による引用においでだけしか知ることができない。そこで，ペ

ラギウスの意図を汲み，このようなものとして彼の言い分を理解すれば，相

手の批判や誤解に対応することができるという仕方で，彼の立場の再構築を

試みる。正統と異端を定めるという歴史的状況下におけるペラギウス派との

論争は関連論文を見るだけでも17年におよび，その間それぞれの見解の展開

がなされるが，それらを追跡することはしない。公平な評価ができないこと

もあり，なによりも信の哲学の目的，つまり人間の実在の三層を理解可能な

共約的な言語にもたらすという目的のために，この論文における両者の議論

の中心点だけを分析する。

両者の争点は「ひとは罪なしにありうる（sine peccato esse posse）」とい

う神学的命題をめぐって争われる。これは「ひとは盲腸なしにありうる」と

いう医学的な命題と異なり，神学的命題であるために，双方が聖書を引用し

またそれを念頭におき議論を展開する。それぞれの解釈が分かれるが，その

ひとつの理由は聖句を受け止める次元が双方異なるためであり，それらの次

元を繫げ，総合する作業が不可欠となる。論争の当事者にはやむを得ないこ

とであろうが，残念ながら，双方ともその努力を欠いている。「ひとは罪なし

にありうる」というこの命題そのものが分析を要求し，例えば，どの次元に

おいて可能様相は論じられているのか，ひとは恩寵なしにそうありうるのか，

それとも恩寵への言及なしにそうあると理解しうるということなのか，さら

に神の前の人間規定であるのか，ひとの前のそれか等，吟味すべきことは多

い。

アウグスティヌスは，最初の人間の堕罪は著しいものであり，キリストの

十字架の贖いなしには自然本性上決して癒しえないほどに腐敗しているとい

う神学的立場を強調する。自然的なことがらが神学的な次元に吸収，同化さ

れている。従って，他の次元においても神の恩寵への言及は常に不可欠なも

のとなる。他方，ペラギウスは「罪を犯さないことはわれらのものであるゆ

えに，われらは罪を犯すことも罪を犯さないこともできる」と主張する（ch.

49）。彼は恩寵の存在を承認した上で，自然の創始者である神の創造に基づく

自然本性の必然性の次元を確立することにより，人間が自由な責任ある存在
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であることを，そして恩寵と意志の自由の両立性を立証しようとする。他方，

アウグスティヌスの反論は基本的にはキリスト論的集中からくるものであ

り，神学的な次元における罪からの解放としての自由にこそ問題の所在があ

り，自由裁量とその確認に限定する論敵とは思考の位相が異なる。前者は罪

と神の前における永遠の断罪からの解放と救いに関心を持ち，後者はその出

来事の自然的な背景ないしその出来事を受容しうる人間の心身に関心を持っ

ている。

双方の「自由裁量（意志）（liberum arbitrium）」の理解が異なっているこ

とが指摘されている。E.Gilsonは主に『恩寵と自由裁量（De Gratia et Liber-

to Arbitrio）』（AD426）を引用しつつ，アウグスティヌスは「自由裁量（liber
 

arbiter）」と「意志（la volonte）」が異なるものとして理解していたことを論

証する。「アウグスティヌスが要求するものは，はたして神を愛することはわ

れらの自由裁量の届く範囲にあるかということではない。むしろ，それはわ

れらの能力の内部のことかというものである。ところで，ひとはなそうと選

択するものをなしうること，これは自由裁量以上であり，これは自由（la liber-

te）である。アウグスティヌスには恩寵と自由裁量の問題があるのではなく，

恩寵と自由の問題がある」と述べる。

Gilsonは続ける「彼の理解では，ペラギウスの教説は自由裁量の悪しき使

用でしかないものとして罪を定義している。彼は自由を弱めることなく，自

然的な善性を弱めることもない。従って，善をなす能力を弱めることもない。

もしこのような事情であるなら，恩寵の救助は，堕落しておらずその必要を

もたない意志（la volonte）それ自身のうえに担うべき何ものをも持たない。

従って，救助は，悪行の遂行によって神に対して犯された咎の赦しに還元さ

れる。……恩寵を持つひとと持たないひとの差異は彼らの自由裁量の所有，

非所有のうちにはない。そうではなくその効力（son efficacite）のうちにあ

る。恩寵を持たないひとはその自由裁量が善を意欲することに用いられない

という点か，それともそれを意欲しても成就することができないという点を

認められる人々である。恩寵を持つひとは，反対に，善をなすことを意欲し

また成就する人々である。それ故，恩寵は自らを定義しうる，「意志に善を意
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欲する力であれ，それを成就する力であれ，それを授与するものである」

と」。

罪からの解放に自由があり，そこでの行為は恩寵の助けのなかにあるとい

うことの主張は一つの神学的主張として正当なものである。しかし，直ちに，

恩寵を持つひとと持たないひとを判別する効力とは帰結である行為において

顕著な差異をもたらすと想定されているが，誰がそれを正確に判別できるの

か，さらに意志に与えられる善を意欲する力が自然的なものではないことを

いかに認識するのか等疑問が提示されるであろう。ペラギウスはこれらの問

いを真剣に受け止め，応答を企てていることを以下に明らかにしたい。

確かに，信じるとは神的助けのなかでのことであり，そこでの行為は必然

と相即する意志が問題となり，任意のものからの選択をめぐる「自由裁量」

とは問題の次元が異なると言えよう。彼らの論争は後世それぞれ「自発性の

自由（libertas spontaneitatis）」と「選択の自由（libertas indifferentiae）」

と称される二つの自由の判別の源となっている 。しかし，強制とは矛盾する

が，それしかないあるべき必然の道を自発的に受容するこの意志も何らかの

自然的，身体的な過程を経るものである以上，自ら進んで聴従することもひ

とつの選択であると語らねばならない次元を伴っている。つまり，自然本性

の側で自発的でありうる可能性が保持され，保障されなければならず，しか

もその可能性は強制的なものと感じ，受け止める可能性とは異なるものでな

ければならない。そのさい，喜んで一つの行為を自発的に為すことができる

とするなら，喜ばずにその行為を為すことができるものでもなければならな

い。もし自発的に行為することが自然本性の側で必然的なものとして確定さ

れているとするなら，喜んで行為することないし自発的であることそのこと

が強制されている。従って，自然本性の側で喜ばないで同一の行為をする可

能性が保証されていなければならない。これは内的な選択の自由とでも言う

べきことがらである。

なお，自由裁量における選択は自発的であることを必要条件とする。ただ

し，自らの力のうちにある選択肢が複数あるというだけのことであり，それ

は内的な能力および外的な状況に左右される。従って，自発的であることの
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可能性が自然性において保証されねばならず，それは自由裁量の可能性をも

構成している。そして，それが自発的である限り，強制されていると感じる

こともできるものでなければならない。少なくとも，恩寵への応答性がその

意志に含意される限り，反省的次元においては，恩寵に応答しないさらには

応答するにしても自発的ではなく応答するという他行為可能性を含意する。

さもなければ，恩寵は強制的な力と何ら変わらないことになろう。

ペラギウスは，後述のように，恩寵も自然性の次元においてはそのロゴス

に翻訳されていると認識しており，正しいことをなす可能性だけを事実上感

じるとしても，それは自発的でありうることとさらには自由裁量と矛盾しな

いと言うであろう。それに対し，アウグスティヌスは「何であれ自由裁量は

罪を犯すこと以外には用いられない（liberum arbitrium quidquam nisi ad
 

peccandum valet）」と応答するであろう（『霊と文字』De Spiritu et Littera,

ch.3）。そこに自由はないと主張するであろう。「主の霊のあるところ自由が

ある」（Cor.II.3.17）というパウロの発言にアウグスティヌスは自らの自由の

理解の基礎を持つであろう。

アウグスティヌスにより「ここにおいて最も破壊的に誤っている」と批判

されるペラギウスの主張は「神は過去の罪は赦すが，未来の罪を避けるよう

には援けない（non ut adiuvet ad futura［commissa］ vitanda）」（ch.34）

である。これは自由な行為主体としての責任が確保されるべきだという主張

である。しかし，これは，論敵によれば「彼は，知らずにではあるが，われ

らが目覚めていることそして試みに陥らないように祈ることを禁じている」

ことを含意する。「というのは，試みに陥ることがわれらのうちに生じないの

は，ただわれらの力のうちにあると，彼は主張するからである」（ch.34）と

その理由を挙げ，この見解は聖書の教えに抵触するとする（cf.Ps.(詩篇).ch.

10）。

しかし，ペラギウスはそれに対し，まず自分は自然本性の次元とその制約

のもとにある人間の自由裁量を問題にしているのであって，祈ることを禁じ

ているわけではない，祈りにより恩寵を通じての自然的次元の変化はありう

ることを理由に，揚げ足を取らないように注意を喚起し，罪を犯す責任は人
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間の側にあることを確認するであろう。さらに神の援助は神の自由に属する

ことがらであり，そして神の自由はイエス・キリストの出来事において最も

明瞭に愛として行使されたことを確認し，感謝すべきことに未来においても

援けがあったとしても，それが「われらの力」のうちにあるものと両立的な

仕方で与えられると応答するであろう。この主張の基礎には，罪の赦しつま

り義認ついては，それが過去のものであれ，未来のものであれ，神に「イエ

スの信仰に基づく者」と看做されている者は義とされることが明瞭に啓示さ

れているということがある。それに対して，個々人の救いについて福音と同

じ程度には明瞭に啓示されていないことが挙げられよう。パウロ自身「自分

のからだを打ちたたいて服従させる。そうしないと他のひとに宣べ伝えてお

きながら，自分は失格者になるかもしれない」（Cor.I.9.27）と，自らの救い

の可能性は明確には啓示されていないことから，自らの罪を犯す可能性と戦

いつつ救いを全うしようと努力している。

ひとの自由裁量が何らかの神的援助のうちにあるのか，否かをひとはどの

ように確認することができるのであろうか。ペラギウスはそれが不可能だか

らこそ，自然本性の次元においてその可能性と不可能性だけを問題にしてい

る。ペラギウスは神の自由に属することを先取りすることを警戒し，未来の

罪を避けるべく「神は援けない」と言ったが，この発話により神の自由を自

ら制約してしまっていることに気づいていない。彼は，本来なら，「援けると

信じるが，われらは神が援けるか援けないか明確には知りえない」と言うべ

きであった。しかし，彼はこの認識論的な発言をするよりは，先の発言を取

り下げるであろう。それは，彼が信仰の言語を前提に語ることを避けていた

からであり，神の援けはそれ自身として「われらの力」の外にあることが明

らかであるので，自然的次元を基礎にした可能性にこそ議論を限定したいと

考えていたからである。

2.2 四種の可能様相

ここで，ペラギウス論争解明に必要な可能性を分析する。可能性という様

相は多くの異なる次元において議論されうる。ここでは所有や状態さらには
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数学的な場合を考慮せず，基本的に能動者と受動者のあいだでの可能性を分

析する。

⑴ 自然的つまり物理的，生物的次元における可能性がある。医療の領域

において不治の病とされていたものが，医術の進歩により治療可能になる場

合がある。しかし，そのさいでも受動する身体がその技術を受け入れうる状

態にあるのでなければ可能であるとは言えない。そこでは，技術として一般

的に或る病が治療可能になったということと，具体的にこのひとのこの病が

治療可能であるということは判別される。しかし，一般的な次元での可能性

は個別の成功事例を必要とするが，そこにおいても受動側の或る一般的な治

癒されうる可能性を前提にしている。個別また普遍双方のレヴェルにおいて，

能動する可能性は受動する可能性に相即し，また逆も真である。この次元を

「ピュシコス（自然的）」と呼ぶ。

⑵ さらに，能動と受動の可能性の相即は言語次元においても確認される。

「義とする」という言葉は関係概念である故に「義とされる」と対である。「愛

する」―「愛される」も同様である。それらに可能の様相を付しても「義と

なしうる」―「義となされうる」という仕方で相即する。この言語の一般的

次元においては⑴自然的な次元においてのように個別的な状態を吟味するこ

となしに，言葉の力のみにより主張されうる。そのさい言葉の力は矛盾律な

ど論理法則の制約のもとにある。さらに，命令形を語る場合には，それに背

く可能性が文法的制約として前提にされている。条件法も同様であり，その

否定も条件たりうるものとして含意されている。この次元における一つの特

徴的なことは，言論の力だけにより或る存在主張をなしうることであり，単

に論理的真理の確認ということではない。文法法則や，矛盾律等の論理法則

に基づき，経験的現実への参照なしに，言葉の力により，何らかの主張を企

てる次元を「ロギコス（形式言論的）」と呼ぶ 。

⑶ 「ひとには不可能であるが神にはすべてが可能である」（Mat.19.26,cf.

Nat. et Gra, ch.27）とされる全能者が存在する場合にはどうであろうか。

まず，奇跡という憐れみに基づく身体の治癒に比して，永遠の生命をもたら

す魂の治癒がより力ある業であることは同意されることを以下の議論の前提
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とする。恩寵の無償性がその文脈においては強調される（Rom.3.24）。神が人

間を無償で義とする状況においては，「無償」の含意からして受動者の能力や

状態は問題にされない。ここでは相即的な可能性について言及することは無

意味であるように思われる。しかし，パウロはそれが恣意的な能力であるの

ではなく，あくまで人格的な関係においてその能力が遂行されていると主張

する。「ローマ書」３章にあるように，神が義であることはイエス・キリスト

の信を媒介にして信じる者すべてに明らかにされた。ここで「信じるすべて

の者」とあり「すべての者」とないのは，誰であれ，信実を疑っている者は

対象が信実であることを知りえないことからくるロギコスな制約である。な

ぜイエス・キリストの信を通じて信じる者すべてに神の義が啓示されたかと

言えば，信じるすべての者のあいだに「何ら差異は存在しないから」である

と理由を提示する。さらに，差異がないことの理由として「なぜなら，あら

ゆる者が罪を犯したのであり，神の栄光を欠いているが，キリスト・イエス

の贖いを通じて恩寵により無償で義とされる者だからである」と議論が展開

される。ここでは信じる者のあいだに何ら強弱や先後のない信が問題になっ

ている。それはイエス・キリストにおいて出来事になった神の信実とそれに

対応するひと，つまりナザレのイエスの信実である。イエスを除いて個々人

の心的状態としての信は問題にされず，ただすべての者が神の前で罪を犯し

た事実が確認されている。従って，「恩寵により無償で」義とする神は十字架

という犠牲のうえでのことであることが理解される。従って，罪が処罰され

なかったわけではなく，信実が不信実により理解されるわけでもない。罪は

処罰され，信実は信実により理解される。従って，神の全能性は啓示の事実

に踏みとどまる限り，「信」をめぐるロギコスな制約のもとにあり，無制約的

に機能していないことが確認される。

そして重要なことはこの箇所（Rom.3.21-26）は「神の前」の現実Aの記述

であることである。ひとの具体的な心的状態は問題にされずに，神に「イエ

スの信仰に基づく者」と看做される者が義とされるのであり，ナザレのイエ

スにおいて神の義と信実と愛は啓示されており，個々人には啓示されていな

い。だからこそ，個々人がこの啓示を自らのためのものとして信じることは
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常に実質的である。この神の前の現実が啓示されている次元を「メタピュシ

コス（形而上的）」と呼ぶ。

⑷上記三つの可能性はそれ自身として理解することができるという意味に

おいて共約的なものであると言える。しかし，上記三つの可能性を構成要素

にする固有に神学的な可能性が主張されている。つまり神の前の現実と人間

の前の人間的な現実を不可離なものであるいう主張がそれにより基礎づけら

れる可能性である。端的に言えば，聖霊が身体に注がれる可能性であり，先

に「聖霊論的架橋」と表現したことがらの可能性である。これは聖書におい

て報告されているナザレのイエスの事行にひとがその根拠を見出す可能性で

あり，相対的に言えば，他の諸文献に見られる人間分析よりも聖書への集中

が強い場合に，この次元における人間存在の可能性の主張が強いと考えられ

る。ナザレのイエスは神の前でひとの前での生を生き抜いたと報告されてい

る。上記三つの可能性に分けられるのとは別に，それらを一つの可能性にお

いて生きたサンプルであると報告されている。この次元においては，人間的

な人間存在に聖霊による神の力が加えられるものであり，AとCを離して考

察すべきではないという主張である。これはルターが「信じること［C］は

信じせしめられること［（A＋C or A in C）］だ」と言い，カルヴァンが「義

認［A］と聖化［（A＋C, or A in C）］を分離することはできない。それは

あたかもキリストを引き裂くことだ」と言うときに，まなざしを注ぐ神学的

現実である 。さらには否定的な霊による悪徳についても同様に提示される

であろう。アウグスティヌスは神学的な現実はこのようなものであり，そこ

で思考を紡がねばならないと主張しているように思われる。この可能性とそ

の成立する次元を「テオロギコス（神学的）」と呼ぶ。ただし，この可能性は

共約的な次元で考察する信の哲学においてはそのままの仕方では扱うことは

できない。信の哲学はこの直ちには共約的なものであることの確認できない

神学的言語を他の三つの次元に分節することにより，明確な理解を求める作

業であると言える。

これら四つの可能性は明確に判別されるべきものである。ペラギウス論争

においてもこれらを判別するとき，彼らの自説を構築している次元を確認す
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ることができ，誤解を解くことができる。ここでは「ひとは罪なしにありう

る」という神学的命題をめぐるペラギウスの他の次元における分析を，彼の

意図に即し改善しまた補うことにより，双方の主張が一つの啓示理解と啓示

理解の哲学的基礎づけ，ないし中心とその周辺として妥当性を持つそのよう

な相補的な関係にあることを提示したい。そのためには，双方がどこまで共

約的であるかを確定することが不可欠となる。信の哲学の課題は双方の思考

の位相を取り入れる総合的な視点を探求することにある。それは自然本性上

さらには論理的次元における取り組みを明晰に判別することにより，永遠の

ことにも地上のことにも関心を持つ人間性全体の解明に向かう。

2.3 知覚と罪犯の平行論証

アウグスティヌスは，最初の人間の堕罪は著しいものであり，キリストの

十字架の贖いなしには自然本性上決して癒しえないほどに腐敗しているとい

う神学的立場を強調する。ピュシコスなことがらがテオロギコスな次元に吸

収，同化されている。従って，他の次元においても神の恩寵への言及は常に

不可欠なものとなる。他方，ペラギウスは「罪を犯さないことはわれらのも

のであるゆえに，われらは罪を犯すことも罪を犯さないこともできる」と主

張する（ch.49）。彼は恩寵の存在を承認した上で，「自然の創始者」である神

の創造に基づく自然本性の必然性の次元を確立することにより，人間が自由

な存在であることを，そして恩寵と意志の自由の両立性を立証しようとする。

カント的に言えば，彼は自由と必然をめぐる第三アンティノミーの一ヴァー

ジョンの解決に挑んでおり，自由と必然性の両立可能性を追求している。彼

はその論証のために，自然本性と自由裁量の論理的およびことがらとしての

連関に主要な関心を持つ。ピュシコスな次元とロギコスな次元においてそれ

らを明確に判別したうえで思考が展開される。しかし，アウグスティヌスの

反論は基本的にはキリスト論的集中からくるものであり，テオロギコスな次

元における罪からの解放としての自由にこそ問題の所在があり，ロギコスな

次元に限定される自由裁量とピュシコスな次元におけるその確認に限定する

論敵とは思考の位相が異なる。前者は罪と神の前における永遠の断罪からの
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解放と救いに関心を持ち，後者はその出来事の自然的な背景ないしその出来

事を受容しうる人間の心身に関心を持っている。

人間は自然的に罪を犯さざるを得ない存在であるのか，それとも罪を犯す

ことも犯さないこともできる存在であるのかが問われ，一方の必然性の角を

取れば，「彼は他ではありえなかったゆえに，このような性質のものであった

のなら，彼に罪はなかった」（ch.9）ということとなり，人間は自らの罪に対

し責任を負う必要がなくなる。他方の角，罪を犯さない可能性を認めると，

キリストの死は無効であったと批判されることになる（e.g.ch.6.7.9）。ペラギ

ウスはこの必然性と可能性のディレンマに陥っていると見られようが，彼は

この批判に応答でき，ディレンマに陥ってはいないと主張するであろう。

ペラギウスは，人間は自らの罪に対して責任を負う存在であり，しかもキ

リストの恩寵は自然的な次元に翻訳され，神学的な主張の自然的な保証を確

立することができると主張している。「その［罪なき生の］事象（rem）を承

認しつつ，なおその事象がそれによって形成されうるもの（per quod effici
 

res potest）［根拠］が必然であると承認しているこの私が［恩寵を］否定し

ているであろうか」（ch.10）。彼は，一方，ひとが罪を犯すことと犯さないこ

とは自らの自由裁量に属することがらであるとし，他方，自由裁量としての

他行為可能性を保証する身体の側における自然本性上の必然的な根拠を神の

恩寵と平行的なものであるとして，自由と恩寵の両立性を論じる。

その論証において，まず，自らが多くのひとに動揺させている見解を自ら

への非難として提示する。「多くのひとを動揺させているのは，汝［ペラギウ

ス］が人間は神の恩寵により罪なしにありうるということを弁護しないとい

うことである（quod non per dei gratiam hominem sine peccato esse posse
 

defendis）」（ch.44）。彼はここで積極的に「神の恩寵によらずに……罪なしに

ありうる」（例えば，G.Plinval et J.Tullaye，金子晴勇訳）という見解を提

示し弁護しているのではない。罪を赦す神の恩寵を直接には「弁護しない」

と語っており，この否定的な表現に彼の方法論的自覚が見出される。彼が積

極的に弁護するのは，神の恩寵への言及なしにひとが罪なしにありうること

である。
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テクストが細切れにされ［⒜-⒢］単元ごとに批評されているものを繫ぎ合

わせると，次のように論証している（ch.44-48［イタリックは筆者による強

調，［……］は補い］）。

⒜ 神にのみ帰されねばならないと聞いていることがらを，神の恩寵なし

に

うことであ

（sine dei gratia defensari）と看做すことは，なんとい

う無知による盲目，無学の精神の怠慢であることか［と論敵は私を批判

する］。

⒝ しかし，可能であるということ自体はまったく人間の裁量に属する事

態ではなく，自然に，自然の創始者に，つまり神に属する事態であると

語られるとき，神に固有に関わると看做されているものが，神の恩寵と

は別に

つ

まり私の

ということが成り立ちうる仕方は一体あるのか（nam
 

cum dicitur..,ecqui fieri potest ut absque dei gratia intellegatur,quod
 

ad deum proprie pertinere censetur?）。

⒞ このことをもっと明晰にするためわれらはもう少し詳細に論じなけれ

ばならない。われらが主張するのは，いかなるもののであれ，ものの可

能性は人間の裁量の能力において（in arbitrii humani potestate）成立

するというよりもむしろ，自然の必然性において（in naturae necessi-

tate）成立するとい

とができな

る。

⒟ 例えば，私が語ることのできることを考察せよ。私の語る能力は私の

ものではない。私が語っていることは

ることが

（meum）であり，つま

り，意志固有のもの（propriae voluntatis）である。かつ私が語ること

は私のものであるから，私は語ることないし語らないこと双方を行うこ

とができる。しかし，私の語りうるという事実は私のものではない，

きないとい

裁量と意志に属するものではないゆえに，私が常に語ることが

できるということは必然である。たとえ語るこ

により

で

行

いということ

を私が欲しても，私が語る働きをそれ

慮的必

遂

性

する器官を私が取り除

いてしまうのでないなら，語

然

にと

然

て

によって束

うことは私

るも

っ

は

不可能である。

⒠ 自 熟意志のさ すべて 裁れ縛 いて の 量と

さ る弁 れ護

れる理解さ

ものの私
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とを欠いている。

⒡ 聴覚，嗅覚，視覚に関しても同じことが認められうる。つまり，聴く

こと，嗅ぐこと，または見ることはわれらの能力のうちにあるが，しか

し，聴きうること，嗅ぎうること，または見うることはわれらの能力の

うちにはなく，自然的必然性のうちに成立している。

⒢ 従って，罪を犯さないことの可能性に関しても同様の仕方で理解しな

ければならない。つまり，罪を犯さないことはわれらのものであるが，

罪を犯さないことができるということはわれらのものではない（ch.44-

48）。

この知覚（見る― 見ない）の分析を通じて罪犯（罪を犯す― 罪を犯さ

ない）が自由裁量に属することの論証を「知覚と罪犯の平行論証」と呼ぶ。

罪犯は知覚と類比的な関係にあり，自然本性上罪を犯すことも犯さないこと

もできるが故に，罪を犯す― 罪を犯さないという他行為可能性は自由裁量

に属するというものである。換言すれば，これは自由裁量と自然本性の両立

性および自由裁量と恩寵の両立性の論証である。アウグスティヌスはこれら

の一文一文にコメントし，多くは批判を提示しているが，誤解も見られる。

私にはこの議論はまだ考慮すべき点を手当てしていないところもあるが，筋

の通った議論を提示しているように思われる。ペラギウスは神の恩寵を否定

してはいないし，キリストの憐れみをも否定していない。彼は「誰であれ事

象［罪］そのものを告白するものはすべて，恩寵によってであれ，或いは援

助によってであれ，憐れみによってであれまた何によってであれ，人間が罪

とは別に存在しうることを承認している」（ch.10）と述べている。論敵も，

時に自らの発言を忘れがちであるが，この文に触れ，「この著者は神の恩寵を

否定しておらず，それによってのみ人間は義とされうる」ことを「読み，喜

んだ」と記すこともある（ch.11）。

ペラギウスが「神の恩寵とは別に（absque）理解される」と言うのは神の

恩寵への

が一体ある

，罪をめぐる人間の自由と責任が何らかの仕方で「理解

される」ということであり，その理解が「成立しうる仕方

探っている

か」を

問い，そしてその成立の可能性をより詳細に 寵て，「神。従っ の恩

及 になし言
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なしに（sine）弁護される」と彼が考えるさいに，「～なしに（sine）」とは存

在しないという意味ではなく，「～とは別に（absque）弁護される」と同じ意

味で，神の恩寵

意志の裁

「なしに」，それとは別の仕方で責任ある自由を弁護

することができるということである。この方法的自覚は，彼がテオロギコス

な主張はありうるものであることそしてそれは直ちには明らかなものではな

く分節される必要があることを自覚しており，明確な目標を定めていたこと

を示している。その方法的自覚は「確かにあれまたはこれによって［何かが］

ありうると言うことは，単にありうるということに同意するだけではなく，

さらにいかなる仕方でまたはどのようにあるかを証明すること（quomodo
 

vel qualitel posit ostendere）以外の何か別のことであろうか。何らかの事

象（rei）の可能性について，その性質（qualitatem）を明らかにするひとよ

りも，それを一層証明するひとはない，というのも事象とは別に性質があり

うることはないからである」（ch.10）に見られる。

アウグスティヌスはペラギウスにおけるこの「罪なしにありうる」の持つ

方法論上の自覚を真剣には考慮していない。彼自身の「～なしに」を含む発

言は，例えば「恩寵なしに義とされない」（ch.11）や「彼はキリストの十字

架なしにひとが自然法則と

閉じるこ

量とによって義となりうると強行に主張

する」（ch.9）等に見られるように，恩寵の存在と無罪の可能存在を直接接続

させ不可離なものとしており，無罪の可能存在をその自然的な様式とさらに

はその認識上，理解上の様式との関連において論じる論敵とは同一の次元で

理解し続けてはいないと思われる（eg.ch.9,10,11,44,48）。或いは，彼はこ

の文脈においては「恩寵」への言及は不可欠だと考え，その言及なしにはそ

の存在様式を理解できないとテオロギコスな次元において考えていたと思わ

れる。

見ることは目を

行為可能

とと同様ひとの自由裁量に属する。ペラギウスは

その裁量を「私のもの」と表現する。彼は可能性を「私のもの」と「自然」

二つの次元で論じる。「私のもの」に関しては自由に肯定（見る）と否定（見

ない）のいずれかを選ぶことができる。「私のもの」に属する他

量」とい

性は

「自由裁量の能力」（⒞）と呼ばれる。これは「自由裁 含意すがう語

及への言
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る，つまり個々の事例に依存することなく，そのロゴス（説明言表）だけに

より理解できる，当該のものの肯定とその否定双方を支配する能力を意味す

る，ロギコスな次元における一般的な可能性である。他方，見ようとして見

えないとすれば，光が適切な量でないか，視覚機能に異常があるかいずれか

であり，私のもののうちにはない。視覚機能における「見うること（posse
 

videre）」は「見ること」を可能にする身体的な与件であって，具体的な観察

を必要とする身体に属する自然的必然性によりその可能性が保証される。

アウグスティヌスは⒡の反例を提示する。「もしわれらが望むなら，そこに

おいて，見ることのまさにその能力を破壊することができる，盲目がわれら

の力のうちにあるとの理由により，もし見ないことの必然性［盲目］がわれ

らの力のうちにあるなら，どうして見ることの可能性がわれらの力のうちに

ないことになるのか」（ch.47）。また彼は耳を塞いでも，われらの意志に反し，

音が聞こえてしまう状況，また不快な臭いの場所で縛られたとして，嗅がな

いことを意志しても，呼吸をせざるをえず，そのさい嗅いでしまう状況など

にペラギウスは「なぜ注意を向けないのか（cur non adtendit）」と批判する。

確かにペラギウスは自然本性による自由裁量の制約と保証の議論を主に展開

し，逆方向と言える自由裁量による身体に対する破壊や意図に反する事態に

対してはわずかしか注意を向けない。しかし，彼の応答は「見ることの可能

性」は身体に帰属し，自由裁量により盲目にすることができるにしても，第

一に確認されるべきことは，それが「目を突く」―「目を突かない」という

対立行為一般のロギコスな次元の一適用であり，どれほどの損壊により盲目

になるかは盲目であることの可能性が帰属する身体の側の生理的な法則に依

存している，それ故にその可能性は端的に「私のもの」に属するわけではな

いというものであろう。ひとは確かに，目を突くなどして自らを盲目にする

ことができるにしても，突くために手を振り上げることやナイフを突き刺す

筋肉の動きがそれを可能にするであろうと言うであろう。つまり，彼は自由

裁量はその語義からして，つまりその説明言表からしてロギコスな次元にお

いて成立する中立的なものであると解する。

この自然器官との類比的な論証において，ペラギウスは確かに各器官の通
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常の状態を想定している。見る― 見ない，嗅ぐ― 嗅がないはわれらの自

由裁量に属しているが，しかし，嗅がないことを意志しても，意志に反して

強制的に嗅がざるをえない場合には，それは「嗅がされる」，「聞こえさせら

れる」と言うべきであって，嗅ぐことと嗅がないことはやはりわれらの力の

うちにあると反論するであろう。自由裁量のあるところ，対立する選択肢双

方への支配がある。強制により支配されているところには，当然その裁量は

存在しない。われらの意志のもとに対立的な感覚が服するという実際の事実

をピュシコスな次元において確認することができる限り，自らのロギコスな

議論は有効であると主張するであろう。

アウグスティヌスは，具体的な事例において考察し，自由裁量の中立性を

否定する。ペラギウスが「もし罪が彼のものであるなら，それは意志的であ

り，そしてもし意志的であるなら，それは回避されうる」（ch.30）と言うの

に対し，彼は「それ［罪］はいかなる場合でも彼のものである。罪は悪徳に

より犯されるのであるが，この悪徳はいまだ全面的に癒され，健康になって

いない。……この悪徳に基づいて邪悪な状態が優勢になってくると，ひとは

弱さによって，盲目によって多くの罪を犯す……」と応答する。つまり，罪

は悪習として身体化される何ものかであり，そこでの判断は中立的ではない

と主張する。

その背後には，人間の自然本性は音攻めや縛られるという類の拷問状態と

類比的なほどに腐敗しており，魂の堕落は自然本性の非通常的な腐敗状態に

比例的であるという想定が機能している。彼は健康な足を持っているひとに

ついて，「彼は欲しようと欲しまいと歩く能力を持っている，だが，足が折れ

ているなら，彼がどんなに欲したとしても，歩く能力を持っているのではな

い……自然本性は損なわれているゆえに，医者の援助を切に願っている」（ch.

49）と語る。

しかし，ペラギウスは「回避されうる」罪における可能性は，罪を犯すお

よび罪を犯さない双方が自由裁量に属することを意味していることを確認す

るであろう。さらに彼は自由裁量が自然の制約のもとにあることを認めてお

り，また「私のもの」と言いうる対立する機能の帰属の一つの事例だけでも
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確認できれば，これらの反例からひとは罪を常に犯し続けるほど魂と自然本

性の腐敗は著しいという反対者の主張は帰結しないと反論するであろう。ペ

ラギウスは旧新約聖書のなかでアベルやエノク等「単に罪を犯さなかっただ

けではなく，正しい生活を送ったと伝えられている」ひとびとを証拠に挙げ

る（ch.36）。それに対し，論敵は「もし罪がないと言うなら，それは自分自

身を欺くのであって，真理はわれらのうちにはない」（John.I.1.18）を挙げて

反問する。

アウグスティヌスによる非日常的な反例は一般化できないことは明らかで

あり，魂の腐敗と身体の側での自然本性の腐敗を一般化することはできない。

他行為可能性を「私のもの」に帰属させることができる限り，それとその力

を保証しまた制約する自然本性の能力の区別は有効である。アウグスティヌ

スは「私のもの」つまりひとの力のうちにあることと自然の能力を癒着させ

ており，自然による保証および制約双方への眼差しを欠き，自由裁量は罪を

しか選択せず，それは自然性の基礎づけが損壊しているからだとし，双方は

因果関係にあり切り離すことができないと考え，ロギコスな次元それ自身に

おいて議論することをここでは拒否している。むしろ，テオロギコスな次元

において罪の現実から思考する限り，自然性が他行為可能性の保証および制

約として機能することはなく，自由裁量は罪と不可離な状態にあるものとし

て捉えている。

ペラギウスによる主張⒠「自然的必然性によって束縛されているものはす

べて意志の裁量と熟慮とを欠いている」は自由裁量が関わるものとの判別を

示している。双方は或る機能およびその反対の選択を保証するロギコスな可

能性とそのピュシコスな可能性として判別されている。⒠の類比的な説明と

して⒡が言及されており，一般的に自然必然性の保証と制約のなかに，ひと

の機能には身体機能だけではなく，ロギコスに確認される魂の機能も属する

ことが論じられている。従って，結論⒢も，自由裁量の必要条件である対立

する可能性の帰属を問題にし，罪を犯すことと同様犯さないことの対立的可

能性がひとに属しているが，ひとが罪を犯さないことができる存在者である

ということ，その事実は神の前のつまり神の理解に属する自然的必然性と平
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行的なことがらであり，ひとの自由裁量には属さないと主張されている。

2.4 思考の位相の相違

しかし，問題は視覚と罪を犯さないことが平行関係にあるかである。ひと

は見ることを意図して諸条件がそろえば，見ることができるし，見ないこと

を意図して諸条件がそろえば，見ないことができる。それと同様に，ひとは

罪を犯さないことを意図して諸条件がそろえば，罪を犯さないことができる

のであろうか。ひとは論敵の驥尾に付し直ちに「ローマ書」７章により，欲

する善をなさず，欲せざる悪をなす，「私」の嘆きを参照するよう求めるであ

ろう（eg.ch.50,67）。しかし，ペラギウスは罪を犯さない現実ではなく，魂

に帰属する可能性を論じているのであり，諸条件のうちには自然化された恩

寵も含まれるために，この主張は正しいと反論するであろう。

両者の決定的な相違は様相をめぐる理解の位相の異なりにあるように思わ

れる。その理由として人間の悪徳故に自然本性の腐敗が恩寵なしには決して

癒されないほどに著しいというアウグスティヌスの理解と必然的な自然本性

には罪も悪徳も属さず，ただその可能性だけが属するとするペラギウスの理

解の差異にある。一方はテオロギコスな次元において心身つまり魂および身

体の機能を捉え，他方はロギコスとピュシコスの次元の判別において心（魂）

の機能と心身の機能を捉えている。

アウグスティヌスは⒢に関して，「いったいどんな心をもって，われらの救

い主が給わる治癒の援助なしにも，罪を犯さないことがわれらにあると彼が

考え，それに対し罪を犯さないことができるというのは自然本性に属すると

主張するのか，私には不思議だ。自然本性が腐敗していることを洞察してい

ないことがより大きな腐敗を示しているほどで，その腐敗の事実は明らかで

ある」（ch.48）と述べる。しかし，ペラギウスの議論は自由裁量即ち他行為

可能性は自然本性の必然性の制約のもとにあり，可能性として罪を犯さない

ことがひとに属するなら，そのひとがそれにより構成されている自然本性に

その可能性の根拠がなければならないという自然的，論理的な関係だけを主

張していることに彼は気づいていない 。ここには何ら「不思議」なことは存
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在しない。

この関連で，ペラギウスの次のことわりは重要である。「われらは単に可能

性だけを論じている。……私としては人間は罪なしに存在しうると主張する。

あなたは何を言っているのだ，人間は罪なしには存在しえないなどと。私と

しては，人間は罪なしに存在する，と主張していないし，あなたも人間が罪

なしには存在しない，と言っているのではない。われらは可能性と不可能性

とについて論争しているのであって，存在と非存在について論争しているの

ではない」（ch.7）。さらに彼の発言として，「私としては，すべてが罪人であっ

たと証言されている点に同意しよう。聖書が語っているのは実際，彼らが何

であったかであって，彼らが他でもありえなかったことではないのだから。

それゆえ，すべての人が罪人であると証明されうるとしても，このことはわ

れらが規定したことに決して矛盾しないだろう。なぜなら，われらは人間と

は何であるかよりもむしろ人間は何で

足るように

を弁護している（quid pos-

sint esse defendimus）のであるから」と報告されている（ch.42）。

自由と自然本性および恩寵の必然性との両立性を論証するために，彼は知

覚との平行論証のもとにロギコスな可能性の領域において思考を展開してい

る。そこに踏みとどまる限り，アウグスティヌスもこの引用に続き，この可

能性に言及し「この点をめぐって彼と対決する必要はない。……可能性その

ものに関しても私は争わない」とする。しかし，その理由づけは異なり，彼

は「人間の意志が癒され援けられると，その可能性自体も同時に聖徒たちの

なかで実現するようになるかもしれないから」（ch.42）と述べ，神的介入の

可能性の話として神学的な次元において理解する。ここに思考の位相のずれ

はあるが，彼は，神学的問題は恩寵を受容する側の自然的可能性に留まらず，

恩寵の現実に言及しない限り，問題は解決しないと理解している。「この恩寵

と援助と憐れみ― これなしにはわれらはよく生きることができない― に

ついて彼がどうして一言も語らないのか，私には分からない。そればかりか

彼はただ意志さえそこにあれば，義を達成するに

ssime

自然本性を弁護

することによって，われらがそれによって義とされるキリストの恩寵に最も

明白に矛盾している（aperti おける（c contradicit）」 。こh.23） 発言の に

るかありう

要大文
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誤解の部分に関してはもはや説明を要さないかもしれない。「語らない」のは，

彼がそれを否定しているからではなく，恩寵と援助と憐れみへの言及なしに，

これらの現実が自然本性の次元において「理解されるということが成り立ち

うる仕方は一体あるか」を明確な方法論的な自覚において問うているからで

ある。他方，論敵が指摘するように，ペラギウスとは異なり信の哲学は恩寵

を受容する自然的可能性に留まることはないであろう。彼が考察を欠いてい

るメタピュシコスな次元において理解しうる限りの恩寵の現実とそれを受容

する人間の心身の自然的構成を問題にするであろう。

アウグスティヌスは自らの救いの現実の確かさから「燃えるような熱心さ

によりキリストの十字架が無効にならないように燃え上がらねばならない」

（ch.7）とし，ひとを罪の現実から解放する福音の力が歴史のなかで出来事に

なったその事実に眼差しを注ぎそこから思考を紡ぐ。キリスト論的集中は聖

書の集中的な引用において確認される。彼は「もし義が律法により得られる

なら，キリストの死は無駄であった」（Gal.2.21）およびその死の無効性につ

いて（Cor.I.1.17），短い『自然と恩寵』七十章中十二章において言及し，ま

た「十字架につけられたキリストによる神の恩寵」（Rom.7.25＋Cor.I.2.2）

のように，組み合わせた箇所をも入れると，十字架刑における神の恩寵への

言及は十章におよぶ。

ペラギウスは神の恩寵をそれに対する言及なしにひとはどれだけ理解でき

るか，その出来事を構成している論理的，自然的条件に眼差しを注ぎ，その

魂の能力の解明を企てる。

ここでペラギウスの平行論証に即して，両者の同意と相違を確認しておこ

う。

⒜ 「ひとはすべて罪人である」（A(Augustinus).P (Pelagius).双方同意）。

⒝ 「ひとは罪を犯しまた犯さない可能性を所有している」（A.P.双方同意。

しかし，その根拠づけは異なる。A.（神的介入の可能性）（ch.23），P.（「自

由裁量の能力」の次元での可能性））。

⒞ 「ひとは自由裁量の先行条件として自然本性上即ち被造性としての物理

的，生理的な法則のもとにおいては罪を犯すことも犯さない可能性をも所
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有している」。（A.否定，P.肯定）。

(A「c)「ひとの自然本性は著しく腐敗した状態［Lと呼ぶ］であり，このL

は必然的に罪を犯すようひとを導く」（A.による⒞否定の根拠）。

(NA「c)「ひとの自然本性は健全な状態［Mと呼ぶ］であり，このMは必然

的に罪を犯させないつまり義を行うようひとを導く（A.による⒞否定（ie，

(A「c)）をさらに否定する最も強い主張）。

(Pc)「ひとの自然本性は或る状態［Nと呼ぶ］にあり，この状態Nは状態L

およびMを可能性として持つ状態であり，或る因子（それは自然性におい

て理解される限りの恩寵を含む）によりNは時にLないしMの状態となる。

従って，時に罪を犯しまた時に罪を犯さない可能性を所有している」（P.に

よる⒞の一つの根拠）。

何故ペラギウスが（Pc）を主張するかと言えば，ひとの裁量は自然本性上

の必然的な特徴の制約のうちにあり，裁量における他行為可能性を承認する

ためには，自然本性上の次元においてその他行為可能性の基盤を備えていな

ければならないという論理的および自然的含意に基づく主張である。彼の「人

間が自然本性上（natura）できることは，意志によって生じるのではない」

（ch.43）という発言は，意志は自然本性の制約のもとにあり，意志の側に生

起の可能性の根拠を置くことはできないということだけを意味している。神

的な恩寵の介入は自然本性を媒介にして機能し，それは意志による対立行為

の支配を基礎づけるとされている。彼はこのように自由裁量をその自然本性

との関連に訴え弁護する。

アウグスティヌスは「人間が自然本性上できるならば，彼は確かに意志に

よって義しいのではないが，彼は悪徳のゆえにできないことを，癒しによっ

てできるであろう（voluntate quidem non est homo iustus,si natura potest,

sed medicina poterit quod vitio non potest）」と主張する（ch.43）。この応

答において，「自然本性上」とは聴覚の機能のように自然本性上の必然性に基

づく能力のことがペラギウスにより理解されていることに関して誤解はない

が，「悪徳」の「癒し」の可能性は自然本性の次元を飛び越え恩寵に帰属され

ている。癒しに関してはペラギウスもそれが神的なものであることを認めつ
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つも，悪徳およびその癒しが生起する能力をピュシコスつまり自然的次元に

おいて解明されねばならないとしている。そして悪や癒しという救いの援助

を理解するのは魂の次元であって，その身体的支えの次元ではない。従って，

自然本性上の制約はそれを許容する能力を持たねばならないが，悪徳の故に

できないことは，自然本性上そのような悪徳を許容する能力がひとに帰属し

ていなければならないのか，ということが論点であるべきはずであるが，ア

ウグスティヌスにより救いの援助に議論が向けられている。そこには神の前

の福音の現実と生身の人間の現実を離さないで思考する，彼のテオロギコス

な思考が確認される。

ここに明らかなように，彼らの論争点は様相の帰属する次元である。魂の

腐敗がひどく医者なしには癒されないところに罪人であることの必然性を見

るか，それとも意志が帰属する魂には責任ある自由が保証されねばならず，

そのためには罪人であることの必然性を見ることはできないとするかであ

る。

2.5 パウロによる自由裁量論争への調停案

この論争はパウロにより調停されうると思われる。つまり，彼らの思考の

位相の相違をパウロは自らの信仰義認論において既に考慮しており，調停し

ていると思われる。私は，これらはパウロにおいては神の前における，つま

り神により理解されている人間の現実が啓示されている次元と人間の肉の弱

さの故に譲歩として認められた人間の自由という次元が異なるものであるた

め，矛盾しないと考える。アウグスティヌスは聖書においてパウロのAB神

の前の現実が啓示されており，その一つの解釈から人間の現実存在をテオロ

ギコスな次元で直裁に語るが ，ペラギウスはABへの言及を括弧にいれて，

パウロのC「人間的なことがら」として自然的な領域において責任ある自由の

もとにある人間とその自然的条件の解明をロギコスおよびピュシコスな次元

において試みる。

信の哲学は恩寵と憐れみについても語ることによりペラギウスと異なる

が，それも可能存在との関連の解明のために論じるであろう。
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両者の論争点は，自然的能力がまったく腐敗しているため，自然的な可能

性としても罪を犯さず義とされうる可能性は否定されているかにあった。し

かし，注意しなければならないのは「罪を犯しうる」と「罪を犯しえない」

さらに「義となされうる」と「義となされえない」の相関はパウロにおいて

はあくまで神によるイエス・キリストにおける人間認識，判断および判決と

して啓示されていることがらであり，神の前の現実であるということである。

それをあたかも全く独立した生身の人間の現実として，果たして自然的な人

間は罪なしにありうるか，ということは問題にされてはいない。誰も明確に

は罪と義とを判別できないのである。その判別は神の前の現実としてイエ

ス・キリストにおいて啓示されている。神の前では救いの啓示の現実がある

以上，ひとは罪なしにありうることそれは明瞭である。しかし，彼らは両者

とも義となされうること，罪を犯しうることを何か人間的な次元で論じてい

るように思われる。或いは，より正確には，神の前と人間の前の現実の明確

な判別なしに論じているように思われる。

ペラギウスは恩寵を否定しないが，義と罪に中立的な自由裁量の論証とそ

れの自然本性との両立性にこそ関心が向けられている。この見解は神学的次

元に浮上することにより或いはむしろ神学的次元をも持っているがゆえに，

アウグスティヌスはそれが聖書的ではないとして反論している。しかし，パ

ウロは既にこのテオロギコスな次元を哲学的なABCの次元に分節して思考

することを許し，また実践しているように思われる。

アウグスティヌスは義認をめぐって，キリストの名を聞く機会のないひと

を挙げ，「彼は自然本性と自由裁量により義人となりえたか，それともなりえ

なかったであろうか。もしなりえたと彼ら［ペラギウス派］が主張するなら，

キリストの十字架を無効にする（Cor.I.1.17）とはどういうことかを吟味せ

よ。それはキリストの十字架なしに人が自然の律法と意志の裁量とによって

義とされうると強硬に主張することである。われらはここでも「そうすると

キリストの死は無駄であった」と言おう。なぜなら，キリストが死んでいな

くとも，すべてのひとはこのことを実現しえたことになるからである」と言

う（ch.9）。彼が「このことを実現しえた」と表現するとき，自らの能力とし
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て神の判決を待たずに義でありえたと主張している。これは非パウロ的であ

る，或いはこの仮定に基づく非現実用法はペラギウスの議論を非パウロ的な

次元に押し込んでいる。

パウロは明確に神の前の出来事として義と罪を理解している。イエス・キ

リストにあると神に看做される者は義であり，律法のもとにある者は罪であ

ると啓示されている（eg.Rom.3.20,8.1-2）。これはメタピュシコスな次元に

おける啓示の言語であり，福音Aが現実である限り，ひとは罪なしにありう

ることは明らかである。

またパウロの議論において，可能性がロギコスな次元において，つまり命

令形や条件法という文法的特徴から導出される。パウロは神が義であること

を律法による第一証明（Rom.1.18-3.20）とイエス・キリストの信による第二

証明（Rom.3.21-6.10）により神の前の現実の啓示として展開する。それらの

議論を受けて，彼は生身の人間に眼差しを向け，命令形や条件法によりロー

マの信徒に語りかける（eg.Rom.6.11, 8.10）。その意味でパウロはC人間的

な現実に眼差しを注ぐ限りにおいては，人間は啓示の出来事を受け入れるこ

とも受け入れないこともできる可能存在であると理解していることを文法的

制約からして確実なものと確認することができる。ペラギウスが「われらは

単に可能性だけを論じている。……私としては人間は罪なしに存在しうると

主張する」と語るとき，この文法的な制約に基づいてのみ，そのロギコスな

可能性を語っているなら，彼は正しいと言わねばならない。

ペラギウスは⒳「ひとは罪なしに存在しうる者である」をC人間的な人間存

在の次元において⒴「ひとは罪を犯さない可能性を所有している」に変換可能

なものとして理解していたと思われる。⒴の所有命題は実体を前提にし，可

能性を一つの属性として所有している。Aという可能性を持つなら，同時に

「Aという可能性を持つ。即ちそこでは「罪を犯す」可能性をも所有するこ

とができる。それに対し⒳においては，様相の肯定と否定(x’）「ひとは罪なし

に存在しえない者である」が実体それ自身を可能存在および不可能存在と特

徴づけており，ひとはその肯定または否定のいずれかでしかないものとして

特徴づけられ，反対の可能性を所有する⒴とはそれ自身としては異なる主張
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である。ただし，C人間の前の現実という次元に限定するなら，⒳であるな

ら⒴でありそして⒴であるなら⒳であるという両者は必要十分な関係である

と理解することができる。ペラギウスは，彼がどれほど自覚的であったか疑

問が残るが，⒳の同一性言明を語るとき，第一義的には事物とその性質にお

いて⒴と同じものとして理解している。彼は「事象（res）とは別に性質

（qualitas）がありうることはない」（ch.10）と語るとき，彼は実体と属性の

アリストテレス的な存在論に与みしていることが伺われる。彼は人間を責任

ある自由を帰属させることができる一つの主体Cとして立てている。パウロ

はそれを肉の弱さへの譲歩として認めていた。パウロはCを常にAとの帰一

性において考察すべきものとしたが，それは神の前のイエス・キリストにあ

る人間存在は，つまり神により「イエスの信仰に基づく者」と看做されてい

るか否かが問題となる人間存在は，この自然本性を抱えた生身の自己以外で

はないであろうからである。それ故に，生身の自己が聖霊の注ぎを通じて聖

化されることがあるにしても，そのつど自由裁量における責任が問われる存

在としてあり続けるであろう。このように，パウロは人間存在における罪な

しにありうることをABCの次元の分節においてそして，さらにその⑷テオ

ロギコスな可能性を⑴⑵⑶に分節することにより，共約的な仕方で論証して

いた。

アウグスティヌスが自らの身をテオロギコスな次元に徹頭徹尾置いてきた

ことはこれまでに明らかであるが，それに対してパウロはどのように応答す

るであろうかを，最後に，簡単にスケッチしたい。この問題はパウロにおけ

る「肉」の理解の解明を要求する。信の哲学はこれをパウロの心身論の確立

をもってはじめて十全に語りうるものであり，ここでは思考の方向を示唆す

るに留まる。

肉とは身体をもった存在者の自然的な生の原理のことであり，それは義と

罪を感受する座或いはその主戦場であると言える。ひとは誰もが「肉におい

て」生きている。しかし，「霊に即して」ではなく，事実上「肉に即して」生

きるとき，罪に寄生されるとパウロは主張する（Rom.ch.8）。肉は罪の攻撃

に常に負けるそのような存在者である（Rom.ch.7）。肉が聖霊の助けを必要
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とする所以である。しかし，信の哲学の分析によれば，「ローマ書」７章にお

いて分析される人間「われ」はあくまでB律法の下にある者の現実である。

そこでは，神の前において，律法の下にある者はいかに振舞うかが論証され

ており，Cの生身の心的状態の次元として例えば回心前のパウロの心的状態

が問題にされているわけではない。もちろん，個々人が自らのこととして受

け止めても何ら問題はないのであるが。誰であれひとは自らが道徳的に完全

ではないと認めるであろう。完全だと誇る者があれば，その誇りこそ不完全

性を示していると論駁することができる（Rom.3.27）。福音の啓示が新しい人

間の現実を切り開いたことを受けて，パウロは律法の新しい機能として罪の

自覚を促すことを課した（Rom.ch.7）。肉において罪に仕える者であること

を律法は暴き，ひとはそこでは「惨めだ，われ，人間」（7.25）という自らの

救いの無さを告白し，福音に向かうよう促されている。

他方，パウロはその肉のもとにある身体に聖霊が注がれることにより，身

体が潔められ，栄光を受けるとも主張する。パウロの「キリストが汝らのう

ちにあるなら，かたや身体は罪の故に死であるが，他方霊は義の故に生であ

る。しかし，イエスを死者たちから甦らせた方の霊が汝らのうちに宿るなら，

キリストを死者たちから甦らせた方は汝らの死すべき身体にも汝らのうちに

宿る霊それ自身を通じて生を賜うであろう」というテオロギコスな発言に見

られるように，聖霊の注ぎによる生身の身体の死から生への漸近的な変化が

語られる。この発言に対しても，信の哲学はペラギウスと共に，パウロによ

る肉の弱さへの譲歩として認められた人間的な人間存在として，この漸近的

な変化のどの段階においても義でも罪でもありえる人間を語るであろう。ま

た，その変化はピュシコスな次元で何らかの変化を記述できるものでなけれ

ばならず，ペラギウス的なアプローチと両立しうるであろう。

アウグスティヌスによるテオロギコスな主張を共約的なものとするには，

そのひとつのアプローチとして，ペラギウスの知覚と罪犯の平行論証は有益

である。すなわち「罪を犯す」―「罪を犯さない」は日常的な用法としてあ

り，「見る」―「見ない」と同様の仕方で用いられる限り，自由裁量の能力に

属するということはすべてのひとに共約的に同意されよう。ただし，ここで
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の罪を犯す，犯さないは，パウロにおいて「生」と「死」の意味がAとCの

次元において意味を異にしていたように，神の前におけるそれとは意味を異

にしよう。最も共約的なものは裁判制度の前提のもとに理解されるそれらの

意味であろう。

C人間的な人間存在の共約的な次元で「ひとは罪なしにありうる」という

可能性の完成現実態はいかなるものとして認識されるであろうか。人々を観

察し，或るひとは他のひとより正しいということは一般に同意されるであろ

う。しかし，それはあくまでも程度の問題に留まるであろう。そして共約可

能性の拡張を通じて，テオロギコスな次元におけ「罪なしにありうる」の理

解を増すということはありうることであるとしよう。

人間的な人間存在は相対的な自律性のもとに命令形により神的な人間存在

になるよう励まされている存在である。このような存在について明晰な理解

が可能であるとするなら，双方の存在を全体として理解する限りにおいてで

あろう。同一の歴史のなかで，同一の可能性を持った存在者が，一方本来的

な生を生き，他方非本来的な生を生きている。肉の弱さを解明することを通

じてまたその弱さを克服したサンプルの解明を通じて，統一的な理解が可能

となろう。

ひとが肉の弱さを克服するとすれば，ナザレのイエスがそれを克服したと

報告されているように神の国をつまり支配からも被支配からも唯一自由な場

所において出来事になる我と汝の等しさを持ち運ぶことになろう。それは神

の信実とそれに対応するひとの信実が生起している状態である。そこでは父

と子の我と汝の等しさが生起しており，そこでの信は人格的側面がとりわけ

問題とされている。この双方の信実という人格的関係を阻むのが，肉の弱さ

の故に自己を身体の限界に自ら閉じ込めることであろう。そこでは不可避的

に，知らないからこそ信じるという信の認知的（臆見的）要素が人格的要素

よりも問題にされることになる。ペラギウスが関心を持つのは神的介入の知

識に到達していないからこそ，人間的な人間存在における様々な諸条件を知

識の対象として熱心に問うていることである。これは，ひとは信じる者も信

じない者もどこまで共約的でありうるかの限界を探る興味深い企てである。
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完全な人格的な関係にあるところには，認知的な問題は解決されている。

それ故に，完全に明晰に知られている世界においては，選択としての自由も

問題にならないであろう。パウロは「信」がこれら二つの要素を持つとして

おり，アウグスティヌスは人格的な要素をペラギウスは認知的な要素を問題

にしていた。十字架の贖いこそ，神とひととの「和解」をもたらすことに前

者は集中し，後者はその明晰な理解を求めた。パウロはその一語により人格

的および認知的（臆見的）側面という二つの事態を表現することにより，そ

して「ピスティス」を「イエス・キリストの信」と強弱ある生身の人間のC

「信仰」の二相を判別することにより，彼らの論争が既に調停されうる神学的，

哲学的見解を提示していた。

ペラギウスの営みはパウロ的には，人間は「キリストのからだ」でありま

た「諸部分からなる肢体」として全体の機能に貢献する一つの特徴でありう

るものである以上，愛の業として何ら非難されるべきことではない（Cor.I.

12.27）。ただし，全体の機能への考慮をその個々の肢体が持ち続ける限りにお

いて，構成員は全体のなかに秩序づけられる。信の哲学は人間の全体性の解

明に向かうが，キリスト論的集中Aとの帰一的な構造を確保する限りにおい

て，アウグスティヌスとペラギウス双方を理解可能性のなかに秩序づけるこ

とができるであろう。

アウグスティヌスはこの点で人間存在についての神の認識と意志を十字架

と復活に閉じ込めたと言える。これは中心への集中として，つまり霊は復活

のキリストを通じて付与されることが明確に啓示されているという点で，そ

れまでの人類に救いがなかった以上，この一点に集中することは正しい。こ

のように福音が事実上十字架における罪の処分に一切が依拠しているにして

も，人間的な語りを許されている限り，ひとは神に義とも罪とも看做されう

る存在領域を所有しているという意味において，ひとは罪を犯すまた犯さな

い可能性を持っていると言いうる。ペラギウスはその解明に向かったのであ

るが，方法論上の制約故に，メタピュシコスな次元を組み込みえず，帰一的

な連関を失ってしまったと言いうる。

以上で，自由と恩寵の両立議論によりペラギウスが意図したことの紹介を
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通じて，パウロが譲歩として認める可能存在の実質を展開したこととしよう。

C責任ある自由なる存在者の分析は中立的なものとして自然本性の探求に向

かわせる。神とその恩寵への言及ぬきに，共約的な地平を開拓する可能性を

パウロが提示していたことは語りうる確かなことである。神への言及のない

人間的，自然的解明とその解明の背後にある解明は神への言及により遂行さ

れることに矛盾はない。しかし，それと同時に同一の語「信」により表され

る神の信実とひとの信実を不可避的に視野にいれた形でそれは位置づけられ

ている。

2.7 ピュシコスとメタピュシコスを媒介する「イエス・キリストの信」

ここではパウロにおいてピュシコスな解明からメタピュシコスな解明は類

比的なもの，連続的なものとして捉えられることを明らかにする。信の哲学

は神の前の人間存在と生身の人間的な人間存在の関係を明らかにすることに

こそ自らの使命を見出す。パウロはピュシコスな次元をメタピュシコスな次

元とイエス・キリストを媒介にして連結している。イエス・キリストの出来

事の故に双方はアナロジカルな理解が可能となった。詳しくはパウロの心身

論において論じるが，パウロは復活の論証を次のように展開する。

「汝が蒔くものは，死ななければ，生かされないではないか。また，汝が蒔

くものは，やがて成るであろうからだを蒔くのではなく，麦であっても，他

の種類であっても，裸の種粒である。しかし，神は意図したとおりに，それ

にからだをしかも種子のそれぞれに固有のからだを与える。すべての肉が，

同じ肉なのではない。ひとの肉があり，獣の肉がある……。天的なからだも

あれば，地的なからだもある。天の栄光は，地の栄光と異なっており，また

星々には他の栄光がある。星は星と栄光において異なる。死者たちの復活も

同様である。可朽性において蒔かれ，不朽性において目覚めさせられる。……

弱さにおいて蒔かれ，力において目覚めさせられる。魂のからだが蒔かれ，

霊のからだが目覚めさせられる。もし魂のからだがあるのなら，霊のからだ

もある。こう書いてある。最初の「ひと」アダム「は生きる魂となった」，最

後のアダムは生かしめる霊となった。しかし，霊のものが最初ではなく，魂

― ―68

北大文学研究科紀要



のものがそうであり，続いて，霊のものである。最初のひとは土から造られ

たものであり，第二のひとは天からである」（Cor.I.15.36-46）。

ここで自然的な生成と霊的な生成はピュシコスおよびメタピュシコスな視

点から類比的かつ連続的なものとして描かれている。時系列の生成の秩序は

土からのものと天からのものの連続性を伝えている。類比性は死と再生が植

物に見られることから，魂のからだから霊のからだへの再生に適用されてい

る。麦の種子はそれ自身としては死んだ後に，実をつける麦となる。そして

麦と胡桃は異なる種粒からなる異なるからだである。麦の変化のなかで自己

同一性を保っていなければ種子は「麦の種子」とは呼ばれえない。個体レヴェ

ルにおいても，それぞれの遺伝子が成長過程を制御している。

自然の生成に秩序があるように，不朽なものの生成にも秩序がある。「魂の

からだが蒔かれ，霊のからだが目覚めさせられる。もし魂のからだがあるの

なら，霊のからだもある」。この箇所についてA.Schlatterは次のように解す

る。「魂のからだの現存在からひとつの霊のからだの現存在が生じる。復活は

われらにおいて人間的な様式を採らず，その様式を新たにするので，パウロ

は一つの推論を構成する，人間が今それであるところのものから，彼がそう

あるであろうところのものを推論する」。この推論を可能にするものが「最

後のアダム」キリストの復活である。キリストはひとを魂のものから霊のも

のへと「生かしめる」。それは彼自身が「霊となった」からである。彼は魂の

からだであったがまた霊のからだともなった者として地上のものと天上のも

のを結びあわす仲保者である。種子と花木の成熟のピュシコスな理解は死と

復活のメタピュシコスな理解に反映され，ピュシコスな類比的理解が死と復

活の理解の補助として提示されている。この二つの次元を連結させるものと

して仲保者キリストが機能している。

種子から花木への変化はアリストテレスの自然哲学，形而上学の主要概念

である可能態から完成現実態への現実活動としての変化と言ってよい。パウ

ロはこの類比を人間の復活体にも適用できると考えており，魂のからだは可

能態であり霊のからだは現実態であると語ることができる。実際，彼はこれ

らの術語を神の力とその現実活動を表現する文脈において用いている。「われ
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は神から御自身の力の現実活動に即して（κατα την ε’νεργειαν τηϛ

δυναμεωϛαυ’του）われに賜った恩恵の無償性に即して，福音に仕える者と

なった」（Eph.3.7）。植物と人間これら二つの事例は同一の哲学的分析を受け

るそのような構造を有している。この変化の同一性を保証するものは，魂の

からだに内在する霊であり，それはキリストが内在することのできる部位と

して理解されている（Rom.8.10-11）。ピュシコスなものとメタピュシコスな

ものを繫ぐキリストの仲保はテオロギコスな事態であるであろう。信の哲学

はキリストがナザレのイエスでもあったことにつまりピュシコスな生を生き

抜いたことに自らの可能性を見るであろう。メタピュシコスな視点から言え

ば，死は眠りでしかなく，キリストの仲保は個々人のこの変化における同一

性を保証している。魂のからだがキリストの内在を可能にするのは，個々人

の魂のからだの霊がキリストの宿る個々人固有の場所だからである。個々人

の個別性はキリストとの帰一的構造のうちにある「キリストの肢体」として

隣人とは異なる賜物を持つキリストのからだの部位としてその機能を通じて

確証される（Cor.I.12）。その意味で死者の復活は自己同一性を保つものの可

能態から完成現実態への変化として理解することができる。

ここでの問いは死と復活を種子からの成長という自然事象の類比において

理解することは適切であるかということである。現在の自然科学は栄養摂取，

代謝そして成長を細胞レヴェルで解明することができる。しかし，蒔かれた

種子は代謝の過程においてそれ自身としてどこにも見出すことはできないと

いう事実は今も昔も変わらない。その意味において種子から花木の成熟への

変化と魂のからだから霊のからだへの変化は類比的であると言える。そして

この類比の重要な主張は推論が可能であるという意味において連続的な変化

であるということである。遺伝子が生成過程を制御するように，魂のからだ

に内在する復活のキリストが霊のからだの生成を制御する。ナザレのイエス

が復活したことをパウロはペテロはじめ数百人の証人を挙げ，論証を試みる。

可能態と完成現実態の分析のもとに経験的な証拠を挙げ死者の復活の共約可

能性が開かれる。

肉の弱さから譲歩として認められる可能存在は，神の前の可能存在と視点
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を異にするが同一の可能性である。ロギコスな次元で命令形と条件法の文法

的制約から肉の可能存在が語られ，神の前の現実としての啓示からキリスト

の内在の可能存在が語られる。ロギコスな次元での言葉の意味は歴史のなか

での出来事から獲得され，パウロは神の前ABおよび人間的Cな実在に眼差

しを注ぎつつ言葉を紡いでおり，双方の視点から得られる可能性はイエス・

キリストの出来事にその根拠を持つ。

他方，ロギコスな次元はこれらピュシコスおよびメタピュシコスな思考お

よび言語使用双方の制約として機能している。神によるイエス・キリストに

おける人間認識としてすべての者は罪を犯したことが啓示されているが，こ

れはメタピュシコスな言明である（3.22f）。ただ，彼が「ガラテア書」にお

いて割礼を受ける者に「あらゆる律法を行う義務がある」（Gal.5.3）と語ると

き，ひとがあらゆる律法を守りうる可能性を否定はしていない。ただ，事実

として業の律法に基づいてはすべての肉は神の前では，神による罪の認識が

あるために，義とされないであろうと主張している（Rom.3.20,Gal.2.16）。

従って，ロギコスな次元において見る限り，ひとは義の奴隷とも罪の奴隷と

もなりうる可能性をもっており，ペラギウスは彼がその次元において人間を

理解している限り正しい。しかし，自然法則は数学的な法則を必要条件とし

ており，数学的に不可能なことは自然的にも不可能である。そのように，ピュ

シコスな次元は矛盾律に基づくロギコスな次元を必要条件としており，ロギ

コスな次元で不可能なことはピュシコスな次元でも不可能である。ピュシコ

スな次元と連続線上に解しうるメタピュシコスな次元も同様である。とはい

え，ロギコスな次元で可能だからと言って，ピュシコスやメタピュシコスな

次元においても可能であることにはならない。例えば，ひとが100メートル

を１秒で走ることは論理的には可能であるが，物理的には不可能である。

それではメタピュシコスな次元で，ひとは神の前で義人であることは可能

であろうか。まず，神の前の完成現実態と可能態を最も明白な仕方で理解す

ることができるのはわれらにとってはイエス・キリストの啓示の媒介によっ

てである。パウロは啓示として「イエスの信仰に基づく者」と神に看做され

ている者は現に義人であるとしている。ナザレのイエスが神の前で義人で
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あったために，魂のからだをもつすべてのひとも神の前でキリストの媒介に

より可能であると言うことができる。ひとが神的な援助なしに，事実上，神

の前で罪なき者であることは啓示により否定されている。「すべての者は罪を

犯した」（Rom.3.23）ということがイエス・キリストの信の啓示から明らかに

されている。魂のからだにおいてある生身の人間のうち誰が義人であるかは

ナザレのイエスを除いて，そして旧約におけるイエスの先駆としてアブラハ

ムを除いては明確には啓示されてはいない。その意味で可能― 不可能とい

う様相を種において事例があるかという意味においては少なくとも二つの事

例が報告されているため，人間という自然種として見る限り可能であると言

わねばならない。つまり，アブラハムは罪びとではあったが，すべてのひと

の信仰による義人の先駆という意味での代表である限り，彼とわれらのあい

だの自然的構成は同一の種に属するものとして，個体差を無視することがで

きると理解されている。アブラハムは人間という自然種に属しており，われ

らも同様である。従って，その一員としてわれらにも義人となる可能性はあ

るに相違ない。

それはちょうど，死者の復活を否定する者に，パウロが「死者の復活があ

らぬなら，キリストは目覚めさせられていない」（15.13）と反論するように，

キリストは死者たちのひとりであり，死者という種に復活が属さないなら，

その成員であるキリストも復活することはないと論じられているのと平行的

であり，種に属することがらは，その成員にも属しうるものでなければなら

ない。

しかし，それはペラギウスらが論争の戦場としている自然的な次元におい

てはどこまでも明らかではないと言うべきである。しかし，恩寵を受けうる

能力を自然的に持っているという意味ではピュシコスな次元において可能で

あると言わねばならない。イエスやアブラハムと同様のこの生身の物理，生

理的な法則のもとにある人間が義とされうるという意味で可能である。腐敗

の程度があまりに著しく，自ら義となることはできなくとも恩寵を受けうる

能力は維持されていると言わねばならない。なぜなら，無償で恩寵を授ける

ということは恩寵を受ける者をも前提としており，それが歴史のなかで事実
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上生起することである限り，ピュシコスに可能であったと言わねばならない

からである。

2.8 原罪

この問題は最初の人間の堕罪の理解を促す。アウグスティヌスは『自然と

恩寵』において原罪をこう記述している。「人間の自然本性は確かに最初は罪

も穢れもなく創造された。しかし，この人間の自然本性は，各人がアダムか

らそれにより生まれるのだが，今や医者を必要としている。というのも，そ

れは健全ではないからである。……この自然のよき能力を暗くし弱めている

罪悪は罪のない製作者に由来しているのではなく，自由裁量によって犯した

原罪から生じている」（ch.3) 。また彼は「われらは，われらの肢体のなかで

知性の律法に対し戦いを挑んでいる……同一の罪の律法と共に生まれる

（cum eadem lege peccati nascimur）」（ch.25）と「ローマ書」７章を念頭

に述べる。さらに幼児洗礼の論争において，ペラギウスが罪の遺伝的な伝播

を否定し，「すべての者がアダムにおいて罪を犯していると語られたのは，誕

生という始原によって引き寄せた罪の故ではなく，模倣（imitationem）の故

なのである」（ch.9）と，言わばアダムを真似るとも言える，ひとが罪人であ

るのは事実上アダムと同じことをしているためであるという見解に反論す

る。その反論は「最初の義人」アベルによってその模倣は絶たれたであろう

から，「キリストよりもむしろアベルがすべての義人の頭とどうして定められ

ないのか」という神学的なものである。つまり，その主張は「キリストの十

字架なしにひとが自然と自由裁量とによって義となりうると強行に主張す

る」（ch.9）ことを含意するとされる。ペラギウスにはアダム以来の魂の堕落

の深さの認識不足があるのではないかという払拭しえない嫌疑をかけられ，

彼は歴史上あまり信用されなかった 。しかし，神学的には，一方は「見よ，

われ邪曲のなかに生まれ，罪にありてわが母われを妊みたりき」（Ps.51.3,cf.

『告白』１巻７章．）を挙げて，生まれながらの罪を主張するでもあろうが，

他方は「主は天より人の子をのぞみ見て，悟る者，神をたづぬる者ありやと

見たまいしに，皆逆きいでてことごとく腐れたり，善を為す者なし一人だに
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なし」（Ps.14.2）を挙げ，もし罪が遺伝するのなら，神は天から人間を観察す

る必要もないであろうと主張し，事実上すべての人間は神の前で罪人である

ということを確認するだけ足りるとするでもあろう。ここで私は本性の遺伝

か単なる模倣かの神学的論争に立ち入ることはしない。その手前で共約性を

模索する。

アダムから自然本性上引き継ぐ罪とは遺伝的なものであるにしても，或い

は各人がアダムを真似るという仕方で事実上の同型性が見出されるものであ

れ，両者とも原罪をC「人間的な人間存在」として自然本性上において理解

している。そうであるとするなら，原罪は現代科学により遺伝情報の分析に

基づき，アダム的な遺伝子が発見されることもあるであろうピュシコスなこ

とがらである。しかし，「罪」や「罪の律法」はまず神の前の現実として理解

されるべきことを確認しよう。これら二つの次元の混同に注意しつつ，まず

原罪というものを一般的にどのように理解されるかを考察しよう。

理性にとって，原罪の問題は解決困難な難問である。というのも，「偽り」

という文字が欠けているそのような辞書を想定してみよう。なぜその項目が

ないかと言えば，その辞書は偽りという台紙のうえにあらゆる語彙が掲載さ

れているからである。何を書いても，語っても，どの語彙も偽りなのである。

そのような状況下において，ひとは明晰に正しく思考することはまったく不

可能であろう。だから，認知機能をも含め魂の腐敗を前提にしては，理性は

何一つ確かなことを思考できないために，到底原罪を受け入れることができ

ないのである。或いは，譲歩して，霊的，道徳的な部分においてのみ原罪を

認めることとなるであろう。

パスカルは鋭く指摘している。「原罪は人間の目には愚かなものであるが，

ひとが原罪を愚かなものと思わせる。それ故に，私がこの教義を道理なきも

のであると思わせているが故に，汝らは私にこの教義における道理のなさを

非難してはならない。しかし，この愚かさは人間のあらゆる知恵よりも賢い，

「人間たちよりも賢い」（Cor.I.1.25）。これなしに，人間の何であるかを語り

うるであろうか。彼の状態のすべては，了解できないこの点に依存している。

これは理性に反するものであり，そして理性は自らの方法によってそれを案
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出できないどころか，それが提示されるとき，自ら遠のいてしまうのだから，

これはいかにしてその理性によって認知されうるであろうか」 。パスカル

はこのように原罪の理性による了解不能性を指摘しつつも，原罪とその伝播

を認める。それは理性とは異なる認知機能がある，或いは理性が何らかの自

然的な仕方で回復されるという見解を持つからこそ認めることができるので

なければならない。だが，ここでも神の知恵が人間の知恵とは対立的に捉え

られており，比較級のもつ共約性については考慮されていないことは留意す

べきことである。「理性に反するもの」がどうして「より賢い」と表現される

か疑問とされよう。

彼はその異なる認知能力の開発を次のように主張する。「キリスト教が人間

の本性は腐敗し神のもとから堕落しているという原理を開示する

（decouvre）やいなや，それがいたるところにこの真理の特徴（le caractere）

を見るべく目を開かせていることを私は告白する。なぜなら，自然は，人間

の内と人間の外とを問わず，いたるところに失われた神と腐敗した本性とを

指し示しているからである」（Pensees,441）。さらに彼は続ける。「キリスト

教は次の二つの真理を同時に人間に教える。ひとりの神が存在し，人間はそ

の神を知ることができる。また人間の本性には腐敗があり，それが人間に神

を知らせないようにしている。これらの二点を知ることは人間にとって等し

く重要である。そして自分の悲惨を知らずに神を知ることと，それを癒しう

る贖い主を知らずに自分の悲惨を知ることとは，人間に等しく危険である。

これらの認識の一方にとどまるところから，神を知って自分の悲惨を知らな

い哲学者の尊大と，贖い主を知らないで自分の悲惨を知る無神論者の絶望と

が生じる」（Pensees,556）。

この主張は聖霊による神的な助けを不可欠なものとする。原罪により罪の

支配のもとにあることを知らない者，或いは自らがいかに救いなき惨めな者

であるかを知らない者は，恩寵による贖いを必要としない者のことである。

自らの贖いを必要とする者は必ず原罪とそれ以降の罪の支配を受け入れざる

を得ないかはひとつの問いである。共約可能性を求める信の哲学が原罪を認

めることができないとすれば，ここで自らの暗黙的な神学的前提を認めねば
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ならないのかは深刻な一つの問いである。共約的な次元において思考を展開

しようとするとき，原罪とそのもとにあるあらゆる面で腐敗した非本来的な

人間本性を思考の基礎に置くことはできるであろうか。

理性は自らを否定することはできない。霊的，道徳的能力の腐敗を認める

ことはできても，算段能力，推論能力等認知機能はピュシコスなものとして

認めざるを得ないであろう。しかし，当然善と悪ならびに真と偽に関わる魂

の二つの機能を腐敗と腐敗を免れたものとして提示することは不可能であろ

うし，さらに腐敗を免れた機能も恩寵により遂行可能とされているその可能

性は否定できない。そうであるとすれば，信じる者にも信じない者にも文法

的に正しく語ることができ，算術の正しい計算ができる限り恩寵は注がれて

いることになる。これまでのペラギウス論争の分析が正しければ，恩寵がピュ

シコスな次元に翻訳されうる限り，アウグスティヌスとペラギウスの主張は

両立可能であると言うべきであろう。

原罪は，罪が神の前のひとつの人間認識である限り，神の前の人間の現実

であろう。神は福音の啓示においてこの問題の認識をどれだけ含意していた

かは一つの問いとなる。業の律法のもとではひとは神の前で義とされないと

いうことは明らかにされた。そこでは「すべての者は罪を犯した」（Rom.3.23）

ということが神の前の事実として確認され，それがアダムの罪の血による遺

伝によりそうであるのかは知らされていない。神の前の二つの人間の現実の

啓示の含意するところとして，「律法を介しての［神による］罪の認識がある」

（Rom.3.20）ために，律法の遵守によっては神に義とされないということで

あった。換言すれば，パウロは福音の啓示において業の律法からの解放を，

つまり道徳無用論をも説いていた。道徳のないところ，そこには何でもあり

の世界が現出するでもあろうが，ひとが律法や道徳にすがる限り，「律法の終

わり」（Rom.10.4）であるキリストが魂の中心に入り得ない以上，一旦は道徳

から釈放されねばならないことが含意されていた。従って，福音の啓示にお

ける神の意志は，ナザレのイエスにおいて，罪から自由な人間を歴史のなか

で明らかにすることであり，その贖罪の故に他の罪人にも信仰による義認の

道を開いたということである。
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かくして，神がアダムの罪は遺伝していると理解していても，事実として

罪人であるという認識を持っているとしても，ひとが自らの何らかの道徳的

業によっては義とされず信仰によって義とされるということが神の前の事実

である限りにおいて，イエス・キリストにあるとみなされる限り，生物的に

いかなる状態においてあれ，義とされている。翻って，生身の人間に眼差し

を移せば，道徳的であることに絶望している人間にとってこそ，キリストが

必要であるということが確認される限りにおいて，罪人の自覚は福音の受容

に十分であると言うべきである。

さらに，アブラハムにおいて信仰による義認の先駆を見出すことが出来る

限り，福音の啓示に明白に見られる神の憐れみと寛容が，それ以前の堕罪以

降のすべての人間に自然的な仕方で注がれていることはありうることであ

る。

この歴史的な憐れみの注ぎに訴えることは不確かなことである以上，ここ

でもパウロの譲歩に信の哲学は立つことができるだけである。人間的な人間

存在は肉の弱さへ考慮からパウロにより譲歩として認められていた。その譲

歩ができるという事態も自らへの言及なしに自己を理解することができるよ

うな存在者として人間を創造した，神の創造の事実に基づくことであり，相

対的自律性は人間に認められていた。可能存在であることは，生の主体であ

り自らの責任ある自由を遂行することである。ここでの聴従の行為は恩寵の

促しによるものであるにしても，自らのものでもある 。その限りにおいて，

原罪による腐敗は恩寵とともに括弧に入れられていると言うべきである。そ

こでの拒絶に関しても同様であり，罪深さによるものであるにしても，自ら

のものである限り，原罪による腐敗は括弧に入れられている。信の哲学はこ

の括弧入れに思考の基礎を置く。そして，その括弧のなかで，神の前の二つ

の現実を人間的な人間存在との関連において考察する。そしてこの括弧入れ

がいつか解除されるかは，共約的思考の展開に依存する。

ひとは自らの意識の外に出ることはできないであろう。しかし，そのこと

は必ずしも，意識の外の実在を否定することにはならない。自らの死後，世

界はやはりそのまま続くであろうという信念は道理あるものである。それと
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同様に，ひとは神の前の現実について判断中止をしつつ，自らの責任ある自

由のもとに生を遂行することができるであろう。しかし，そのことは必ずし

も人間の人間的存在の外に神の前の実在を否定することにはならない。一切

が神の憐れみか正義かのもとに義人か罪人として看做されていることを否定

することはできない。ひとは，パウロの理解においては，次の意味で神の憐

れみの外にでることはできないであろう。パウロは「どんな被造物も，われ

らの主キリスト・イエスにおける神の愛からわれらを引き離しうるものは何

もないとわれ確信するからである」（Rom.8.39）と述べている。ひとは憐れみ

の外に出ることができないのは，イエス・キリストにおいて啓示された神の

愛のうちにある限りである。ひとはイエス・キリストにある限り神の愛の対

象である。

自らの可能存在であることの自覚はイエス・キリストから離れたものであ

る限りにおいて，憐れみの外にある。自らが可能存在であるという自覚のも

とに，神の憐れみの外にあると理解することは道理あることである。かくし

て，イエス・キリストを否定し，彼において義と看做されないことを求める

限りにおいて，ひとは神の憐れみの外にあることができると言うべきである，

ただし，パウロにおいては，忍耐と寛容のうちに，悔い改めが待たれている

ことも付け加えるべきであろうが。その意味で，パウロの理解においても，

たとえそれが肉の弱さからくる譲歩であるにしても，ひとは自由であり，贖

いを必要とするか否かに関して，また原罪を認めるか否かに関して，信じる

者にも信じない者にも等しく可能性が開かれていると言うことができる。こ

のようにパスカルにひとまず応答できるであろう。

信の哲学はパスカルの個人的告白を尊重しつつも，この次元で議論を展開

することはない。「キリスト教」は彼の心の「覆いを取る（decouvre）」こと

を促したでもあろうが，信の哲学は「キリスト教」ではなく，パウロのテク

ストにこそ共約性を求める。パウロは原罪についてどのような哲学的分析を

許す論述をしていたかこそが喫緊の問いである。彼は「ローマ書」５章で所

謂原罪理解を次のように展開している。
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しかし，ただそれだけではない，われらはその方を通じて今や和解を

得たそのわれらの主イエス・キリストを通じて神において誇ってもいる。

それ故，ひとりのひとを通じて罪が世に入りそして罪を通じて死が

入ったように，そのように，すべての者が罪を犯したが故に，死はすべ

ての者に入ったのである。 というのも，律法［が与えられる］までにも

罪は世にあったのであり，律法が存在しないため罪は告訴されていない

が， しかし，死は，アダムからモーセに至るまで，アダムの背きと同じ

仕方で罪を犯さなかった者たちをも支配したからである。彼は来るべき

方の型である。

しかし，罪過があるのと同様の仕方で，賜物もあるのではない。とい

うのも，もしひとりの罪過により多くの者たちが死んだのなら，神の恩

恵そして恩恵における贈り物は，ひとりのひとイエス・キリストの贈り

物によってさらに一層多くの者たちに満ち溢れたからである。 そして

贈り物は罪を犯したひとりを媒介にしたもののごとくではない。なぜな

ら，一方ひとりに基づく審判は罪の定めにいたるが，他方多くの罪過に

基づく賜物は義に至るからである。 なぜなら，ひとりの罪過により，死

がひとりを通じて支配したなら，さらに一層恩恵と義の贈り物の満ち溢

れを受け取る者たちは，ひとりのイエス・キリストを通じて，生命のな

かで支配するであろうからである。 それ故に，かくして，ひとりの罪過

を通じて罪の定めに至ることすべての人間におよぶように，そのように

ひとりの義を通じて生命の義に至ることもまたすべての人間におよ

ぶ。 というのも，ひとりの人間の不従順を通じて多くの者が罪びとに定

められたように，そのようにまた，ひとりの従順を通じて多くの者が義

と定められるであろうからである。 しかし，律法が到来したのは罪過が

増すためである。

ここでは，テクストが文字通りに告げていることがらだけを確認する。ま

ず，罪が世に入ったのはひとりのひとを「通じて」とあり，罪はアダムを媒

介にして世に入った。主語「罪」はアダムとそのまま同化されるべきではな
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い。罪が「世に入った」とあり，それまで神の前においてアダムはその罪が

認められなかったことを含意する。罪が入ったことが，死が入ったことの原

因であるとされている。罪が入らなければ，死も人類に入らなかったとされ

る。ただ，「ひとりのひとを通じて罪が世に入りそして罪を通じて死が入った

ように，そのように，すべての者が罪を犯したが故に，死はすべての者に入っ

たのである」（5.12）と述べられており，この文章における同等比較「～よう

に，そのように～」は注意を要する 。これは死の原因が各人の罪の故にで

あることを明確に述べており，必ずしも，アダムの罪の遺伝による伝播を含

意してはいない。当時モーセ律法が与えられていなかったために，神による

人間認識は明白には啓示されておらず，罪が「告訴される」つまり，神の前

の現実が人間に知らしめられるということはなかったが，人間にとって明ら

かな生物的な死を通じて，ひとはすべて自らの罪を知らされ，また罪の値を

支払っていたと主張されている。生物的な死は誰もが認めることのできる共

約的なことがらであり，パウロはその事実に注意を喚起している。

しかし，「すべての者が罪を犯した」（5.12,cf.Rom.3.23）は第一章1.6「信

の哲学を可能にするもの」において見たように，先ず神の前の現実であった

ことを確認すべきである。このすべてのひとの罪人であることの事実は「ロー

マ書」３章の当該箇所では，A福音の啓示の含意として語られていた。そう

であるとすれば，ここでも「死」は第一義的には，生物的な死ではなく，神

の前における死を意味していることを確認すべきである。「多くの者たちが死

んだ」（5.15）とあるが，そこではアブラハム等のその信仰が義と看做された

者たちはその死から除かれていることを含意しており，ここでもまず神の前

での死が問題であることが確認される。この一連の箇所においては，「多くの

者たち」と表現される神の前の死と「すべての者たち」と表現される生物的

な人間の前の死双方が述べられている。

人間的な人間存在も問題になっていることは，「アダムの背きと同じ仕方で

罪を犯さなかった者たち」（5.14）に見られ，罪人のあいだに罪の軽重の差異

をパウロは確認している。神の前においては，信じる者のあいだに何ら差異

がないところの「イエス・キリストの信」が問題であったが，人間的には信
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仰に差異があり，罪にも差異があることをパウロは認めている。この箇所は

神の前の現実と人間の前の現実が相互に表現されている。したがって，人間

的な現実を語る生物的な死が述べられている場合においても，「死」において

なによりも神の前の死とともに理解されるべきである。

この箇所のもう一つの大きな主張はナザレのイエスとアダムの比較であ

る。「ひとりに基づく審判」と「多くの罪過に基づく賜物」の非対称性は罪に

対する義の勝利を表している。パウロは「贈り物は罪を犯したひとりを媒介

にしたもののごとくではない」（5.16）と主張する。イエスは罪に勝利したた

め，復活の主としてのキリストが内在する限り，ひとを罪が支配することは

ないとされる（Rom.ch.7, ch.8）。アダムの罪とその後のすべての罪も神の

前においてはイエス・キリストの信における神の義の啓示と神に「イエスの

信仰に基づく者」（3.26）と看做される者の義の啓示と比較するとき，ナザレ

のイエスが信仰の義の実現者として，罪の媒介者であるアダムよりも，圧倒

的な力をもって「生命」（5.17）をもたらすものとして神が看做していること

を表している。アダムがイエスと比較されているのは，いかにイエスの出来

事がアダムの出来事に勝るかを明らかにするためであり，二人は罪と義の代

表として用いられている。しかし，同時に「

型」と

し

が義と定められるであ

ろう」（5.19）と述べられており，パウロは人間的には誰が神の前で義と看做

されているから啓示されてはいないことを確認している。

この所謂原罪の箇所において，パウロはアダムが「来るべき方の型」（5.14）

として，贖われるべき罪人の代表たりうることを論証している。つまり，律

法が与えられる前の人間もすべて神の前に罪人であり，キリストの贖いを必

要とする者であるということを明らかにしている。その意味で，アダムは古

い人間の一性の代表であり，来るべきキリストの贖いの対象となる「

対象にし

て論じられている。従って，代表性が確認できる限り，原罪による罪の因

果的伝播をパウロは論じていると幼児洗礼にまで至る神学的な解釈さらには

C「人間的な人間存在」の次元に立ち入る必要はない。福音とそれによる賜

物がアダムに代表されるすべてのひとを

一のひと

たものであり，「第二のひ

と」キリストは復活の故に「第 だけは確」アダムを凌駕したこと か

多 の者く
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なこととして確認できる（cf.Cor.I.15.48）。この章においては，律法以前の

ひとにも，イエス・キリストの贖いは妥当することを「来るべき方の型」の

論証を通じてパウロは明らかにすべく，アダムを論じたのである。

これらの議論から，原罪は二つの視点から論じられてきたことも明らかで

ある。ひとつは罪の視点から，「罪の律法」（Rom.23）の支配のもとにあり人

間は事実上すべて罪人であるという神の前の現実理解である。もうひとつは

人間の視点から，その罪性が生物的に遺伝しているという人間理解である。

これまでの議論から明らかなことは，ひとが罪人であることは神の前の現実

であった。それ故に，罪がアダムの自由裁量による過失において世に入った

限りにおいて，ひとは現象的には生物的な死に見られる神の前の死の可能性

が開かれており，生物的な死の現象を介して神への立ち返り，悔い改めが促

されている。生物的な死が共約的に明白である以上，その死の遺伝がアダム

に由来するということはありうることである。だが，罪の遺伝はあくまで神

の前の現実であるが故に，イエス・キリストの福音の啓示から理解すべきこ

ととして残り，そこでは人間の側の遺伝的状態は問題にならないほど，神の

前の死からの救いが圧倒的であるとされる。そこでは，生物的には遺伝して

いようが，いまいが，事実上罪の攻撃のもとに罪を犯す者であり，贖いを必

要としている者でることが明らかである限りにおいて，原罪の問題は神の前

においては解決している。

信の哲学はこのようにできる限り神学的解釈が分かれる手前で，思考の可

能性とその制約を提示する。それ以外に暗黙の神学的前提を密輸入するのを

防ぐ方法はないであろう。なお，堕罪後ひとはこの一回限りの歴史を刻んで

いる。その歴史をなかったことにすることはできない。それ故に回復したと

しても，これまでの一切の過去を過ごしたものとして新たな生を生きる。ひ

とは楽園を回復し，原初的義に戻るということはありえないということは確

認できる。そうであるとするなら，魂の癒しとの関連においては堕罪は大き

な位置を得ることはなく，真の人間が啓示されている限り，楽園の回復が問

題なのではなく，新しい生が問題であると言うべきである。古い人間の代表

「始めのひとアダム」に対し新しい人間の代表「終わりのアダム」（cf.Cor.I.
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15.45）としてキリストが位置づけられており，ひとは彼を媒介にするとき，

第一のアダムの原初的義に戻るわけではないことは明らかである。信の哲学

は人間的な自己理解と啓示されている真の人間理解との関わりの解明に向か

う。

2.9 地の国と神の国の連続性

神の前の人間存在と人間的な人間存在が二世界説にならない可能性がある

とするなら，それは双方の存在を一なるものとして生きたサンプルを探すこ

とである。それがナザレのイエスであり，彼は肉の弱さを受けていたが信仰

により克服し神の前に義であったと報告されている。信の哲学はこの報告を

真剣に受け止める。ここに新たな哲学の可能性が隠されていようからである。

もし何かが人間存在の真実を告げているとするなら，それは最終的にはあら

ゆるひとびとにとって原理的に共約可能なものであろうからである。神の前

の人間存在と人間的な人間存在が同一であるサンプルがあるとすれば，それ

はいかなる条件を満たしていたのかを考察することは，人間を全体性におい

て理解する可能性を開くであろう。

これまで神学は信仰と理性，神の国と地の国，義と罪，肉と霊，信仰と業

等々二元的な思考を駆使してきた。目に見えるものにより見えないものを繫

げる象徴の言語がこれらの媒介として提示されてきた 。それは道理あるこ

とではあろうが，信の哲学はそれらに線を引かない，或いは共約性のもとに

連続的に捕らえることを追求する。それはイエス・キリストにおいてそれら

のあいだに和解が，さらには何らかの克服が成立したという報告を真剣に受

け止めるからである。ナザレのイエスは地上の譬えにより神の国を宣教した

が，この言語は象徴というよりも，類似ないし類比である。

彼が「神の国は何に似ているか。またそれを何に譬えようか。それは一粒

の芥子種のようだ，或るひとがそれを取って庭にまくと，育って木となり，

空の鳥もその枝に宿るようになる。……それはパン種のようだ……」（Luke.

13.18-22）と語るとき，二世界の断絶を前提にしたものではなく，生物の成長

の類比において捉えている。地の国そのものに神の国が成長していく。彼自
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身が自らの宣教を通じて種を撒いた，また自らの信実な生を通じてこの地上

に愛と義において神の国を持ち運んでいたと報告されている。彼は「神の国

は汝らのただなかにある」（Luke.17.21）と宣言する。

神の国がそれ自身としていかなるものであるかは明確に啓示されていな

い。その科学者たちがその霊的組成についてどのような理論を有しているか

等その豊かな世界は啓示されてはいない。この地との関連においては愛と義

がその主要な構成であることは確かなこととして報告されている。神とひと

とのあいだに信実と信実の関係においてあるとき，支配からも被支配からも

唯一自由な場所において出来事になる我と汝の等しさが生起している。神の

国が愛以外ではないとすれば，愛のあるところ現実態において神の国がある

と言える。ここでは部分と全体の関係が不完全なものと完全なものという仕

方で理解する必要のない文脈のあることを告げている。愛が啓示されており，

その愛に対応すると神に看做される応答のあるところその局所において神の

国がある。ただし，芥子種が成長するように，その愛がこの地の国全体に広

がることが待たれるという意味においては可能態においてある。神の愛への

応答はそれを受け入れないひとびとにこそ向けられることにより，十全な仕

方で神の愛に対応する愛となるであろうからである。

愛が不完全であるとすれば，肉の弱さを担っているために，身体の限界に

はばまれており，愛が時空の制約のなかにおいてのみ遂行されることに不可

避的に伴う限界があるということである。たとえば，愛が向けられておりな

がら等しさが出来事になっていないひとびととのあいだでの愛の遂行は，右

の頰を打たれたなら左の頰を向けるという仕方で，その等しさは希望におい

てだけ実現されている。しかし，頰をむけるその局所において，等しさのバ

ランスの崩れによる真空は信仰と希望において満たされ，我と汝の等しさと

しての神の国が現実にあると語られている。

芥子種の譬えを真剣に受け取るならば，神の国はこの愛を通じて大きく成

長していくそのようなもの以外ではないのである。この人間的な人間存在と

の関連においては愛と義はわれらのこととして十全に理解できる。その意味

で双方の国が共約的である可能性が開かれている。そこでは神の前において
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生きており既に神の国が現実態において出来事になっている。その意味でこ

の地の国は神の国となる能力を所有しているとすれば，それは各自が神の愛

に応答する可能性を所有しているということ以外ではない。愛がそこにおい

て神の国が実現される場であることは確かである。たとえその場がどのよう

な変容を蒙ろうとも，今ここにおいて生起する可能性を常に持っている。信

の哲学はこの次元においてだけ，明晰なものとして神を語りうるとする。

ナザレのイエスは神の前の現実として神の子であり，神の愛の故に自らの

栄光を捨て人間的な人間存在として「ひとの子」として生きた。このように，

愛故に神の子でもありひとの子でもあるというイエス・キリストにおける出

来事がプラトン的イデア界と現象界に逃げ込むことのない，また超越論的観

念論と経験的実在論に逃げ込むことのない共約性をできうる限りに広げうる

一元的な存在論の構築を可能にさせるでもあろう。そして，それを可能にす

るものはパウロがピスティスの二相を判別していたことにある。

2.10 矛盾律

さて，ここではまず確認すべきこととして，神の子でありかつ同時にひと

の子であることは矛盾ではないとするためにはどのような理解を要求するの

であろうか。

矛盾律とはアリストテレスによれば「同一のものが同時にそして同じもの

に即して，同一のものに属しそして属さないということは不可能である」

（Met.105b19f）。これはあらゆる存在者および思考と言語の基礎にある公理

であり，この原理を否定する者に対し論証は論駁的にしかなされえない。例

えば，矛盾律を否定する者があったとして，彼が沈黙しているなら，反論の

要はない，「植物のようなものだから」である。一旦，「矛盾律は偽である」

と口を開くなら，彼に「あなたは矛盾律に基づいてその発言をしている」と

言えばよい。彼はその発言により「矛盾律は真である」ということを矛盾律

により否定している。何かが真でありそして偽であることは同時にできない

が，矛盾律に基づいて矛盾律を否定しているため，真でありかつ偽であると

主張していることになるからである。また，或る色は同時に赤でありまた青
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であることはできない。「同じものに即して」つまり色という類に即して，こ

れらはその成員である種であるために，両立不可能だからである。

しかし，或る存在者が神でありかつ同時にひとであるということは可能で

あるとすれば，神という存在者は類においてつまり同一性指定の領域におい

て，ひとと異なっており，「同じものに即して」という観点を共有しないから

である。全能である神がひととなることは，ちょうど或るひとがスポーツ選

手でありうるのと同時にまた将棋の棋手でありうるのと類比的である。神は

ひとにも猿にもなることができたが，永遠の選びにおいてひととなった。類

的同一性を共有しないとして，ナザレのイエスは神の前で神の子であり人間

的な人間存在としてひとの子であったと理解すべきであろう。そして彼にお

いてだけ，これら二つの視点に分裂がないために，彼は自らの責任ある自由

のなかでひととしての義しい生を生き抜いた神の子であった。従って，神の

子がひとの子であるという同一性言明が成立するか否かは神の前で義であっ

たか否かにかかっているそのような歴史的，実践的，倫理的な命題であるこ

とになる。彼が人間の救いであるためには，彼は人間の肉の弱さを明確に担っ

ていなければならなかった。同時に，彼が救いであるためには，罪なき者で

なければならなかった。これが実現された限りにおいて，この同一性言明は

真となる。このことはあらゆる可能世界で真なのではない，少なくともそれ

は啓示されてはいない。この人類の歴史において真であった。従って，この

命題はわれらにとっては先験的かつ必然的な命題ではなく，歴史的な命題，

偶然的かつ総合的な命題であると言わねばならない。さしあたり，われらに

共約的なものとしてはナザレのイエスがひとであったということに関しては

同意が成立するであろう。彼が神の子であったかどうかはわれらがここで企

てる理論的に吟味し論証することだけによって明らかになることがらではな

く，最終的には実践的に経験することがらであること，このような歴史的，

倫理的次元において吟味されるべきことがらであることを押さえておこう。

またこの命題は論理的には矛盾律に反していないことも確認されたとしよ

う。
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註

(１)E.Gilson,Introduction a L’Étude de Saint Augustin,pp.204-208,(Paris 1949).

茂泉昭男はこの問題を次のように述べる。「ペラギウスでは liberum arbitrium＝

voluntas＝potestasという図式が成立する。従って，意志を問題にする場合 liberum
 

arbitriumだけを問題にすれば十分であった。アウグスティヌスは liberum ar-

bitriumと voluntasとは別のものと考えている。前者は中性的なもの（media vis）

で，心理学的な意味で，機能的な動きに制限している。後者は意欲の自由の原因性で，

善をなす能力（potestas）であって，倫理的意味とかかわる。Libertasは liberum
 

arbitriumの機能を持つvoluntasの libertasであって恩寵（gratia）によってのみ可

能でありarbitrium voluntatisという自由とは異なる。アウグスティヌスの所説のな

かで用語法をしらべると夫々に夫々の意味を託しており，ペラギウスのように単純で

はない。意志の疎通（dialogos）という点では失敗している。それは論争がはじめか

らdiscussionではなくdisputationであったためであろうか」。茂泉昭男「アウグス

ティヌス倫理思想の研究」p.76（日本基督教団出版局1971）。

後述するアウグスティヌスによるペラギウスへの誤解をこのように語ることは可

能であろう。しかし，「意志（voluntas）」も何らかの自然的基礎づけを持っており，

その自然性との関連が問題になる限り，ペラギウスが問題にしていた問いを避けるこ

とはできないのである。信の哲学はdisputationの背後にある相補性を問題にしてい

る。これとの関連で茂泉昭男は『霊と文字』の検討を通じて，「恩寵と自由意志との

関係の問題」を「パウロの知らなかった問題」であるとするが，信の哲学はAとCの

次元の関連としてパウロは考え抜いていたと主張する（p.306）。

なお，アウグスティヌスは「神の予知」と「自由意志」との両立性について次のよ

うに述べている。「キケロは偉大にして博学なひとに似て，巧みに人間の生き方にて

らして，二つのうち意志の自由の方を選んだ。……しかし人間を自由にすることを渇

望しながら，人間を不信仰なものとした。……しかし，宗教心は両者を共に選び，両

者を共に告白する。敬虔な信仰は両者を主張するのである」。De civitate Dei,V.ix.

2.しかし，ひとの自由裁量が何らかの神的援助を受けていないということをひとはど

のように確認することができるのであろうか。また，彼が「人間がその現にあること

を負うている同じ神から，善くあることも由来する。もし真理の道が隠されているな

ら，自由裁量は罪を犯すことだけにしか役立たないからである」（『霊と文字』ch.3.5）

と語るとき，どのように神的援助を受けていることを確認できるのであろうか。ペラ

ギウスはそれが不可能だからこそ，自然本性の次元においてその可能性と不可能性だ

けを問題にしている。

(２)例えば，W.Ertl,Kants Auflosung der “dritten Antinomie”Zur Bedeutung des
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Schopfungskonzepts fur die Freiheitslehre,S.225(Munchen 1998)参照。

(３)「ロギコス」および「ピュシコス」という方法についての詳しい分析は拙著『アリス

トテレスと形而上学の可能性』（勁草書房2002）第一章参照。

(４)このA＋CかそれともA in Cかという理解の相違には大きなものがある。前者はA

BC以外にパウロや神学者たちが眼差しを注ぐ実在があるという主張であり，後者は

あくまで人間的な現実として主張されている。信の哲学はAをそれ自体として知るこ

とは断念している。あくまで人間の言語において理解される限りのAという次元であ

る。この大きな問題については，ここでは立ち入れない。尚，宗教改革者たちの理解

については，拙稿「トマスとルターにおける信仰と愛― 徳と恩寵の両立可能性― 」

『北海道大学文学研究科紀要』117，2005参照。

(５)この中立的な自由裁量論に見られるように，ペラギウスの方法的自覚および自己限定

を理解せずに，彼の人間理解が一面的であることを非難する傾向が見られるが，それ

は不公正である。B.B.Warfieldは次のようにペラギウス派を批判する。「彼らは，聖

性の行為の連鎖とは別に聖性の概念を持たない，或いは罪深い行為の同様の連鎖とは

別に罪の概念を持たない本質的に異端的な見解を超え出ているようには見えない。か

くして，意志はその行為から隔離された，そして行為は互いに隔離された，そして人

生のすべての有機的な連関ないし連続性は単に見過ごされただけではなく，否定され

た。意志のそれぞれの行為のあとに，ひとはまさに彼が以前にそうした場所に立つの

であった。実に，この構想はほとんど「人間」の実存を認めない，単に意志的な機械

だけが残される。……意志の自由だけがすべてであった。かくして，彼らが人間全体

（the man altogether）を忘れてそして，‘possibilitas’または‘posse’の名前のもとに，

自由意志の能力に，それがその能力である人間に，そして彼がそれを用いることに固

有に責任を持つ人間にむしろ属していた能力を帰属させた。ここに彼らの自由意志の

教説の本質的な誤謬が存する。彼らは自由をその形式（form）においてのみ見て，そ

の実質（matter）において見ることはなかった。人間を善と悪の絶えざるかつ絶望的

な均衡（equilibrium）のうちに保つことにより，彼らは人格のいかなる成長をも許容

せずまた善の連続的な選択において人間に獲得される彼自身への強さを許容しな

かった」。A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian
 

Church, Part I:The Origin and Nature of Pelagianism pp.13-17 (New York
 

1905)。この批判はペラギウスの意図を誤解した，ないものねだりである。均衡の破れ

がおこり，より良い人間への成長を認めたとしても，常に中立的なあれかこれかの自

由は確保され続けるであろう。彼はピュシコス，メタピュシコスな次元の必要条件を

構成する形式的なロギコスな次元において議論を構成しており，その中核を形成する

論理学は実質（matter）を持たない以上，それを要求することはできないのである。

(６)アウグスティヌスは『霊と文字』において「ローマ書」1.17および3.21以下の神の

義の議論を神の前の議論としてではなく，人間の心的状態と理解するとき，誤解して
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いる。彼は「「神の義は福音のなかに啓示され，信仰から信仰へ至らせる。それは義

人は信仰によって生きていると書いてあるとおりである」（Rom.1.16f）。これこそ旧

約聖書において隠されていたが，新約において啓示される神の義である。それが神の

義と呼ばれる理由は，神が義を分け与えて義人となすからである。それはちょうど，

「救いは主のものである」（Ps.3.9）とあるように，この救いによって神は救うのであ

る。そしてこれがそこから始まってそこへと向けて啓示される信仰である。つまり宣

べ伝える者の信仰から始まって，それに聞き従う者の信仰にいたるのである。このよ

うなイエス・キリストの信仰によって，つまりキリストがわれらに与えた信仰によっ

て（quae fide Jesu Christi,id est,quam nobis contulit Christus），われらが義なる

生活を営んでいることは，神からわれらに来ており，ますます完成するであろうこと

をわれらは信じる」（ch.12）と述べる（cf.ch.9,ch.13）。彼は「イエス・キリスト」

という固有名の振る舞いが「キリスト」と異なることを理解していない。神の義が「イ

エス・キリストの信を通じて」信じる者すべてに啓示された，と言われ場合のように

（Rom.3.21），「イエス・キリスト」は常に「～において」や「～を通じて」という場

所や媒介の前置詞を伴い，「キリスト」とは異なり決して行為主体として表現される

ことはない。「神はイエス・キリストを通じてすべてのひとと和解した」とは言えて

も，「イエス・キリストはすべてのひとと和解した」とは言えない。従って，イエス・

キリストが持った信仰とかイエス・キリストが与えた信仰という仕方でこの箇所を理

解することはできない。

従来の「イエス・キリストへの信仰」という理解もひとの心的状態が啓示の媒介に

はなりえないので，誤解である。この句によりイエス・キリストにおいて出来事になっ

た神の信実とそれに対応するナザレのイエスが持ったひとの信仰を理解しなければ

ならない。アウグスティヌスはここでキリスト起源のわれらが持つ「信仰」という心

的状態を意味しているが，ここではひとの心的状態は問題になっておらず，神の前で，

つまり，神により「イエスの信仰に基づく者」と看做されている者が義人であるとさ

れている。ここに心的状態と神の啓示の現実の癒着を見ることができる。この癒着が，

信じる者でなければ福音は理解されないという主張につながる。信の哲学は「信じる

ものすべて」に神の義が啓示されているのは，ひとの心的状態がどれほどであれば知

ることができるのかという認識論的な次元のことが問題なのではなく，その義を疑っ

ている者には神が義であることを知ることができないという対義語の意味の制約か

らくるロギコスな次元においてパウロの主張を理解することに努める。ただし，この

神の前の現実が自らのためのものであることを信じることは常に実質的である。

(７)A.Schlatter,Paulus Der Bote Jesu Eine Deutung Seiner Briefe An die Korinther,

p.435f(Stuttgart 1956).

(８)アウグスティヌスは『自由裁量（De Libero Arbitrio）』（AD395）３巻34節におい

て「罪の後（post peccatum），より下位のそして可死的な身体のあいだで順に配置さ
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れている魂は，その身体を，完全に裁量によってではなく，宇宙の法則が許容する仕

方で，支配している（In corporibus autem inferioribus atque mortalibus post
 

peccatum ordinate regit corpus sum,non omnimodo pro arbitrio sed sicut leges
 

uniuersitatis sinunt）」と述べるが，当時からこの発言は論争の的となった。R.J.O’

Connellはその問題の所在を次のように述べている。「論敵が引用するこの文は明ら

かに魂の側に或る「罪」を含意しているが，それは自由な行為のその力に対するこの

限定を説明するものである。そのような「罪」は，しかしながら，四つの仮説の二つ

においてのみ，つまり魂伝移説（traducianism）と「より下位のそして可死的な身体」

の宇宙への魂の半― オリゲネス的な「堕落」においてのみ叙述される」。四つの仮

説とは次のものである。「アダムから出ている人間のすべての魂は⒜最初のひと，ア

ダムの魂から繁殖されている（ex illa una propagentur）魂伝移説（traducianism），

または⒝個人において個別的に存在者となる（またはさせられる）（singillatim in
 

singulis fiant）創造説，または⒞外部において創造され，「送られて」いる（extra
 

creatae mittantur），または⒟（外部で創造され）自発的に身体に飛び込む（または

「沈む」）（in corpora sponte mergantur）堕落魂説」。R.J.O’Connell,The Origin
 

of the Soul in St.Augustine’s Later Wroks,P.120(New York 1987).アウグスティ

ヌスは魂伝移説において，魂の側にアダムの罪の遺伝的な伝播を念頭においていたこ

とをこれにより確認できる。

(９)ヒエロニムスはペラギウス派を「ピュタゴラスとゼノンの異端」と評したことが報告

されている（Jeremiah,Preface to Book.i.v quoted by B.B.Warfield,op.cit.,）。

しかし，J.Wesleyは次のように述べていたと報告されている。「J.ウエスレイはペラ

ギウスが彼の時代の「最も聖なる人々」のひとりであったのではないかと思った。即

ち，「異端の頭目（the arch-heretic）」という彼の評判をウエスレイは怒っているア

ウグスティヌスの中傷と人身攻撃に帰属させた」（Sermons,2:555-56）。S.Wester-

holm,Perspectives Old and New On Paul,The‘Lutherean’Paul and His Critics,

p.64(Grand Rapids,Michigan,2004).
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