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書 評

Charles B. Schmitt: Cz・cero Scφticus， A Study oj the 

In戸luence oj the A cαdemicα in the Renα:issance 

Archives Internationales d'Histoire des Icl己目52， 1972. 

pp. X -[- 214， Martinus Nijho汀

野 町 平年

キケロ(以下C .と略記)は， 本書の書名の一部をなす scepticus にとどまらず，

弁論家.w学者・政治家等 々多様 性1<:::富ん だ人物であり， それぞれの側面において ，

例えば Reallexz"konj. A ntz"ke u目Chris tentumのC. Beckerの執筆 にかかわるくCice.

ro>の項目が示すように， ク リスト教教父と 関 連を有し， またとれとあわせて， い

わゆる artes li beralesの系譜に彼が占 める比重からして ，中世・ノレネッサン スを終て

近世初頭lと至る問， 彼が 大 きな影響 を 及ぼしてきたであろうととは界易に惣像され

うるし， またそれはすでに T. ZielinskiのCz"ce ro z"m Wandel d. l:e it (1897)の示す

ととろでもある 。 しかしZielinskiの 場合， 古代から フラン ス革命ま でのC の影響

が， 広いノマー スベクティーブの下にたしか網羅的に フォローされてはいるが， かえ

ってそのた めに 文献上の実証的裏づけは十分とはいえず， また個々の事 例 に つい

ても かなり強引な解釈が目立 つ ( 例えば アウグスティヌス 以下 A.と略記 の

「告白』第E巻第4章に関する叙述cf. SS. 116 sqq目)0 Zielinskiの同書の刊行から

ほど遠くない1909年出版された Dz"e antz"ke Kuns tp ros a  v om V 1. Jah rh仰de rt v.Ch r. 

b is 問 d. Zez"t d. Renaús ance (S. 708 ，  Anm. 1 )の中 で E.N ordenが . Geschichte 

Ciceros in Mit telal terといった研究がその必要性にも かかわらずこれま でなされて

いないことを指摘しているが， この状況は . M. Testardが Saz"nt Augustz"n et Cz"cé . 

ron (19 58， 1. p. 219)において同主旨の提言をしていることが示すように ， 現 在 にお

いても さほどかわ ってはいないように思われる 。 今後 H.Hagend ahlのAugus tine
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and the Latin Classz'cs (196 7)のよ うな 研究が， とりわけC. を中心!C. 例えば

くCicero and Boethius)といった 問題意識の下l乙 個 々の教父なり思想家に ついて

なされるべ きであって ( Boethius についてとのような研究の必要性は Testardの前

掲書1， p. 223， n. 2 においても力説されている). その意味において Schmitt の本

書は ， とのような未開拓の分野を拓くた めの基礎的作 業の試みとして注目すべき意

義をもつものといえるη

著者 Schmitt Iとは， すでに， ‘Henry of Ghent， Duns Scotus and Gianfrancesco 

Pico on I llumination' (Medz'eval Studz"es， 2 5: 196 3，231 -58); Gianfrancesco Pz'co della 

Mirandola (1 46 9-1 533 ) and His Crz'tique of Ari・.stotle (196 7);‘Giulio Castellani 

(1 528-1 586 ): A Sixtccnth Century Opponent of Scepticism' (Journal of Histoワ

of Jdeas， 5: 196 7， 1 5-79)等の研究があり ，また本書 に つづく著作としてくS cepticus)

という語の各国語における意味の変遷(ちなみ に本書 によると ， すでに AulusGel

lius の Noctes Atticae XI， 4， 6 Iζ写本によってはとの語の使用がみと められると

はいえ， との語が ラテン語として定着し一般化するのは . 1430 年Ambrogio Travesれ

による日ta Jうノrrhoni を含む Diogenes Laertius の ラテン訳《れtae et sententiae 

philosoþhorum ))がロー?において刊行されて以 来 だとし、う。 同じく本書によると，

Diogenes Laertiusの同書 に ついては . G. Steiner が その Catalogus Tra市latz'onu胡

et Commentarz'orumの刊 行を準備中との ことである).なら びにSextusE mpiricusの

砂rrhonz'arum砂'jJoぴ'jJoseon librz' III (なお 同書の 最初のラテン訳は1 56 2 年かの

H enricus Stephanus によりなされる)の伝承史の公刊が 本書において予告されて

いることからうかがえるように， 古代・中世を経て ルネッサン スからとりわけ16 世

紀なら びに 1 7世 紀初頭 に至る scepticism の展開IC著者の主たる 関心があるように

考えられる 。 そしてとのととは ， 本書の副題や， 以下のような本書の構成自体にも

反映されているといえよう。すなわち chap. I-Introduction; chap. II-The Acade-

mz'ca and Its Influence anù Distribution in Antiquity and the Middle Age; chap 

III-The Academica in the Renaissance; chap. IV-The Acαdemica at Paris in the 

Middle of the Sixteenth Century: Talon， Galland， and the others; chap. V-Guilio 

Castellani and the Academica; chap. VI-Johannes Rosa and His Commentary on 

the Academica (ちなみにRosaの同書はドイ ツ語閤 における 最初の『ア カデミ カ』
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一以下Ac.と略記ーの註解だというん何linquas Academicorum伊aestionum M. 

Tulli Ciceγonis et eJ山dem qUt'，叫制libros de fi切必usJohannis Rosae印棉鴨ent色村山、

15 71 Francofurti ad Moenum); chap. VII. Su mmary and Conclu sions; Appendix A: 

Francesco Patrizi's Letters on the Academica to Achille PetruccÎ; Appendix B: Da. 

niel Barbaro's Paraphrase on the Academica: 

著者は，C.のAc目の Fortunaを， (1 ) diffusion， ( 2) influence， ( 3 )  tran sformation 

の 三面からたどることを本 書 において意図しているが， 実際主(1)の 論点!L重点、が

おかれていると いってよく， C の同警のCatalog;ωtranslationum et commentario. 

叩 mをまと め， R. Sabba dini の Storia del Ciceroniasmo (1885)等の 業績を継承し

かっ補完する乙とに本 書の中心目的 が おかれているようにみられ， またその 際著者

の 究極の関心は16世紀中葉における Scepticismの 復興にあると いえよう。16世紀は ，

先にも みたように， Sextus E mpiricu s の最初の ラテン訳が 刊 行され， C. のAc.

についても さまざまな校本 や 註解が集中的といってよいほどに刊 行され(本 書の

Bibliography には10点があげられている)， 著者のいうようにA.のCo ntra Acade. 

m t' cos 以 来初 めてC の 問書が注目され， 積極的な意味で評価され影響力をもつよ

うになった世紀 である。 この 場合， とりわけAc. 復興にあたっての 有力な機運を，

著者は ， P. Ramus (1515�157 2)ならびにOmer Talon (c. 1510�15 6 2)を中心と する，

アリストテレスのスコラ的 Versionを主たる 内容と するCollとgeRoyaleの 在米の カ

リキュラム改革を目ざすクツレープの 動向 に求めている 。 これらの 人々は， 伝統的な

dogmatismの対極をなすものと して，C の同 書 に提示されているようなア カデミア

派の scepticism に着目し， それを有力な典拠にしつつその再解釈を通して libertas

philosophandi の 精神を提唱し樋養しようと する 。 そして乙の グループは， 著者 に

よれば， 旧来の Académie の 在り方に 対し C.のひそ みにならって N ouv eaux

Académicien と自称したと いうのである。 しかし， scepticismは ， その本 質上， 著

者 も 指摘しているように ideologically neutral doctrine ( p. 25 ) であり， さまざまな

観点から援用される可能性をも ち， したがって16世紀 においてAc が注目されるよ

うになる契機に関しでも，いわゆるRamistsの 動向 と はまた別の 要 因も考え られよ

う。 たとえば Ac.にみられる懐疑主義者と してのフ。ラトン像が(editio posteriorい

わゆるAcademicaの末尾)， 16世紀においてとりわけFideismの 観点から再評価さ
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れ てい く過程等も当然考慮に 入れ る必要があ ろ う ( cf.E. N .  Tige rsted t， The Declz" ne 

and F all 0/ th e Neoplato nz .c I nterpretatio n 0/ P lato ，  197 4 ，  e sp. pp. 31 sqq.及び 『西

洋古典 学研究 .1 XXVI号所 収筆者 によ る同 書の 書評参照)。 以 下本 誌 の 性 格上. c. 

の A c.の 古代から 中世に 至 るフォルツーナを 本 書の 内容に 即し つつ 紹介す ること

にしたい。 なお この 場合， 本 書 では sce ptl cl sm の系譜に つい てもC の A c.と 関 連

のあ る範囲内におい てのみ 論及がなされ ており ， 例えばTe rtull ianusの De ani間G

(17)にみられ る感覚 の 信感性 をめ ぐる議論に つい ても ， その 典拠が Soranusを 介し

てSe xtus Em piri cus fこ求められ ることを 理由に 一応言 及され てい るにす ぎず， ま

た14世紀におけ るJe an Burid an， Will iam of Autre court， Will iam of Ockh am等

におけ る nom inal istic な 傾向のうちにうかがわれ るsce ptical な 要 素(乙れに対し

' sce ptical ' を 適用す ることの是非に関し てはA. Maie r， Das P roblem d. Evide nz 

in d .  Ph il osoph ie d .  14. J ah r. Scho las tik ， 38， 196 3 の 批判があ る)や.Al -Gh azzal i 

(105 9�1l1l )， Jeh ud a  Hale vi ( c. 1085�1l41)にみられ る著者のいう He bre w and 

Arab ic a nti. intelle ctual and quasi- sce ptical trad ition に つい ても問題の 所在の指摘

と今後の検討の必要 性 の提起 の 範囲内にとどめられ てい る。

A c. は . C. の 他 の著作K比し て， 古代から 中世にかけ て決し てポピュラー なもの

ではなかった。 例えば 中世におい ても.12世 紀， 著者不明 の Moralium dogma phz"lo・

sφho rum の 底本と し てDe offids が想定され， その 面での 影響 を め ぐる研究は多々

なされ てき てい る( N. F. Nelson，‘Cice ro' s  De offi. cis in ch ristian th ough t'， Ess ays and 

Studies in Englùlt and Comparative Studies， 10， 1933， 5 9�160; P .  Delh aye，‘Une 

ad aptation d u  De offi. cis au X IIe siè cle . Le mo ralium dogma pMlosopho rum'， Recher

ches de théo logie ancienne et médiévale， 16， 1949， 227�58 ; 17 ， 1950， 5� 28等) 。 同じ

く12世 紀， J oh n of Sal isbury が ， その Policrati向s s ive de nug is curial，抑制et乞l es ti-

g#s philosopho rum lib ri V 111 の第 I巻プロローク， ならびに 古代の哲 学諸派をと

りあ げ てい る第VII巻におい て， と りわけその O仰d Academici modes ti・0町sjl制問M

αliis philoso，予his q uos te明eγ it即日 cecavit ut darentur 向sensu γ epro b um と いう �ベ

トルから示唆され るように， アカデミア派の non-d ogm atic position fC対し 好意的

な発言 を 行なっ てい るが， その 典拠は直接C.の A c.からではな く， むし ろ A に

求められ ると 著者は主張す る。 さらに同 様 の こと は ， 13世 紀. He nry of Ghe ntの
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Summa についてもいいうる と 著 者 は み て お り ， その第1 問((U trum contingat 

hominen aliquid sc ire )) において， たしか に A e.を直接参照しているように思わせ

る発言が多々みうけられるが， やは り典拠はA . だ と されている。 写本についても，

A e. p ri ora (いわゆるん，eull，州通 例 Ac.の liber sec undus とされているもの)， な

らびに A e. p o st e ri ora (いわゆる Ac であり ， 通 例のAe の liber primus と されて

いるもの)の両者のうち， 後者についてはほとんど知られておらず， 1 2位紀と推定

される写本が一つ現存するのみ であり ， 中世においてC. の同 舎が言及される場合 ，

ほとんど前者について集中している と いうのである(写本の問題 については c f. M 

もlIalτ虫色[us， R側d sc hr zjt en antiker A叫昨e n in mit telal te γlic hen BibNo thekskatal og，問、

193 5， SS. 19 -41 )。 しかし中世におけるこのような忘却 にもかかわらず ， A ιは 4

世紀， Lac tan tiu s， A .の両者lとよ り 注同 され ， それを 介して例えば John of  Sal i sbury 

の場合にみ られるような影響力をもつのであって， その意味でこの両者は注目lと値

する。 しかも著者 によれば， この両者 には， scepticis mを是認するかいなかをめ ぐ

る後 世にみ られる二つの態度が典型的に示されている というのである。

後陛<Cic ero c hristianus ) (この名称の由来を 著者は Gianfranc esco Pico，も しく

は E rasmus �ζ求める) と呼ばれる Lac tantiusのAc ひいては sc eptic is m �こ対する

観点、はt D z'vina e in stitut 'ion e s， と と に 古代の哲 学諸派 が と り あげられているその第

三巻 (D e j.αl sa sapi ent z"a)に端的に示されている。 そと において彼は， 真理の 究 械の

源泉 である神 に発する sapientia と 哲 学者のscien tia とを区別し， 後者 が ひっ き ょ

うinanis et falsa opinatioにすぎないと主張する。 換言すれば， 単に哲学をもって

しては C のAc にみ られるア カデミア派の人々の主張するように， 真浬 には到

達しえないと彼の場合考え られているわけであって， いわば品deisticな 観点を展開

するにあたって sc eptlc ls m が是認され援用されているこ と になる 。 著者は， Lac tan 

tiu s  K対する Ac .の直接の影響の例紅 と して opinatio(cf. Ac . I， 42) という語の使

用を重視する。 しかし 例えばA . W Josok は(Laktan z u. d. p hil osophi sc he Gn osi s， 

1960)， Lactanti山 にみられるような Offenbarungs theologie と S keps is との関 連づ

けの原塑を PhiJon (D e f uga et inv enti on e ，  1 26 -139)に求めており， 彼の場合も， そ

の典拠と しては Ac .よりも むし ろ『ティ7イオスJl (28c)における神の不可認識牲

の主張のH ermetismusによる 再解釈の系譜(W Josok はこれをく1. afrikanische Pla-
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tonismusと呼ぶ， cf .  SS. 2 04 sqq .)との関連を重視しており， 乙の問題は今後 検討

を 要する。

Lactantius においては scepticismは人聞の理性が独力をもってしては真 理に到

達しえないととを明確に 提示している点において是認され， ク リスト教への一種の

propaedeuticとして その存 在 意義が認 められているといえる が ， 乙れと 対照をなす

のがA であると 著者はみる。 Contra Academ icos IとみられるA.の観点からすれ

ば， SCcphclsmは否定し克服されなければならない moles と考えられているからで

ある。 著者のA に 対する言及は， す でに乙の問題をめぐる磨大な研究の集積があ

るためか， 比較的簡単な叙述のみにとどまり， 例えばA.の知識の典拠IC 関しでも，

Testard (Ac. pr iora， poster iora の双方cf . oþ. cit.， 1， pp. 1209 sq.， II， p.  132 ) と

Hagen dahl (Ac . þoster ioraのみ， cf. oþ. cz"t .， p. 498)との対立する二説を並記してい

るにすぎない。 また ContraAcadem icos 第E巻の (17，37 sqq .)哲学史的展望にみら

れる， アカデミア 派の s cepticismは単にうわべだけのととであって， そ れはく o mnia

esse corpora )とヰ:張してやまない ストア 派 に 対抗するた めの consiliumかっarma

であり， ζの派の人々はプ ラトンの二世界説を核とする my stena を秘匿していた

という興味ある 所説に 関する言及なり 検討 は 本書 ではなされていない。ContraAca

dem icos におけるA.の sceptícísm Iζ 対する態度は， 著者のみるように単なる その

否定と断定するにはいささか問題があり， そ こ では， アカデミア 派・キケロ・scep

ticism のそ れぞれの 観点が三者三様lこ からみあっており， しかも そのそ れぞれに

対するA.自身の態度も 必ずしも 一貫しているとは いいがたく， 今後A.自体の研

究において乙の問題は洗いなおしてみる 必 要があ ろ う。 またc.自身についても，

たしかに彼は Ac . þoster iora (Ac . 1， 43 )においては Varro ICアルケシラオスの説の

加担者と呼びかけさせているが， 彼とアカデミア 派 そのものとの関連も 決して明確

だとはいいが たい (P. Boy an céが Etude s sur l' humanisme c icéグ'on zen において， こ

の問題の研究の刊 行を予告しているが， 筆者は未見である )。

従来A.とc.との関係が問題とされる場合， ア リストテレスの De þh üosoþh ia 

との関連や，A.の思想発展に 対する関心から， 散侠したHortensiu s Iことかく研究

の焦点が むけられる 傾向がある。 しかし 著者のいうように， Ac . ひいては そ こに 提

示されているさまざまな scepticismの発想は， 主としてA.の Contra Academ icos 
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を 介して後世に伝承されていくのであり， 本 書の刊行を契機に， Ac. それ自体の内

容の分析はいうまでもなく ， それと ContraAcademicos の比較 や， またそれを通して

本 書 では十分にふれ られていない フォノレツーナの第三点 ， すなわち Ac.Iとみられる

scepticismの後代における transformationの問題が，A.に ついても，さらにはHenry

of Ghent等についてなされる 必 要がある。 本 書は， Geschichte Ciceros im Mittel・

alterという Lückeをう める格好の契機を提供するものといってよく ， さまざまな問

題は未解決のまま残されていると は いえ， 未開拓の分野に一石を投じた意義は多大

であると いわねばなるまい。

R. A. Markus: Saeculum， History and Socieか1n

the Tんeology 0/ St. Augustine 

Cambridge， 1970. Pp. X IIト252

坂 口 昂 吉

本 書の著者R.A. Markus はワヴァプーノレ大学の中世史の首席講師であり Stu.

dia þatri stica， Studie s問ChurchHi stmァなどに秀れた 論文を発表している。 本 書

は， アウグスティヌスが 歴史， 社会， 教会を 人聞の 究械的運命とのかかわり におい

て如何に考えていたかを， 史料の再検討 に基き綜合的に考察したものである。 方法

的特色の第一は， P. Brownのアウグスティヌス伝に みられる如きアフリ カの特殊

な教会事情を充分考慮に 入れている乙と である。 だがそれにもまして独 自な点は，

H. Cox や J.Moltmann らのいわゆる世俗化神学の立 場か ら史料の 再構成を行って

いること である。

かかる操作の結果， 著者はアウグスティヌスを saeculumの神学の先駆者として

把えている。 第ーにアウグスティヌスは歴史の世俗化を行った。 すなわち彼は聖書

E典 以 外のすべての歴史を 同 質的 であり， 人間の 究樋的運命に直接 関係ないと みた

のである。 第二に彼は， ロー7帝国をは じめ国家 や社会制度一般を世俗化した。 す




