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詳イ言

『告白』第七巻のいわゆる 神体験の 記述に典型的K示される「外から内へ」とい

主

ぽ議 」を経て，

う方 は， 第十巻の「記

第十一巻の「時間論 」仰いても見られる

のではなかろうか。アウグスティヌスは時間の本質を聞い求めつつ最後 的ζ
i 魂の作
用 に還り， ζの作用 自体がまた「分散」であるととを指摘する。 時 間 の い わ ゆ る
「主観化Jとは， アウグス ティヌスの場合， 単に時間が主観的なものか杏かという
問題ではなく， 内がどんなに外にまき乙まれたものであるかを「外から内へ還る」
と いう作業を通じてかえって明るみへ出す「魂の訓練 」 である。 そのとと によって
自己 の意志の方向を見定めようとする意志的行為であり， 自己 の存在根拠 へ還ろう

L

と するという意味 ではむしろ「脱 一主観(ex仙台 r ) J を目指した行為である。この
「主観化=脱 主観」 化の行為のプロセスと して時間論を考察する。そのために「時
の間 (ま) Jの意味の検討が主題と なろう。

I 時空的思考
アウグスティヌスは『舎白』第十一巻で， 永遠と時間のそれぞれの固有性及び両
(7)

者の関係を述べたのち，íはじめに神は天地を創り給うた」という創世記 巻頭の記事
に対する異論を反駁する。その異論とは，I天地を創造する以前， 神は何をしていた

む

ヵ

と いうマニ教徒のそれであった。アウク。ス ティヌスはれば結局乙の異論その

ものが間違った問であるというととになる。 神が天地即ち世界を創ったと いうこと
は，同時に時間をも創ったというとと であり，í世界は時聞において創られたのでは
(9)

なくて， 時間とともに創られた」 と いうとと である。そうすると ，

世界を創造する

以前 (antequa m ) というような時間のこと ばを以て異論を唱えるというとと自体が
そもそも出て来るものでなし、。 なぜなら，

そこにおいて世界が創られると 思 われて

時

の
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間

いる時間が， 神の創造の場合， 当然既に排除されて いるからである。
しかし問題はなぜマニ教的聞が 出て くるのかと いうとと である。「はじめにJ (in
prin cipio ) と聞くと我々はどうして も時間的「はじめ」を考えるという抜き難い習
慣をもって いる。丁度我々が「永遠J (aeternita s ) というととばを聞くとき，
に時間をいわ ば悪無限的に継ぎ重ね，

時間

そして 限りない時聞を漠然と永遠と想像する

場合のように。しかしどんなに重ねられでも時間は所 詮時聞に過ぎず永遠ではない。
同様に， 創造における「はじめ」は時間的はじめではない。両者は全く次元を異に
して 理解されなければならない。 更にマニ教的思考は，í天地を創り給うた」という
ことばの中1<:，: 天地の中1<:天
: 地が創られたと いう想像を行って いる。既に実在する
天地即ち世界の中に何かを創るというのは人間的行為であり神の行為ではない。人
間的行為が成立する前提条件として の「場」即ち 世界そのものを創ったという乙と
を創造論は言うのである。
回心翌年の『カトリック教会の習俗と7ニ教徒の習俗』によって ，
の永きに亘る対7ニ教論争を開始したアウグスティヌスは，

以 後 約十五年

r 告白』において も随

所 にマニ教反駁を行って いる。 r 告白』第七巻で彼が壮年時代 を回顧しつつ述べる
とζろによれば， 当時彼は， 神を空間的に外へ外へと ひ ろがり， しかもどこにも限
)
定 づけられて いない無限の存在者と 思考して いた。上の異論の出処は正に， かつて
アウグスティヌス自 身 がとらわれて いたこの思考法そのものにあった。より大きく
ひろがる空間を想像し， それ以上大きなひろがりの想像できないと こ ろで 無限空間
という概念をもち出す。 「より以前」 に延びひろがる時間を想像しそれ以上ひろがり
の想像できないものを永遠と 錯覚する。しかし空間にはどんなに拡大し て 考えて み
て もやはりその外が考えられるし， 時間もどんなに延長して みて もそれ以前が考え
られる。従って 神を時空的1<:考
: える限り決して真の無限・真の永遠には至りえない。

11 時と 時 間
1

可変性と時間
時聞において永遠・「はじめ」を想像するという 習慣は aeternit as' principium の

真の理 解へは導かないとして も，
(14)

単にそれを誤謬だと言うだけでは問題は片づかな

い。時間はそれと気づかれないほどに我々に身 近かであることを示して いる。では
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一体時間 (tem pus )とは何なのか。 ものの本質とはそれなくしては或 るものがあり
えないようなそれのことであるとすれば，

時間の本質は可変性・移行性ということ

であろう。アウグスティヌスが『告白」第十一巻第1 章�13 章を受けて「時間の本

2

質への間」を提出したのちに強調するのはとの乙と であ 0 しかもアウグスティヌ
ス にとってこの可変性とは 単なる物体の場所 的運動の乙とではない。場所 的運動の
場合，

運動 物体はど乙までも視覚的・空間的世界に残っている。こ こ で1 ζ
I 述べた

アウク。ス ティヌスの創造論 解 釈 を想、起すべきであろう。アウグス ティヌスにとって
は時聞がいわば絶対時間のように被造的存在者と別 にあって ，
運動とが別 であるという 思 考 ，

時間の流れと 個物の

従って時間の「 中に」個物があると いうような思考

は徹底して排除されている。時閣が過ぎ去って なくなるということは個物がなくな
ると いうことであり， 時聞がやってくるとは個物が生成するということである。予
め言っておくならば， アリス トテレスが時聞を視覚的運動の世界に結びつけて考察
するのに対して， アウグスティヌスは時閣を「音響」に即して分析する。なるほ ど
場所 的運動も音響も物理現象と しては
同じであろうが， 視覚的・場所 的運動体は世
界に残存し，

しかも運動体がそこを運動した場所 も残る。しかし音は全く消え去る。

乙の端的に消滅するものを時間分析のモデルにする。
以上のととからまた， アウグスティヌスが
同・第十四章で時間を「過去・現在・
未来」としてとらえ， f也の仕方例 えば 単なる一次元直線とか 単に等質的瞬間の積量
文字通り
と して考えていないこと にも格別 の意味のあることが分るだろう。過去は
過ぎ去ってもはやないものであり，

未来はまだこないものであり， 現在はないもの

の方へ移り去ってなくなってゆくがゆえにのみあると言われるものなのである。
2

時と 「 時の間」
時聞が変化し移行するというととは， と りもなおさず個物が非存在 (non esse )へ

向っている (tendere ) と いうことにほ かならない。では， ないもの・なくなってゆく
ものについて我々はどうして語りうるのか。例えば我々は「長し、」と か 「短い」と か
時間について語るではないか。今問題になっているのは物体や距離の長短ではなく
て時間の長短のことである。これが第十五章 以下の問題である。我々の魂 (anim a )
は時の間 (m ora tem poris ) を感知し測り比較する (sentire ， m etiri et c om parare )。
しかし過去は既になく未来もまだない。現在はあると 言われるにしてもひろがりを

時

もたない。なぜなら，

の

間
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もしひろがりをもっと すればその幾分かは過去であろうし幾

分かは未来に属するだろうからである。従って時聞にはひろがりは認められない。
しかし我々の魂は時の間を感知し測る。乙乙では時の間と 時とを一応区別 する必要
があるのではなかろうか。ラテン 語では時も「時の間」 即ち時間もt empu s で 表わ
される。アウグスティヌスが「告白』第十一巻第十五章以下の時間論以外のところ
で tempu s と いう語を使う場合， それは可変性 ・移行性とほ ぼ同義の時間を念 頭に
おいているように恩われる。とれは広義における tempu s であり， r時 (とき) J と
いう日本語と
l ほ ぼ該 当するだろう。そしてこれが意識され語られる場合C
I ， 特にそ
の長短が語られる場合C
I ， 狭義の tempu s 即ち時の間(ま) �時聞が問題になると思
われる。
ζのように考えると ， アウグスティヌス においては， 時の間即ち時間は人聞にと
って特別 の意味をもって くる。単に流れ変化する時に即するだけではなくて， 正に
時聞を感知し測りそして 比較する。乙れは或る意味で， ないもの・なくなってゆく
ものを保持し， 人間の乙の世の生の営み (vita )を可能にする基本的な要件であると
言えよう。もし時の間を感知し測る乙と なくただ時の流れるままに流れるだけであ
るならば， 人間的な営みはありえないだろう。アリストテレスが時間を魂と 関係、づ
けたのも「数 」 つまり運動・変化が知覚されその持続が「数 えられた数 」と なると
いう場面 においてであった。しかしそこ では時の間即ち時聞が人間の生にとって特
別 の意味をもつものとして考えられていたわけではない。
3

時間の所 在と 時の間
では一体時間はどのようにしてどとにあるのか。確かに過去はもはやなく未来は

まだないのである。しかし過去を語り未来を予 言する人々がいるで、はないか。乙れ
はどうして可能なのか。全くないものであればそれについて語ることはできないだ
ろう。乙の乙とを調べてみると ，

過去・未来は心象 ・しるしとして現存する。およ

そ存在するものは全て現在として存在する。 乙うしてアウグスティヌスは次のよう
に言っている。 「 厳 密な意味では過去・現在・未来と いう三つの時聞があるとも言え
ない。三つの時間がある。過去についての現在， 現在についての現在，

未来につい

ての現在。実際との三つは何か魂のうちにあるものである。 魂以外のどこにも見い
出すととができない。過去についての現在とは記憶 であり， 現在についての現在と

88

い

は直視であり， 未来について の現在とは予期である

l あるにして もそれだけでは時の
しかし時聞がとのような仕方で魂 (anima )の中と
間即ち時間を感じ測り比較しそして その長さを語るという事 実はまだ説明しきれな
い。なぜなら， 過去・未来の心象・しるしは記憶 ・予期として 現在において 魂 のな
かにあるとして も， 前提によって 現在はひろがりをもたないのであるから。従って ，
我々が時の長さについて 語るのは， 魂 のなかに上述の三つの時間があってはじめて
可能なのだとして も， 一体何を測り比較するのかと いう問題， あるいはむしろ， 我
々が時間を測るというとき， 我々が測るものは一体何なのかと いう問題は依然とし
て 残されたままである。勿 論時の間あるいは時の長さを測るのである。 しかし問題
は， その「間(ま) Jとは何なのかと いうとと である。
4

時間と 運動
もし物体の運動が時間そのものであるとすれば， 我々は運動を測るとと によっ て

時間を測るとと になるだろう。しかしそうすると 運動の種類があるだけそれだけの
時間があると いうことになり，

とれは不都合であろう。だから時間は物体の運動で

一一 それが時間である。アウグ

はなく， むしろ物体の運動をそれによって 測る尺度
ス ティヌスは， しかし 更に，

(2?)

時間そのものをも測るのではないかと自問する。我々

は運動を一種の尺度として の時聞によって 測る。しかしまた時聞をも測る。乙の場
合の時間を測るとは， 尺度として の時間によって 対象と して の時聞を測ると いうこ
とではない。通常我々が「時間を測る」 と言うとき， 実はそれは時間で「運動を測
る」ということではないだろうか。然るにアウグス ティヌスが「時間を測る」 と言
うときのとの時間とは， むしろ尺度と して の時間例 えば運動を測るところの時計時
間が， それによって可能になるとζろのもう一つ根源の時間のこと ではなかろうか。
もしそうでなければアウグスティヌスの問， 即ち時間を拠出場合K何によって 何を

注

測るのかと いう問 意味がないだろう。時計例 えば水時計によって 時間を測るのだ
というような答えをアウグス ティヌスが求めて いるわけではないのだから。従って ，
その聞によって ， 我々がそれで運動を測る時間そのものがそもそもどうして可能に
なるのかが関われて いると 解さなければならないだろう。
5

時 間 と音
アウグスティヌスは第二十七章 で視覚的世界から聴覚の世界へ入って ゆく。即ち

時

の

間
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音響を詩歌1c即して 分析しながら時間考察を行っている。響き去った音は既になく，
とれから響乙うとする音もまだない。そして現在響いている音にはひろがりはない。
更にまた， 音がどれだけのひろがりにおいて響いたかを言うととはできない。それ
の言えるのは， 響きはじめを記憶 し響き終るのを確認してからである。 先立つ第二
十四章では， 物体の運動も動きのはじまりと終りとを知りえないならば， どれだけ
の時間が経ったかを言えないと述べ， とれ!C続けて， 物体の部分が
ζとからそと へ
行く場所 のあいだを明確にしるす乙とができる場合， その運動のかかった時間を言
い表わすことができる， と言っている。発端と終末とを何らかの仕方で明確にしる
すこと ， これが時聞を， 時の長さを語る乙とを可能にする。物体運動即ち視覚的世
界における運動の場合は， 運動体が運動する場所 は失われていない。だから我々は
場所 に運動の発端としての何らかのしるしをつけて ， 運動の終点を明確にしさえす
れば時間を測りうる。しかしとの場合でも， 場所 につけられたしるしはそれが発端
であるということが魂の中に記憶 されているのでなければならない。ましてや音の
場合， その響きはじめは外的にその痕跡が残るわけではなく， またそれがその中を
響いたというような視覚的場所 が測定の補助手段としてあるわけではないから， 我
々は魂の中にその響きはじめと終りとを確認しえなければ， どうして音を聞きなが
らそれが長く響いたと言うことができょうか。
アウグ、スティヌスはこのように， 時間C
! 極めて近い性格をもったものとして音響
を考えている。なぜなら音は響いている現在のそれしか聞
ζえないし， 音そのもの
は外から聴覚を通してやってくるにもかかわらず， 単なる物体とは違って刻一刻そ
のもの自体が完全に失われてゆくからである。外的なものでありながらしかもそれ
は魂の外に痕跡をしるすべき何らの場所 をももっていないのである。物体の運動は，
我々の魂を外へと誘う。しかし音は， 特にリズムをもった音は我々の魂を内へと 集
中させる。 『音楽論』第六巻に続いて乙の時間論 においてアウグスティヌスが詩句・
音を問題分析のモデルとして 使うのは偶然ではない。
物体運動 においても音響においても， はじまりと終りを確認できなければそれら
がどれだけ続いたかを言えないし， その持続の比較もできない。だから結局， 響き
終ったときに時の長さがどれだけであると言える。しかし音は空間の中にもはやな
い。痕跡すら認められない。残っているものは響きながら魂の中に残っていった現
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在の印象 ( affect io ) だけである。第二十七章 で， アウク。スティヌスは，

乙の残存し

ているものを 単に心象 (imago ， imagine s ) と言わないで affectio と言っている。
cere された魂の「 状態」であり，
affectio とは a伍

単に魂がもつあるいは 魂のうち
(24)

にある孤立した個々の imago や imag ine s やではない。 音を聞きながらその響い
た長さを言うとき， 我々はとの affectio を測るのではな いか。なぜなら現在するも
のについてしか長短を感じ測るととはできないからである。こうしてアウグスティ
ヌスは「 時聞を測るとき， 私 は印象そのものを測るのである。それゆえ， その印象
(25)

が時間であるか， それとも時聞を測らないか， そのいずれかである」と言っている。
しかしいずれにしても奇妙なことではなかろうか。印象を測るとはどういうことか。
印象が時間であるとはどういうととか。 我々の日常言語 としての「時間」は「印象」
のととを表現しているのか。しかしそうだと しても印象に間 (ま) があるのか。 更
にもし印象が時間だと すれば， 時間の所 在は記憶と しての魂という
ζと になるので
はないか。しかも我々は時の間を感知し測ると いう乙とは否定できないのではない
か。
6

時間と魂の作用 (はたらき)
とのような奇妙な事態を打開するために， アウグスティヌスは更に内へ入ってゆ

く。即ち
同じ第二十七章の後 半では，音よりももっと内なる沈黙の世界へ入ってゆく。
物体運動は場所 に刻印を残しうる。音は極めて内的なものであろうがそれでもなお
外から響いてくると いう性格をもっている。しかし声を出さずに歌を歌いその音の
響きの長さを測ると いう場合， 正に魂 (animu s ) の注視 (at tentio ) そのものの持続
( perduratio ) を測るのである。 それ以外にひろがりうるものがない。 そして実は，
o
第二十四章での， あの「運動を時間によって測る」と いう場合ですら， との attentJ
の持続の測定と いう
ζとが前提されてはじめて可能になる行為なのである。例 えば
声を出さずに歌う場合， まず私 の魂は予期作用 と して 歌 わ る べ き 歌 全 体 に 向 い
(tendere )， 歌いはじめた途端に歌われた部分に記憶 作用 として向い (tendere)， 乙う
して
同時に未来・過去の両 方向へひろがり (dis -tendere )， 現 在と し て の注 視 作 用
(26)

(attentio ) においてζの非空間的ひろがりが 統一されている。アウグス ティヌスは
心象そのものではなしむしろ記憶 ・直視・予期と いう魂の作用 の方IC注目し， 作
用 の持続性と統一性を明らかにする。時間は過去・現在・未来別 々にあるのではな

時

の
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間

い。ましてや記憶 のみで時間の生起が説明できるわけではない。過去・現在・未来
は魂の持続・統一作用 においてはじめて時間としての意味を得る。時の間即ち時間
とは， 個々の心象や， また affectio ではなくて，

むしろそれらを保持する魂の作用

(はたらき) の持続と統ーにおいて感じ測られる「ものjである。それは即ち「自
己 の持続と統一」 である。

111

時間と分散

アウク"スティヌスは魂の作用 即ち「記憶 ・直視・予期」へ還り，

長い未来とは「未
(27)

来についての長い予期」 であり， 長い過去とは「過去についての長い記憶 」 である
と言う。I1Pち時の間あるいは時の長さとは乙のように「魂 の ひ ろ が りJ (d istentio
(28)

animi) である。 しかし第二十九章では乙の魂のひ ろがりを「生の分散J (distentio
vitae )と言い 換える。 なぜか。
アウクゃスティヌス においては，

神を空間的l己最大のものと想像し，

る「はじめ」を限りない時聞におけるそれのどとくに想像し，

創造論 におけ

こうして 有限と無限

の意味及び時間と永遠との区別 ・ 関係を暖昧にする思 考法は単l己認識の問題として
は考えられていない。そのような思考法がなぜかつてアウグスティヌスを，

そして

今なおI で述べたような異論を唱える人々をとらえるのか。それは正に「肉の習慣」
(29)

(30)

(consuetudo car nalis )， 1"転倒した意志J (v oluntas perv er sa) とアウグスティヌスが
表現する， 物体及び物体的なもの一言で言えば「外なるもの」への強い愛着一一欲

定 。物体的なものの心象とそれを形成保持 するはた

望 (cupid耐によるものだっ

らき (intentio)とは別 であるととを知らず，
(32)

との心象ζ
l 引きずられ外へ外へと出て

ゆく。欲望はその充足を求めて次から次 へと限りなく拡散してゆく。「去っては来た
(33)

る諸事 物の動きの中をあいかわらずとび回り， まだ空しいJ， r過ぎ去った時聞を想
(34)

像しながらさまよう」 分散した心の持ち主たちのあの異論の出処は， 結局との「肉
の習慣」にあった。しかもとの習慣は人聞がとの世にある限り脱し切る
ζとのでき
(35)

ない「深淵J (aby ssus) に根ざす乙とが， 現在の自己 について述べる第十巻， 特に
(36)

「三つの罪」の詳細な分析の中で痛感されるのである。有限と無限， 時間と永遠の
把握の問題は，
(37)

ある。

優れて意志の向うべき方向・意志の秩序づけの問題でもあったので
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こ う してアウグス ティヌスは「魂 のひろがり」 を「生の分散」 と 換言し， 更にと れ
(38)

を「超えら れるべきJ(作e位怯x-tぺ伽t

優 れて価値iにζ関わる能力だからである。この世界は人聞が
い かなる価値 を 選択して
ゆくかの 「試練J (temtatio) の場であり， い わば価値(善) その も のす な わち自己
の存在根拠と しての 神 の 「問
いJ (quaestio)・「呼びかけの声J (vox v ocationis) に対
して尋ね応えてゆく場ではなかろうか。

註
Conj.， VII， 10， 16; VII， 17， 23; IX， 10， 23 (Biblioth句ue Augustinienne.)
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単IC時間 「意識」 の問題ではなく， 正に 「魂 」 全体一一生 の問題。anima を

「意識」 と 換言するととは勿 論許さ れな
い。
( 5 ) Conj.， XI， 29，39.
( 6 ) ibid.， X1，1， 1�9， 11.
.
( 7 ) z bid.， XI，3，5; In principio fecisti caelum et terram.
(8)

ibi・d.，XI， 10， 12; Quid faciebat deus， ante quam faceret caelum et terram?

( 9 ) De ClV. Dei， XI， 6.
(10)

アウグスティヌスは principium を Verbum (Christus) 或いは Principium
と 解 し， 下記「創造論J 解 釈と 併せて，

In principio fecisti caelum et terram.

を In Verbo fecisti omnia ( universus mundus) ex nihilo simul. の意味にとる。
(Conf. ， X1，2， 4; 5，7; 7， 9) アンプロシウスから 学んだ聖書 の比喰的 解 釈 であ
.
.
る。なお ， DeGenesi ad litteram. VI，6 ， 9参照 。DeG朗自z contra Manz chaeos
.
.
及び De Genesz a d litteram lz"ber z mperfectus を 受けて， r告白J XI�XIII の
.
創世記巻頭解 釈 はあり， 更にと れを 受けてDeGenesz ad lùtera問. ははじまる。
(11) Conf.， XI， 5， 7.
.
(12) z bid.，VII，1，1; VII， 1，2; VII，5， 7; V， 7， 11.
(13)

思考の及びえないところで 「無限」とい う 概念 を も ち出す。 と れは 単に思考
の有限性の裏がえ しにす ぎない 。真の無限一一有限につ
い てアウグスティヌス
は 「時空的」 なそ れではない 別 の意味を見
い 出 してい た 。 vidi tibi debere quia
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quam intima projicere; id回t， longe a se facere Deum， non locorum spatio， sed
mentis affe ctu?(De musz"ca. VI， 8， 40 )
(14)

COll(.，XI， 12， 14.

(15)

alioquin jam tempus et ml山tio et non vera aeternitas ncc vera inmortalitas.
novimus...， quoniam in quantum quidque non est quod erat et est quod non
erat， in tantum moritur et oritur. (i・"bz"d.， XI， 7， 9)

(16)

z"bz"d.， XI， 14， 17;...scilicet non vcra di camus tempus esse， nisi quia tendit
non esse.

(17 ) Phys.， IV， (217L29�)
(18)

Videmus ergo， anima humana， utrum praesens tempus possit esse longum:
datum enim tibi est sentire moras atque metiri. ( COllj.・， XI， 15， 19); sentimus
intervalla temporum et comparamus siLimet... . metimur etiam， quanto sit
longius...( z"bz"d.， XI， 16， 21 )
; Nonne tibi con五tetur anima mea confessione
veridica metiri me tempora? ( z"bz"d.， XI， 26， 33 )
ζれらの 引用文にお い ては， 時
の「間J (mora， intervallum， spatium ) の「感覚 J (sentire-sensus) と結びつけ
てanima とい う語 が使 われてい る。またとの anima とい う語 は「測る m
J etiri
とも関係 づけられてい る。しかし第二十六章の後半 から第二十八章にお い ては，
anima fr:代 えて専 ら anlmus とい う語 が使われる。inde mihi visum est nihil
esse alilld templls quam distentionem: sed cuius rei， nescio， et mirum， si non
ipsius animi. ( i・"bz"d.， XI， 26， 33); Insiste， anime meus， et adtende fortiter. (z"bz"d.，
XI， 27， 34); In te， anime meus， tempora metior. (z"Md.， XI， 27 ， 36); Sed

quomodo minuitur aut consumitur futurum， quod nondum est， aut quomodo
crescit praeteritum， quod jam non est， nisi quia in animo， qui illud agit， tria
sunt? (z"bz"d.， XI， 28， 37 )animus は「注意を集中する」と か 魂 の「はたらき」
とい う乙とと 関連して
用い られる。記憶論 ・時間論としても 重要 なDe musz"ca
VI. にお い ては， 例 えば次のような 使い 方がされる。Illud in memoria invenio，
hoc in eo motu animi， qui ex ii s ortus est quos habet memoria. (De musz"ca，
VI， 11， 31); attentione in succedentem perpetuo sonum motus ille animi， qui
attentione ad practeritum et elapsum sonum cum transibat est fa ctus， reprimi
tur， id est non ita remanet in memoria. ( z"bz"d.， VI， 8， 21 ); Aut enim ad aliquid
par atquc ad eiusmodi aliud se intendit animus cum hinc avertitur， aut ad
superius， aut ad inferius. (z"Md目， VI ，13， 37 ) つまり「注意を向ける」と か「魂
の動き (運動)J とい うときに anlffiUS とい う語 が使われる。 しかもとの魂 の
「動き」は， 他 或いは外との関係によって生じる魂 自身 の 運 動 で あ る。( vgl
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Conf. ， X， 6 ， 9; 8， 15; 10， 17; 11， 18; 14， 21; 16，25-- 及びDe Trin.， IX) anima

が「感覚」 と切り離されずに 使 われてい るのに対して ， animus はむしろ魂 の
作用 ，

しかも意志的側面 をもった作用 を 表示する場合L:
I 使 われる。De musica

VI， 11， 31 の 引用文は phantasia と phantasma につ
い て述べられてい る 箇所

か らのものであり，

例 えば次のよ うな
用い 方も してい る。ipsos (i.e. patrem et

avum )autem esse quos animus meus in phantasia vel in phantasmate tenet，
dementissime dixerim.

更に， Conj.， XI， 26--28

にかけ て は， mens とい う語

はひとことも使 われてい ない こと にも注意すべきだろ う。 アリス
トテレスとの
関係では，

r自然 学』第四巻で
ゆ対 とい う語 が使 われ， また時間が知覚され

ると言 われる。({μa ràp IC'ν和ε叫aìa8a).l6μô8a lCaì Xpν
6 oυ. (Phys. 219a3-4 )
しかもこ とでは「運動と
同時に」 と言 われてい る。アウグス
ティヌスの場合も
「 可変性 」 と 「時間
」 とは不可分の 関係にある。( vgl. De musi・'ca. VI， 11， 29 )
アリス
トテレスは更に時間を「より先・より後 とい う観点か らみ られた運動の
数J ( ibid.，219bl-2 ) と定義 し， 数 を数 えるものはいυ肘Kat卯xij<;
).IOû<;であ
ν00<;は
るか らいυ討官νoD<;がなければ時間もないと言う。(i・'bid.， 223a16-26 )
こζではむしろ mens にあたり，

アウグス
ティヌス の 使 う animus とは区 別

さるべきだろう。なお ， アリス
トテレスは「時間は感覚される」 と言 うが， 他
のと乙ろでは， r感覚されない もの 」 の 中に「時間」 も含めてい る。時間はなる
ほど感覚されるが，

しか し五官の
い ずれによって でもない。勿 論五官のすべて

を 失 えば時間も感覚されない であろ うが，
アウグス
ティヌスの場合の sensus も，

しか し個々の感覚によるのではな
い。

むしろ「内官Jと
呼び うるもので あろ

っ。
(19 ) 前註参照 。

(20 ) Conj.， XI， 18， 23.

(21 ) ibid.， XI， 20，26; í現在のものの現在J (praesens de praesentibus ) とい う表
現の 中ζ
i ， 明 らかに，

変化する対象的世界 (必ず しも物体の世界ではない ) と

魂 とが「直接」 してい る ととが表現されてい る。なお

引 用文 中の tempus は

「時間 」 と訳 してお く。乙の 引用文の意味内容 は， 下記6 Iζ 至ってはじめて明
らかになる。
(22 ) metior motum corporis tempore. item ipsum tempus n onne metior? (t'bz'd. ，XI，
26，33 )
(23 ) ipsum ergo tempus unde metior?一回quid ergo metior? (ibid.)
(24 ) vgl. ibid.， X， 25， 36 記 憶論一一感情の記憶
; De musica VI.

にお い て も

affectio とい う語 はしばしば使 われる。Affectio ergo haec aurium cum tangun
tur sono， nullo modo talis est ac si n on tangantur. (De musica. VI， 2， 3 )
;
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sicut est affe ctio corporis quae sar山as dicitur: (ibid. ， VI， 5， 13 ) など。
(25)
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ここ

では「時聞を測らな
い かである」と訳 す。
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(27)

ibid.
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