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一一「 知」と「不 知」一一

岡部 由紀子

『アカデメイア派駁論C on tra Acad emicos�は， 回心後のアウグスティヌス

が最初に着手した著作である. 後にアウグスティヌス自身がこれを「入口で妨

害されないため」の「論駁」として位置づけていることも， よ く 知られていよ

う1) この著作のなかでアウグスティヌスは， 自身が「アカデメ イア派に親し

んでL、た時期の絶望」を回想しながら， この批判をそこからの脱出として位置

づけている(ll. 9. 23). その限りで， 彼の懐疑論批判は， 回心を経て(或は回

心というかたちで) 彼が到達した， I 知る」 ということをめぐる全 く新しい観

点を語り出すものであったと言わねばならない. では， そこで論じられたのは

いかなる問題であったのか. 彼の懐疑論批判は何を標的にしており， その論駁

を通じて出発点で彼は何を確認しなければならなかったのか.

多 くの場合， “C on tra Acad emi cos"に於けるアウグスティヌスの懐疑論批判

は， 第四巻 7章14節以降の， いわゆるモノローグ lon g speech ( o ratio)部分で

の批判によって果たされたと考えられてきたの . そして， アウグスティヌスは

ここで， I何も 知られ得なL、」 と主張するアカデメ イア派に対して， 感覚によ

る認識の確実性や， 論理的命題{a か非a いずれかであるという形の選言命

題， 等)の真， そしていわゆる s u m の確実性を示 すことによってへ つ まれ

そのような「確実」な「真ないし 知識 vera， positive kn ow led geJを反対例とし

て挙げることによって， 彼らの懐疑論を論駁しようとしたので、あると， 見倣さ

れてきた. その点では， 彼のそれらの論点を懐疑論批判として有効であると肯

定的に評価してきた人々も， これに否定的な現代の研究者達も， ほぽ一致して
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いると言えよう心. 彼の懐疑論批判は， 専らこのいわゆる「確実性」の論証を

めざすものと見倣されてきたのである.

だが， それは “C on tra Acad emicos"を読み損なうことになるのではなL、か

我々は， テキス トの検討を通じて， このモノローグ部分の果たす「役割」を別

の視点から 説明し， より全体的な議論のうちに位置づけることを試 みねばなら

ない. しかし， とりあえず， 次の点を 指摘することは許されよう. それは， 仮

にその「確実性」の論証なるものを有効だとしても， なお， それだけでは最初

にこの著作が書かれた理由， 即ち， 最初にアカデメ イア派が批判されなければ

ならなかった理由， は 説明され得ないということである. というのも， 先に述

べたように， “C on tra Acad emicos"での懐疑論批判は， 当時既に相当の教養人

であった， それ故に一般的な反懐疑論の論点も知っていた円 アウグスティヌ

スの， それにも拘らず陥った絶望とそこからの脱出とを語り出すものとして捉

えられなければならなL、からである. 彼は， この「転回」によって， 1"真その

ものを探求するq ua erer e v eritat em という我々にとって最高の務めJ (III. 1. 1) 

を遂行することへの， そのような「生」を生きることへの， 道を聞いたと語っ

ている. だが， 上述の箇所に挙げられたような positiv e kn ow ledg e (ないし

「私は知っている scioJ と言えること)が あると論証され たとしても， この

「探求」の遂行は少しも可能にはなる まい. 既に知られている v era と， 探求

さるべき v eritasとの関係は， 少しも自明ではなL、からである. また， アウグ

スティヌスが 「生」 をそのような qua erereとして語ることは， この著作の随

所に見出される彼の「不知の自認」と不可分に結び付いていると考えられる.

だが， 先の posi tiv e kn ow ledg e の論証とそのような「不知」との関わりも ま

た， 自明ではなL、からである. これらを問うこと(それは “C on tra Acad emicos" 

が何を論じていたかを明らかにする上で不可欠である)をしないで， ここに安

易な仕方で， アウグスティヌスが述べてもいない照明 説や或る種の位階的知識

体系めいたものを持ち込んではならない. 我々はむしろ， III巻 7章 14 節以降

の議論が果たす「役割」を， より全体的な議論のうちに探るべきである.
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たLかに， この著作は， アカデメイア派に対するアウグスティヌスの態度が

一貫していないかに見えることの故にか， 一つの著作としての統一性を疑われ，

その各巻相互の連関も軽視されがちである6) ある人々は， 第I巻をその成立

直後に著された『よき生についてD eB eata V itaJとの関わりのうちで理解しよ

うとし， ここに照明 説を読み込むことによって彼の懐疑論批判をいわば‘V eri

t as の存在証明' のようなものと見倣している. また多 くの研究者達の関心は

(懐疑論批判ということに対するい わ ば 「近代的」な視点に 引き寄せられて)

第E巻 7節以降に限定されがちである. しかし， この著作に対するそのような

アプローチは， この三巻からなる書物の全体を一つの論考として成立させたア

ウグスティヌスの観点、を， 容易に見失わせてし まうであ ろう. では， “C on tra

A c ademi cos " 全三巻を通じて語り出された， 彼の新しい「 知」についての観点

とは， 一体何であったのか. そのような観点を明らかにすることによって初め

て， 我々は， 懐疑論批判を通じてアウグスティヌスが， [" 知る」ということを

めぐるプラトン以来の探求の地平に提起していた抑々の問題が何であったか，

そしてその現代的な意義は何であるのか， を共に考察する場を得ることができ

るであろう. 以下においては， これ まで“C on traA cad emi cos"に於けるアウグ

スティヌスの懐疑論批判の眼目と見倣されてきた， m巻 7章14節以降の議論に

ついて ， 最初に， (1) 無視されがちな或る特徴的な論点 を 指摘すると同時に

この議論の本来の役割は別の視点から明らかにされるべきことを示したい. 次

に， (II) その別の視点とはし、かなるものかを第E巻全体の議論の流れ のうち

で明らかにすると共に， 第1 . II巻に触れながら， アウグスティヌスの「出発

点」で論じられねばならなかったのは何であったかを示したい.

(1 ) 第E巻の構成は，論述形式の相違によって， ( AJ 対話部分(1. 1-6. 13) ， 

( BJモノローグ lon g s peech部分(7. 14- 19.42)， [CJ 結び(20.43-45) ， の三

つから成ると考えることができる. 大きな部分を占める( BJ は， 更に， 次の

ように分けられるであろう. 即ち， ( BJ 全体の 導入部 であ る( B-aJ 7.14， 
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( B-bJ 7. 15-9.20， 及 び「ア カ デ メイア派 が 語って い るこつのこと， 即ち

perceptio と assen sioJ (10.22) に各々 ふりあてられている( B-cJ 9.21-13.29 

と( B-dJ 14.30- 16 .36， そして「アカデメイア派が 何故に彼らの考えを 隠し

たか J(7.14)についての哲学 史風叙述にあてられる( B-e J 17.37- 19 .42であ

る. また ，( B-cJ は ， 10. 22官頭で「以上で勝利 に十分だが ……今度は per ceptJ o

について別のことを少し語りたL、」と言われていることに 応じて， 更に， (イ)

9. 21と(ロ) 10.22- 13.29 の二つに分けられよう. ( イ) ではア ルケシラース

が， ( ロ) ではカルネア デスが 引き合いに出されている. そして ( ロ) では，

クリシγポスを意識するカルネア デスが ，従来のアカデメイア派の主張に n ihil

in philosophia posse perc ipi とし、う限定を付加した(10. 22)のに 応ずる形で，

アウグスティヌスは 10. 23 から 13.29 までを ， ス トア 風 の哲学の三区分，( ロ-

1 )  10.22- 11.26自然、学， (ロー2) 12.27-28 倫理学， (ロー3 ) 13. 29 論理

学， に対応させて論じているわ.

簡単な表を 掲げておく:

山対話部分 | [B]モノローグ部分(lon g speech) | 悶結び20. 43-45

(a) 1. 1-2. 4 (め7. 14

(b) 3. 5-6 (b) 7. 15-8. 17/9.18-9.20 

(c) 4. 7-6.13 ( c) 9. 21-13.29 de perceptio n e 
い) 9.21 

(ロ1) 10. 22-13. 29 

(1) 10. 23 (自然学 )

(2) 12.27-28 (倫理学 )

(3) 13.29 (論理学)

(d) 14. 30-16. 36 de assen tiendo 
い) 14. 30-32/(吋15.33-16. 36

( e) 17.37-19. 42哲学史風叙述

最初に 指摘したいのは， 被 の議論を 「確実性」 の論証と見なす人々が注目し

てきた r perceptio をめぐる議論J( B-cJ に つ いて， これ ま で見過ごされがち

であった或る特徴的な論述が， 丁度この構成に 正確に対応するように， 登場し
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ていることである. このことを検討することによって， との箇所がL、わば単独

に読まれてそこで「確実性」の論証がなされていると見倣されではならないこ

と， そこでの議論の意義は異なった観点から考察されねばならないこと， を示

すことができょう.

さて， I perceptio をめぐる議論」を構成する上述の各論(即ち( BJ の(c-イ}

及び(cーロ)の( 1 )一( 3 )の各々の議論)それぞれに， いわば律儀に登場して

くる特徴的な論述 と は， sapiens ( 知者)ないL sapie ntia (知恵)に言及する

仕方 でのアカデメイ、ア派への短い反論のことである. そして我々は， それら

各々の議論の大部分を占め， 従来アウグスティヌスの懐疑論批判の実質的な論

証を担うと目されてきた論述が， 実はそれに対する stuItus(知者でない者・不

知者)に関わるものとして位置づけられていることに気付 くであろう. 即ち，

I percepti oをめぐる議論」の各論は， いわば 対 比的に位置づけられる二通りの

論駁から成っていることになる. 以下では便宜的に， 一方を sapiens型， 他方

を stul tus型と呼ぶ. 各々は， それぞれの箇所で問題にされることがらについ

ての sapie ns とは， 或は stuItus とは， どのような存在 であるか， とし、う形式

を採る論述のことである(後に明らかになるように知者と不知者をどのような

存在として考えるかは， まさにアウグスティヌスとアカデメイア派との争点の

核心に関わる問題である). 注意 すべきは， 各々が全 く異なった論拠を持つこ

とである. とりあえずは， その相違は， s tultus型が「何も知られ得なし、」に対

する反対例を挙げることをめざすのに対し， sapiens型はL、わば「誰にも知ら

れ得なし、」に対する反対例を挙げようとする， ということにあると言えよう.

先ず， 以下で簡単に， 当該箇所を見なければならない.

( B-c-イJ 9. 21 での sap ie ns型の論駁とは， ゼノンの「知られ comprehe nd i ，

percip i得るもの」の定義を充たすようなものは見出され得ないと言うア ルケ

シラースに対 する， アウグスティヌスの「君やその他の stuItus 達からはそう

である(見出され得なし、)としても， 何故 sapiens からも有り得ないのか」とい

う反論である. そしてここでの stuItus型とは同じ 21節でこの後示される三種
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の論駁を 指すが， 最 終的には「ゼノンの定義は veraかfals aかであると私は

安日っている」ということを n ihil sc imus の反対例として挙げている， そのこと

を 指す. 注目すべきは， ここでアウグスティヌスは， それを stultus t..こる自分

アウグスティヌスさえ 知っていることとして位置づけているというととである.

[B-cーロー1J 10. 22-23 では， カルネア デスが「 知られ得ない」ととの論拠

として挙げる 「 哲学者間の不一致」に対し， アウグスティヌスは先ず自然学者

間の不一致を例にとって， 1"世界はーっ か 否か」とし、ったことのうちの何かを

知ることが sapie n tiaに属すなら s ap ie ns にそれが 知られずにし、ることは有り得

ず， それらがそうでない(s apie nti aに属さなし、)なら sapiens はこれらを無 担

ーするだろう， と s ap ie ns型の反論をする. そして更に， 1"これに対して私アウ

グスティヌスは， s apie ns から未だ温かに遠ざ かっているのだが， これら自然

学について no nn íhil を 知っている」と言ってはuItus型の論駿を 採るアウグス

ティヌスが挙げるのは「この世界はーっか否かどちらかだ」とL、う類の選言命

題の veraである.

[ B-c 四ロー2J 12. 27-28 では 次のように言われる. mo res 習俗(習わし)に

関して， 1"私(Au g.)がどう思うか arbitro rJ ではな く scie ntiaを探求するのな

らば， sapie n ti aに関して 無 知のはずがない s apie nsに問うべきなのだ一一一 sap i

ens型. だがしかし s ap ie ns に 比 べて愚かな私(A u g.)に す らI"bo n i hu man i 

五n is は， 全然存在しないか， an imusに在るか， co rpusに在るか， 両 方に在る

かし、ずれかである」と 知ることが許されている(licet sc ire)一一一stuItus型.

[B-cーロー3) 13. 29 で彼は論理学(d ialectic a)について， これを s ap ie ns はよ

く弁えている(be n e novit)としながらも， 次のように言っている. 仮に s apiens

が d i alectic aを 知らない(n escit)としたら， これの認知 は s apie ntiaに属さな

いことになり， その場合には彼はこれなしでも s ap ie ns であり得る一一- sapiens

型. そうであれば， d ialectic aは「真であるか」とか「把握され得るか」とか，

我々ごときが問題にするのは槽越となる. しかし私アウグスティヌスはd i alec

tic aを通じて多 くのこと を 弁 え た (novi)し， 多 くのことが vera esse と学ん
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だ一一stultus型.

同様に， [ B -dJ の asse nsio をめぐる論駁も， 後に 見る ごと く， [ B-d-イ〕

sapie ns型， [ B -d- ロJstultus型として捉えられ得る.

さて， 以上に於いて注目されなければならないのは， sapie ns と stu ltusとが

いわば厳し く隔てられていることである. 即ち， いわゆる positive k now le d ge 

の 例と目されてきた諸 例は， stultus であるく私〉 でさえも 知っていると言える

こととして位置づけられているのであるが， それ が s apie nt ia に属すかどうか

は stuItus には 知られ得ないとされているのである. 14.32の最後 では， I 疑わ

し くないことなど 何も見出さないく私>Jと Isa p 悶1ti aをこそ見いだすsapi .

ensJ とが， くっきりと対 比されている. 両者がこのように隔てられるものであ

るとき， 我々はアウグスティヌスの懐疑論批判の焦点がどこにあったのか問い

直さざるを得ないだろう. なぜなら少な くとも， 仮に， 従来理解されてきたよ

うにここで列挙される veraやpositive k now le d ge の例(それらは我々の分類

によれば stultus のレベ ル で 語られるものである)が直ちにアカデメイア派の

I n ihil posse sc iriJに対する反対例として有効だとしても， ここで何故アウグ

スティヌスは s apie ns型を共に登場させる必要があったのか， 説明 できないか

ら である. このsapie ns についての議論を無視して， stu ltusのところに位置づ

けられる諸々の「論証 」だけを扱うことは， それら stuItus型の「論証」が担

っていた本来の意義をも見失うことになろう. では， 一体， 何故二つの型が示

されねばならなかったのか.

ところで， 第E巻の [BJ の 終 わりまでの議論はまた， 少しずつ異なった 角

度から 展開される三層の議論としても見ることができる. [ AJ の実質的議論が

終わる 5. 12末と， [ BJ の中程10.22の冒頭， そして [CJ の始まる 20.43 の

冒頭で， その都度アウグスティヌスが「自分にとっては以上で十分だ……」と

述べていることは注目されてよい. この場合には， [ AJ ，  [ B1 J 7. 14-9. 21， 

( B2J 10. 22- 19. 42とL、う区分になる. 各々の層はいわば互いに響き合うよう
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な重層的構成にあり， 例えば [BJ の(c)と(d)との「一対」 は， (AJ の

5. 10 迄の「知られ得なL、」をめぐる議論と 5. 11 での「同意しではならない」

をめぐる短い議論との「関係」を正確に反映し， 各々の論点を継承するものと

して読 まれるべきものである. 我々はこのような重層的構成に留意しつつ， 各

層の議論が一体どこで「十分」とされているのか見極めなければならない. そ

して， SaplenS型が登場することの意義もまた， これまで等閑視されてきた感

のある(B 2J の[AJ 及び [B 1J に対 す る重層的関係に注目することによっ

て， 明らかになし得ると考えられる . 我々は 次に， [AJ 1. 1-6. 13及び(B 1 )  

7 .  14-9. 21 (B- a ， B-b ， B-c-イ)を検討しなければならない.

(Iトi) 第E巻の冒頭で， アウグスティヌスは. 1力のかぎり真そのものを

探求すること(magn o pere q u aerere veritat emlこそ最優先さるべき務め(n ego

ti u mlである 」とし、う点では， 既に全員が 一致していたことを強調する. そし

て， ここでの対話相手アリビウスやアカデメイア派もこの点では一致している

のであり， そ れ は 彼等の描く sapiens像が1 veritas を見出そうとしている者 」

であることから帰結するのであると， さりげなくしかしはっきり表明している.

第皿巻の論究の出発点はここにある. 続く 2. 4 迄でのfortun aをめぐる対話を

通じて， アウグスティヌスとアリピウスとの聞の sapiens像の違いが示唆され，

これを承けて 3.5以下で本格的な検討が始められるが， そこで吟味にかけられ

ているのは， この 1 veritasを見出そうとしている( 従って未だ見出してはいな

し、)者」というアカデメイア派の sapiens観であり， その様な sapiens観とし

て表現されるに至ったアカデメイア派の知識観ないし真理観である.

さて， 3. 5の冒頭でアウグスティヌス は， [知者 sapiensJと「愛知者 ・哲学

者 philosophus(studiosusl J との相違を 説明して欲しいとアリピウスに求める.

アリピウスは初め， habere と desidere (ないしamare)との対 比によってこれ

を区別しようとするが， アウグスティヌスがそれを sapien tiam sc it と sapien ・

t iam sc ire desiderat との対 比として言い換えることには， 遼巡を示すむ. アリ
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ピウスがためらうのは， sc ire という言葉を使うことについて である. 言い換

えに同意を求められた彼は「その前に sc ien tiaを定義して欲しし、」と頼む. こ

の要請に対するアウグスティヌスの応えは. r偽なる知はあり得なし、J(1. 9-10)， 

「誰も偽を知ることはないJ (1. 27)である. そしてアウグスティヌスは， これ

らを認める以上は， アリピウスは sapiens sc it sapien tiam をも認めねばならな

い筈だ， と畳 みかけてし、く. (ここで少し先 取りして言うなら， 第E巻の全体

を通じて， アカデメイア派との争点は， この sapiens sc it sapien tiam というト

ートロジーの様な言明を承認するか否かの争いとして， 繰り返し描かれている.

先に挙げたCB-cJ の諸 例における sapi ens型も またこの言明のいわば変形と

して機能していると言えよう. 我々は， それらがし、かなる 問題についての争い

なのか， 注意深く見極めなければならない. ) 

さて， アリピウスの立場を端的に示すのは， 3.5を承けた 4.9 での 次のよう

な言い方， 即ち「アカデメイア派の sapiens に は自分 が sapien tiaを知ってい

ると見える， と私( A ly.)には見える」 であろう. 彼によればこのような言い

方をするのは， r私(A ly.)は知っている J r彼(アカデメイア派の sapiens)

は知っている」というこつの言い方を避ける為である(1. 62-5). r videri 見え

る ・思われる」とし、う言い方で， アリピウスは「肯定も否定も避ける J(1. 73 司

4)アカデメイア派の立場を保とうとしているのである.

これに対するアウグスティヌスの反論は， 3.5で言及されているように， 第

E巻で用いた論法に 基づいているめ. 即ち，今自分が尋ねているのは， r君(A ly.)

が知っていること quid sc isJではなく， r君にどう見えているか quid ti bi vide

t u rJ なのである， と彼は言う( 4.9). つ ま り こ こ で アウグスティ ヌスは，

s apiens sc it sapien t凶 n とし、う命題の真偽が決する「 次元 J(これを便宜上 rv

次元」と呼ぶ10))での真か偽かの問題を一旦棚上げにした上で， この命題がア

リピウスに真と思われる(見える)か否かの方を問題Iこすることによって， 結

局アリピウス に， rもし rat io の任命するような sapl ens が見出され得るなら

ば 」とし、う限定つきで sapiens sc it sapien t iamを承認させてしまう. そして，
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この命題を彼が承認する以上， 聞い直されるべきは「知 sc ien tiaは人間には与

えられ得なし、」と言いつつ「人は sapiens であり得る」とするアカデメイア派

の立場である， と反論するのである(4. 10). 

以上の 展開に於いて， アウグスティヌスは. aliquis (homo) sc i t  aliquid とい

う形式を みたすもののーっとして sapiens sc i t  sapien tiamを挙げ， それが rati o

から承認されざるを得ない言表である(何故なら sapiens n esci t sapien tiamと

いう言表は. sc i re ということを， また sapiens や sapien tiaとL、う言葉を無意

味にしてしまうから c f . 14. 32)ことを巧 みに使い， アカデメイア派の自家撞

着を暴いたのであると， とりあえずは言えるだろう. しかし， 無論， 棚上げに

された 問題は議論に参加している一同に強く意識されていて， その緊張の上に

こそここでのアウグスティヌスの反駁の意義も また位置づけられねばならない.

続く 4. 11で， アリピウスがアカデメイア派の 「同意しではならなし、」という

主張は依然防衛されていると言って， プロテウスの警を使いながら， veri tate m 

demons trare なしには彼等を論破できないと反論するのは， この棚上げに対 す

る批判と解されねばならない . また. 4. 12でアウグスティヌスが， 自分(A u g .)

にもアカデメイア派にも sapiens sc i t  sapien tiamと思われている以上は， 彼等

も共に veri tas を appro bare ， assen tire， consen tire しなければならないと言っ

たとたん， それまでずっと聞き手に回っていた一同 が 突然口を聞いて， [""一体

誰が ve ntas を示す(demons trabi t)のか」とアカデメイア派側の反論を代 弁ず

るのも， 棚上け.されたV 次元をめぐる緊張を示すものと解されねばならない.

そして， このような仕方で 問題点の所在をいわば再確認した上で， アウグステ

ィヌスは彼等に対して 次のように反論しているのであるということが重要であ

ろう. 即ち， [""この点で彼等と張り合いたくない， 私 (A u g .)にとっては sapi .

ens n ihi l sc i tがもはや p ro babi le ではないということで十分である山」と.

では， 以上の議論に於いて， 一体何が 問われていると言うべきであろうか.

4.5以降で自分の主張(sapiens s cit sapien tiam)を pro babi le と述べるアウグ

スティヌスの「譲歩」は， 全く第E巻での「作戦」 通りである12) そこでは，
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相反する主張をとるアウグスティヌスもアカデメイア派も「知り得ず j， それ

を「知っている者Jはいわば神とか sapie ns だけなのである， とでも言うしか

ないような仕方で語られるV 次元での真偽について， 自分(A u g .)も p ro babile

であると言ってもよい， と譲歩されていた. アウグスティヌスが「張り合いた

くなL、」のはこの点である. しかし， 見落としてはならないのは， この「不知J

が， 或は veritatem demo nstrare のないことが， r肯定も否定も避ける」ことの

理由になると， アウグスティヌスは考えていないことである. 自分をそのよう

な不知者 stu ltusとして位置づけた上で， r我々は真そのものを認めるべきであ

ると私は考える app ro bare nos debere veritatem putojと彼が言うとき(5.12) ， 

�々は， この app ro bare は， アカデメイア派が sc i re， i nve n i re を条件として

語る 「同意 asse nti re j とは 同じ 次元 で語られているのではないことに気付か

ねばならない. 初め sapie ns sc it sapie ntiam に 同意し得なかったアリピウス

にとっては， veritatem demo nstrare (ostendere， 6. 13)が， 同意の条件であり，

また， sc i r eと いうこと を語るため の条件 であった. これ に対して， ここ で

veritas について「私は知っている」を否認しつつ， sapie ns sc it sap ie n tiam に

同意するアウグスティヌスの意図は， そのような条件を外すことにあったので

ある.

(JI.ii) (B 1Jの議論は， 先の表に示したように， B-a， B-b， B・c-イの，

三つの部分から成っていると考えられる.(B-aJは(BJ全体の序に相当する.

�々が彼の腕曲な言い方から読み 取らねばならないのは， ここでアウグスティ

ヌスが， アカデメイア派は(人々が非難 す るように) veritas を認 めていない

のではない， むしろ彼等の非難されるべき点はその 「認め方Jにある， と示唆

しているのであること， そして， 以下の(BJでの論述の意図を， アカデメイ

ア派の arg ume ntaを明瞭にした上で自分の resistere を位置 づ けることにある

としていること， である13)

(B-bJの前半(7.15-9.20)は， アカデメイア派の支持者をひきつけた，
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その巧妙さについての検討(7.15-8. 17) に向けられ， 後半(9. 18-20) で，

アカデメイア派自身の論点が検討され始める. 先ず， アカデメイア派の「知ら

れ得なL、」がゼノンの定義14)に応ずるものであることが言及され(9. 18 1. 6-8)， 

そこでも 一つの論駁がなされるが(1. 9- 10， この論点 は(B- c-イ) 9.21 で繰

り返される)， その後の 展開は少々込み入っている .1だが， ゼノンが何を言っ

ているか我々は見るべきであろう J(1. 10- 11) と言って， ゼノンの定義を示し

た後， アウグスティヌスは， 突然「プラトン派のお方よ， こんなものが貴方を

動かしたのか」と， 二人称で詰問し始める. 語り方を変えるこ とで意図されて

いるのは， 言う迄もな く， アウグスティヌスの非難が何に向けられているかを

強調することであろう. ここでは「プラトン派の方」が， ゼノンの定義を(悪

し く) 受け容れた結果， studiosus 達を学ぶ希望から 引き離し， 哲学の全ての

営みを放棄させるに至っていると非難される(1. 13- 16)_ この 3行余りの挿入

を介して， 続 く 9章 19-20節は「哲学の敵」をめぐる考察 とでも呼ぶべきもの

として 展開されることになる. そしてここでアウグスティヌスは， 何故にアカ

デメイア派は哲学することを妨げる と批判されねばならないのか， を明らかに

するのである.

彼は先ず 9. 19 で， 1ゼノンの言うようなものは見出され得なL、」というアル

ケシラースの解釈を受け容れたとき， アカデメイア派は結局1 sapie ns は sapi 

e ns でありかつ 同時に sapie nt iaに 無知である」と言うことになると 指摘する.

そして， 彼等はむしろ「人聞は sapie ns たり得ぬ」と言った方が， sapiens n e 

scit sapie n tiamなどと言うよりは， まだましであった (後者の方が d u ri us で

ある)， と批判する. ここで更に重要なのは， この二つの表現が， 共に， 人を

哲学することから(言い換えればveritate m qu aerere から)背かせると非難さ

れているこ とである. そして， 後者を主張 するこ とが「気遣いじみ J(9. 20 1. 

44-5) たこ とを言うことになると非難されるのに 対して， 1人聞 は saple ns た

り得ぬ」 と言うことが人々を哲学するこ とから遠ざけるとされる理由は， 実に

巧妙にも， 次のような言い方をする人々 と結び 付 けて 語られている. 即ち，
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「友よ， 哲学は sapient ia 自体ではな く， stud iu m sap ien t iae と呼 ばれる， 君が

これに専心しでも， 生きている聞は決して sap iensにはなれまい， と言うのも

sap ien t iaは神の元にあり， 人聞がそれに達することは不可能だからね， でも君

がこの研究に十分励み， 浄化されるなら， 君の魂( an imus)は， この世の生の

後に， つ まり人間で在ることをやめたときに， た易 くそれを享受するだろう」

(l. 33-9)と.

我々はこの表現が， 丁度， 第I巻でリケンティウスが主張していた sap iens

像と結び付 くものであること， そしてまた， sap ient iaを知らない sap iensとい

う「気遣いじみ」た帰結もまた， 結局はそのような sap iens像に由来 するもの

であること， に気付かねばならない. 第I巻で， アカデメイア派に与すリケン

ティウスは， 神のみがそうであると言えるような sap iensと人間である限りで

の sap 1ensとを論じ分けることによってこの矛盾を回避しようとしたが， そう

することによって 彼 は 問題 そのものを回避してしまっていた15) ここでは，

stud iu mという語を介して， sap ien t ia がし、わ ば 「論じ分け」 られ， 哲学する

(そう 生きる)ことが我々にとって「最高の務め」であるのは何故か， という

抑々の問い16)が安直に回避されてしまうことが， 戯画的に描かれている. アウ

グスティヌスの批判は， 一貫して， そのような sap iens， sap ien t ia観を生み出

す， アカデメイア派に向けられていたのである.

さて， 以上に続けてアウグスティヌスは， このようなアカデメイア派の「解

釈」を 導いたとされるゼノンの定義がほんとうに「何か哲学を害することを語

るよう強いていたJ (l. 46-7)かどうかの吟味に移り， 続 く 21 節以下の r per ・

cep tio をめぐる議論J(Bーのは， 再びゼノンの定義に即して検討されることに

なる. 9. 21が， (B- cJの最初の節であること， またここでの stul tus型の論証

が， r反対例」を示す仕方での論駿であること， つ まりこの 9. 21(B・ c-イ〕が

(B・ c-ロ〉の先 例であること， は既に見た. では， アウグスティヌスが「以上

で十分だ」と言って， 9.21 の 終わりで(B 1Jを締め く くったのは， 一体L、か

なる観点からであったのか.
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注目されねばならないのは， 更にアウグスティヌスが， もう一つの論駁を用

意していることである. ここで想定されているア ルケシラースの反論は ， V 次

元の不知を論拠にするものである17) それに対してアウグスティヌスは「たと

えそれについて我々が不確かであるとしても， 知るということ(s cie ntialは我

々をそのようにして見捨てはしなし、， なぜならゼノンの定義が vera かf al聞

かどちらかであるということを我々は知っている故， 我々は何も知らないの で

はないのだから」と反論する. この反論を通じてアウグスティヌスは， s apiens 

でない「不確かな」我々と， 1 何も知らない訳ではなし、Js tu ltus たる我々との

対 比を前提にした上で， vera を後者に位置づけているのである18)

(1トiii) (B 2Jについて若干のことを付け加えて置きたい. 以上のような

(B 1Jを承けて始められる (B 2Jが， percepti oと asse ns i oとをめぐる議論

のそれぞれの始まりのところ で， 或る互いによ く似た 比喰とともに語り出され

ていることは， 興味深い. 我々は， 1 0. 22 1. 22-27 と 14. 30 1. 16-20 とが相

応ずるものであり， そしてそれらが共に「哲学の敵」に言及するものであるこ

とを見逃してはならない それらは， (B 2Jでのアウグスティヌスの批判の意

図がどこにあるかを示唆するものであると言えよう .

次に， (B- dJについて述べなければならない . 冒頭 14.30で言及されるよう

に， 1 同意してはならなし、」は， ここで単に「もう一つの」主張として批判検

討されているのではなし(AJの 5.11 でのアリピウスの反論が示すように，

「 知られ得なL、」が論破されること自体によって一層強化されるかに見える主

張として論駁されている.

さて，(B- d-イJ14. 30-32はs apiens をめぐってs apie ns asse ntit ur s apien. 

t iae (32 1. 67-8)を論証しようとする， s apie ns 型の論駁である. 興味深いの

は，(AJでの議論に正確に対応するかのように， ここでもV次元を念頭に発せ

られるアカデメイア派からの反論(1s apie ns はs apie ntiaをどこに見出すのかJ

31 1. 44-56)が引き出され， 批判されていることである. 更に， このs aple ns
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型の論駁に対応して 次のような stu ltus 型の議論の 展開 が計られていることに

注目すべきである. 即ち， 32 節の終わりでアウグスティヌスは， これで論証

として十分であるとしながらも， 抑々 「 同意しではならなし、」という主張は

lerror を避けるため」で あったこと(このことはII .5. 11 1. 8-9で示されて

いた) に応じて， Iかの error について 」 論ずることへと転じる . そしてそこ

で彼は， 議論を， error を避けるべきsapi en s にとってのではなく， stu ltus た

る人聞にとっての， I同意してはならなし、」の問題(B-d-ロ〕へと転ずるの で

ある . この実に巧妙な転換は， I疑わしいことへの 同意」という新しい 角度を

導入 することによって， sapien s と stu ltus と をきっぱりと切断している(1.

68-73) 。 そして(B-d-ロJ 15.33-16.36 でアウグスティヌスは， I 人聞にとっ

て 」ということなら， 旧来の説「何も是認しない人は何も言行しない qui n ihi l 

approbat ， ni hi l  agi tJ がアカデメイア派への反論として有効であるとし(15 . 33)• 

これに対するアカデメイア派の 一見尤もらしい probabi le(verisimi lelの 説の 導

入は 「かの errorJ から我々を少しも護ってくれないことを， サマルドクス人

の 詐欺師(34)， 姦 通した若者(35-6) の比喰によって， 各々別の 角度から，

示すのである19)

アウグスティヌスは， sapi en s 型を或 は sapi en s sc it sapien tiamを主張する

ことによって， sap ien s の位置を， またV次元を知ることを， 我々の生がそこ

に位置づけられているところから， 厳しく区別している . ま た， sapi en s と我

々との相違を， 先の 引用(本文 33頁) に典型的に見られるような(死後を語る，

また第I巻での 「生 まれっきn atu raJを語る20)) 描き方によって位置づける

ことを否定している. 他方また， 彼は veritas と我々との関係を ‘qu aerere 'と

して語り， しかも， demor国rare veri tatem の 次元(或はV次元) で 「知る」の

は， 我々から峻別された sapien s の みで あると繰り返し主張 す る stu ltus た

る我々の知は， stu ltusたる限りで， いわばどこ迄行ってもV次元の「知」では

あり得ず， �、かなる意味でもそのような 「知」の 「基礎 」や「出発点」や「原
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点」として語られ得るものではない. 彼の挙げた positivek now ledg eは， アカ

デメイア派の「人間である限りの sapi ensJ を無意味にし， いわば「真正の」

sapi ensがこれと類比的に語られる途を遮断する . それは 同時に， 人聞にとっ

て「 知る」ということがV次元の「知」 や s api en tiaの獲得と類比的に語られ

ることを否定することである山. これに対してアカデメイア派は， 我々のとこ

ろに位置づけら れていたveraやscio を否定 するというまさにそのことによ

って， 却ってそれらがV次元の「知」と何らか関わるものであると語り出す道

を聞いてし まっていたので、ある.

我々は， 第E巻で彼が， 我々を「自分を説得することによって言行する者」

と位置づけ， その自己の 説得の形式が「わたしは真だと思う」とし、う仕方で為

されるかぎりで， 我々の生はその都度その「わたしの思し、」に於いて， 何らか

veritasと関わるのである， と論じていたことを22〉， ここで思い起こす必要が

あろう. ‘veritat em qu aer er e'は， そのような「思L、」に於いて qu aer er eという

仕方でveritasへと向けられる我々の生， つ まりそのように置かれた我々の生

を生きること， として受け止められていたと見倣すべきである. それは， scire 

の目的語である sapi entiaとventasとの区別が自分には分からない， と言う

アリピウスの観点(3.6 1. 65-9)とは全く異なったものであったと言わなけれ

ばならない.

アウグスティヌスは qu aer er everitat em の， つ まり， 哲学することの， 意義

を， veritasとそれを d emo nstrar eできない我々との聞の， 以上のような緊張

のうちに語り出している. 彼の「不知の自認」は， このような qu aer er everita

tem のいわば原理ともいうべ き条件 で あった. アカデメイア派が「哲学する

ことの敵」であるのは， 彼等の「不知」が， それとは全く異質なものであった

からなのである.
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