
アウグスティヌスの『告白j 11巻における時間探究

0 照 準

寺 本 稔

『告白j 11巻 17節において， アウグステ ィヌスは 「時間とは何か(quid est enim 

tempus?) Jと尋ねて時間にかかわる探究を始めている. 従来， この間いのかたちから，

アウグステ ィヌスによって時間の定義がなされているかどうかが間われてきた.

アウグスティヌスは， 時間測定の文脈で ， 測定対象となる運動とその運動の時聞を

測る時間との区別から， アリストテレスやストア派とは異なり時聞が運動， もしくは

運動に属する何かであるといった定義や理説を採らず， 未来・現在・過去を， 三つの

「魂(anima)Jの働きとして転化させていくことを契機に， 時の間を追求している.

この点において『告白j 11巻は， 彼の他の著作， 箇所に類をみないものとなっている.

確かに， r告白』の時間探究において見られる見解や論点は， 他の著作に類似の表現

で見出されることもまた事実である. しかし， たとえば， 真理たる知恵と不死なる生

という善を率直に神と魂にそのものとして求め， かつ直哉的に述べている『ソリロク

ィア』を始めとする『告白』以前の著作群に属する， ローマで執筆された『音楽につ

いて』や『魂の不死について』に見られる弁証方式において言及されるものとは異な

り， r告白』においては， 慣習的な時間に纏わる言語使用の検討から始まり， そこか

ら照らし出され， 見出される時間に関わる(‘distentio animi' を始めとする)洞察が

時間探究の過程， 聞い尋ねる過程を抜きにして述べられてはいない.

実際， 問いのかたちはその探究の性質に深く関わるがゆえに， 単に聞いの形式の分

類といった方法論上のことがらに収まらず， 探究の性質を明るみに出す諸家の解釈も

この間いのかたちの把握如何で左右されるものと考えられる. そこから ， 本稿の課題

もこの間いの意味を明らかにすることに存する. この課題に対して， アウグスティヌ

スによって ， 時間そのものの本質的な定義がなされているのではなしむしろ， 時間

を測るという営みの吟味を通じ， 事例から得られた洞察を拡張することにより時間の
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特徴付けがなされているとの解釈を， その内実とともに提示したい.

以上の解釈をなすにあたり， まずもって踏まえておきたい解釈上のカ点を挙げてお

し それは， r告白』当該巻 17節冒頭からも明らかなように， 時間は永遠と等しくな

いとの限定がここでの時間探究の動機となっていることである1) この点が踏まえら

れることにより， アウグステ ィヌスが時間探究の途上で蹟く時間に纏わるアポ リアの

背後に永遠の「現在」をめぐる想定があることも了解されうるものと思われる.

本論では， 当初の問いが問い直されることで展開する探究の過程に着目しつつ，

『告白j 11巻 17節以降でのアウグステ ィヌスの議論を詳しく辿り， ついても， 時間探究

の意義を時間と永遠の対比の文脈から考察し， 彼の時間の特徴付けとその内実を述べ

ることにする.

l アウグスティヌスにおける時間探究の筋道: r現在Jの問題

1-1 習いの時間:過去・現在・未来

アウグステ ィヌスは， r告白j 11巻 17節以降， 先ずもって時間を過去・現在・未来

の三つの部分からなるものとして探究を進めている. しかし， 過去・現在・未来が出

来事の存在を条件にして述べられる場合， それらの出来事そのものの 存在について，

それぞれ否定的な診断が下されヘその上で， 例えば通常使用される「過去十 日間j，

「以後十日間」などといった(時間)表現が検討される点、は注意されるべきである.

というのも， 後者の検討においては， 明らかに時間の長短といった「問jが問題とな

っておりアウグステ ィヌスが， 時間の長さや短さを語る時間測定の議論への布石とし

ているからである. この点を踏まえた上で， アウグステ ィヌスの時間測定の議論を見

てみよう.

1 )過去や未来について「長い時間j， I短い時間」と通常述べられているが， どうし

て， 今は存在しない過去や未来といった時について「長いj， I短いJなどと述べ

ることができるのかと問われる(Confess. 11. 15. 1 8). 

2 )  I現在の時間が長くありうるのかどうかj(Confess. 11 .  15. 1 9)が， 1 )の考察か

ら， さらに問われる.

3 )時間を感知し測るとき， I過ぎ去る時間jを測っている(Confess. 11 .  16 . 21). 

4 )過去・現在・未来というべきではなし「過ぎ去ったことがらの現前・現在ある
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ことがらの現前・来るべきことがらの現前j(Confess. 1 1 .  20. 26)というべきで

ある.

2 )の問いは ， 1 )の考察から導き出されるのだが ， このとき ， アウグスティヌス

のある想定が浮き彫りになっている. アウグスティヌスは ， 1 )の検討において「長

くありえたものは ， 現在であったとき ， 存在していた」ことを理由に ， ["過去の時は

長くありえなかった」としている. 同様に未来の時も未だないのであるから ， 長くは

ありえない. ここから ， 時間の 存在基準に「現在Jが考えられており ， この基準の想

定のもとに議論がなされていることがわかる. だが ， 問題は同じこの 存在の基準であ

る 「現在」からアウグスティヌスの時間をめぐる議論にアポ リ アが出来することであ

る.

1-2 r現在」の縮減と瞬間

2 )の問いに対してアウグスティヌスは ， 通常 ， ["あいまいなJ仕方で述べられて

いる 「現在」と呼ばれうる時を例示しつつ ， その 「現在Jを縮減している. ["現在」

の縮減の議論の目的は ， r現在jが時の 「間jという意味で「長い」と呼ばれるとい

う仮説を立て ， それが妥当かどうかを具体的に検討することである. この仮説を検討

するため ， r (今世紀)百年九 「年九 「月j， r 日j， r一時間(hora)jの五つの事例が

検討されるが ， どの事例における現在の間も「さらに」部分的なもの(particula)に

よって過ぎ去るので ， 全体としての 「現在」がそれらの事例からは見出されない. 実

際， 当の百年の間にある ， 往く(agitur)どの一年も「現在Jに数え入れられるが ，

百年は往く現今の一年以外は過去もしくは未来もしくは両者に分割される. 従って ，

その百年は「現在」ではありえない. だが ， 百年のうち過ぎ往く一年は 「現在」であ

るということが残っており ， 今度は ， 過ぎ往く(qui agitur)一年が事例として ， こ

れが「現在Jかどうかといったかたちで仮説の検討が繰り返される. 結局は一時間そ

のものもさらに短い逃がれる 「部分」によって往しと指摘されるに到る.

以上から ， アウグスティヌスは ， r現在」と呼ばれるものは ， rどれほど小さなもの

であれ ， いかなる短い時間部分にも分割されえないもの」であり ， r現在はいかなる

聞も持たないj(praesens nullu m  habe t  spatiu m)と帰結する.

「現在jに関するアウグスティヌスのそもそもの想定は ， 時間に「間」があるとす
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れば， それは 「現在」の時が「間jの 「 存在する」時だということてもあった. しかし

同時に ， I現在Jは未来や過去と区別される時であるとすれば ， その想定からして ，

「現在」は「間」として長さを持つがゆえに ， 過去あるいは未来 ， もしくはその両者

に分割されうるのであり ， I現在」と呼ばれる身分を持たないことになるであろう.

しかし ， 通常(ここでも例にもれず)， I問」の長さあるいは短さについて語られてい

るのであるから ， この帰結は ， 時間の 「長さ」を語っているにも関わらず ， 長いと呼

ばれうる時が存在しないということを導いてしまう. アウグステイヌスはここでアポ

リアに陥るのである町

このアポ リアがいかにして乗り越えられるのかを見る前に ， このアポ リアに到る途

上で観察できたことを述べておきたい. まず ， 先述の 「現在」の探究にあっては ， い

わば純粋な現在という 「問」を確保しようとすることが ， かえって 「過ぎ往く」とい

う時間の特徴を示す結果になっている. それゆえ ， この局面では ， 当初の仮説の検討

から得られた洞察において ， 一定の特定される 「瞬間」が時間の最小(極小)部分と

して析出されているわけで、はない. つまり ， 時間の最小構成要素として「瞬間jが同

定されているとは直ちに述べることはできない. I瞬間」として 「現在jを定める特

別の目的がここにあるわけではないからこそ ， I現在」が謎として顔きの石になるの

である.

ここまでの探究段階において ， 未来・現在・過去といった時間の慣習的表現を 厳密

に述べ直すことが目的となっていることは ， アウグスティヌス自身によって明示され

ている. 上で見られたように ， I現在はいかなる問も持たないjことは 「全体が現在

でないならばそれは『現在』ではない」という規定に応えるために提出された理論的

な要請である. 検討の結果 ， 当初の仮説は応じることができなかったということにな

るが ， この帰結は ， 存在からすると依存されるべき「現在」という時が 「問」からす

れば無であるということを物語っているように思われる. そうであれば， I現在jそ

のものは 「間jのある時ではないということになる.

1-3 過ぎ去る時と時間測定

『告白』において著者自身によって実践されているように ， 過去や未来についても

語っているのであるから ， 語られる以上 ， 過去や未来も何らかの仕方であるのではな

いかと推察される. ここで， 現在の 存在論的な優位性とてもも呼ぶべき想定がまた働き
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アウグスティヌスは ， I (過去や未来が )どこに 存在しようと ， 存在するものは何であ

れ ， 現在のものでなければ存在しないjと述べ ， 上で ， それ自体としては存在しない

とされた過去の出来事や未来の出来事が ， 語りや時間測定の営みという脈絡で存在す

ること ， すなわち ， それらが例えば 証言やしるしを通じて間接的にであれ現前してい

るものであると説明している. ここから ， 4 )が 案出されていると思われる. 過去・

現 在・未 来 の そ れ ぞ れ が ， 厳 密には(proprie )， I記 憶J( memoria )， I直 視j

(con tuitus; atten tio )， I予測J(e xpecta tio )の三つの精神活動により識別される意味

で存在するといわれうるものであり ， 従って ， 一端は上で否定された三つの時間部分

の存在もこの意味で 手許に見出される.

記述の順序は前後したが ， 3 )は ， 上で述べられたアポ リ アの打 開 案として述べら

れている. この見解は ， 2 )の縮減の議論において ， I現在Jと呼ばれる時について

は 厳密ではない(non proprie )として反故にされた ， I過ぎ往くJ(agitur)という事

態への着目から出来している.

3 )の見解の優れた点は 「過ぎ去る時」そのもの(いわば 「絶え間なく流れる時J)

といった見解に留まらず ， 時間を感知し測定する営みの役割を述べている点にある.

感知し測定するという営みの分節化とともに 「過ぎ去る時」の分節化もなされるから

である. 実際， アウグスティヌスは ， 当初， ‘quid est tempus?' と尋ねて取りかかった

探究を繰り返し問い直すことで進めている. このとき ， 同じ問いが 字句通りに反復さ

れるのではなく ， 問い自体も再び定式化し直されている.

上で述べられた 「過ぎ去る時」が単に過ぎ去るのであれば ， その結果は過去しか残

らないのであるから ， I過ぎ去る時は， どこから(unde )， どこを通じて(qua )， ど

こに(quo )過ぎ去るのか」が問われ ， I予測から(e x)， 直視を通じて(per )， 記憶

へと(in )J (11 .  21 . 27 )過ぎ去ると応えられるのである. 21 節において ， 現在・過

去・未来の三つの時間表現がそれぞれ「魂Jの働きによって述べ直されるとき一つの

議論上の契機をなしていたわけであるが ， 今度は 「過ぎ去る時jが 「魂」の働きから

述べ直されようとしており ， ここに第 2 の契機が 看て取られる.

1-4 I運動」と「時間」の区別:時間の定義はなされたか

これまで ， 1 )から 4 )の探究段階に従い ， 聞いの連続性と契機という観点から時

間測定の議論を見てきた. 前節末尾の指摘に従うとしても ， I過ぎ去る時」そのもの
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が三つの現前によって述べ直されたに過ぎず， 終始尋ねられてきた事実上測られ， 長

さや比較が述べられもする時の間(spatia temporis)はなおも明らかではない. 本節

ではこの点がいかに探究され， そこから見出されたものが何かを見ておく.

時間の力(vis)と性行(natura)を見極めようとする アウグスティヌスの探究の

指針から， 天 体をはじめとする物体の運動そのものが時間であるといった伝統的な説

が斥けられている. あるものが運動することとそれを測る時間は異なるからである.

事実上， 確かに周期的な運動は単位時間(mora)として使用されるが， その単位は

そもそも運動という出来事ではないかと遡及されうる. さらに重要な指摘は「時間に

おいて(in tempore) J物体が「運動する」ことを測るのであり， ある場所や位置に

おいてではないという点である.

以上を背景に， 時聞が運動と区別されるある種の「拡散(distentio)J (11. 23. 30) 

だと述べられるとき， ある出来事が， なされ(gesta)， 終えられた(finita)という

ことから， 尺度が不定で、はあるが始終のある時間の経過(interualla)が指摘されて

いる. また詩句朗唱の例で示されるように， 匂・脚・音節といった詩歌の構成単位は

詩歌も含め， 場所の問(loca)を測る場合とは異なり， 延ばされたり切り詰められて

唱われることで時間において一定であるとは限らない. この指摘の直後， 時間が何ら

かの「拡散(distentio)J (11 .  26. 33)だと述べられるのは確固とした 「一定の時間の

尺度(物差し)Jがないからである. いずれの例でも， I拡散」は時聞が何らかの一定

の尺度であることに対する否定を示唆して述べられている.

従来， ‘distentio animi' は， アウグスティヌスの時間の定義と解されてきた. その

理由は33節の「時間が何らかの拡散(distentio)であり， 精神の拡散でないとすれ

ば請しいことだ」という文言に基づく. さらに， 時の間について時間を感知し， 測っ

ていることとして， (予測から)直視を通じて記憶に留まる「印象(affectio)Jを測

っているとあり， 過ぎ去る時の把握が繰り返し述べられてきた三つの精神の働きによ

りなされている， ということになりそうではある. だが， こうした文言は前節の「時

聞が何かを知らないのに， 時の『問』をいかにして知っているのか」という聞いに応

えているのであろうか. 当の問いそのものを見てみるならば， 明らかに「時の間をい

かにして知っているのか」という問いに絞り込まれたうえで， I印象」を精神の 「拡

散」に基づいて測っているということになるのであり， これは時聞を感知し測定して

いるということを明確にしているとはいえても， I時間とは何かjを説明していると
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は言い難い. 従って， ‘q uid est temp us?'という間いが， 時間そのものの定義を与える

問いであるとすれば， アウグスティヌスはここで時間の定義を行っているのではない

といえる. これに代わる代 案に関しては， 先に検討しておきたいことがらがあるので，

後に戻って述べることにしたい.

1-5 アポリアの解消と代償:二つの検討事項の提起

以上で見られたとおり， アウグスティヌスの時間測定の議論において時間と運動の

区別をなすことが， 文字通りの空間とは別に， 時の間の生成への考察に大きく貢献し

ていることが示された. そのとき， 'praesens' が， ある出来事の 存在の基準となる意

味での「現在」から， 生じ， 過ぎ， 消え去ったその出来事に基づく「印象Jの「現

前jという意味へと転化されつつ考察されたことが重要な契機であったといえるであ

ろう.

だが， 運動と時聞が無関係であるとは述べられていない点は留意されるべきである.

時間の長さを記憶における「印象Jについて測ると述べられるとき， 何かに対して引

き起こされるものが「印象」である限り， かつあるものの運動や変化が痕跡として残

される以上， これらは無縁のものとして切り捨てられてはいない. 無かったものが生

じることで運動がはじまり運動が終わることで始まることが時間測定の活動には終始

つきまとうのではなかろうか. この点はやはり運動に戻って考えられるべき問いであ

る. これが， 検討されるべき第一点である.

また， 3 )の見解が検討されるにあたり， それまで存在基準として述べられてきた

「現在」への言及が少なくなるのはなぜであろうか. 確かに， I現在jの時そのものは

「問jを欠くが， 現在にありながら「直視jし続けることに依って記憶に残る， ある

対象の「印象J(この 「間jを測ることができる )が生じるという点(11 . 28. 37 )で

は「現在」も要としての地位を失ってはいない. I 存在するであろうものごとjが

「 存在していたものごとJになるのも， 目下現前しているものを認識しているという

意味での「現在jにおける「直視」の働き(praesens intentio )を通じてこそ成立す

るからである. 幅のある現在と通常述べたくなるのも「直視」を通じて未来や過去と

絡み合っていることに因る. 精神の働きである「直視」という実質を抜きに 「現在j

と述べることに意義がなくなるのは時間測定という活動から時聞を述べる上では然る

べき道行きであったといえるであろう.
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とはいえ， 2 )において アポ リ アが生じる要因となった「現在jに関わる想定が

「直視」の働きにも妥当するならば， いかなる意味で「全体jとして 「直視」は現在

といえるのであろうか. 2 )におけるアポ リアが乗り越えられたのであれば， ここで

何かしらの仕方で当の想定に妥当するか， そもそも想定が誤っていたかが明確にされ

てもよい. これが検討されるべき第二の点である.

次章では， 以上三点の検討事項， 時間と運動， 時間と現在という二つの対の背後に

ある想定を， すなわち， 以上で述べられた時間に纏わる議論が何に負っているのかを

見定めるべく， 検討を進めることにしたい.

2 アウグスティヌスにおける時間論の後景

2-1 変化と継起における「現在jの意義

ここで詳述することはできないが， 後の『神の国』といった著作においては， 時間

が被造物の運動のもたらす変化なしにはないと明言されているぺ事実， r告白j にお

いても， 時間の成立が運動及びその類縁の概念に負っている点が述べられている. こ

の点について， 全てを挙げることはできないが， r告白.1 11巻における他の関連筒所

には次の表現が見出される. 以 下， 時間と運動及び変化， そしてそれらに類縁する概

念に関わる例を挙げる.

く1 >I瞬間瞬間があなたの合図に基づいて飛び、移っていく51J

< 2 > I過ぎ去ったものはすべて来るべきものによって追い払われ， 来るべきものは

すべて過ぎ去ったものに引き続いて生じる61J

<3 > I諸音節が鳴り響いて， 第一音節の後に第二音節が， 第二音節の後に第三音節

がそのとき順々に過ぎ， 結局残りのものの後に最後の音節がきて， 最後の音

節の後には静寂が過ぎた71J 

< 4) I何であれ， あったものがなくなり， なかったものがあるようになる限りで生

成消滅する81J 

ここで見ておきたい点は， く1)からく 4 )において運動や変化， 推移が述べられ

る際には， 過去， 現在， 未来といった時間部分が表に出てこないということである.

これは， たまたまそうであるというわけではなし先取りして言ってしまうと変化や
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推移といったことがらにあっては， 現在が隠されているという仕組みがそもそもある

ことによってな の だ と 指 摘 でき る で あ ろ う. 過去， 現 在， 未 来 が「慣習(con

suetudo) Jとして言語に流通しているものであり， アウグスティヌスがこれら三時制

によって分節化される時間部分それぞれについて存在論的な要請を述べていたことか

らすると， とりわけく2>の表現に着目することは自然な道行きである. なぜなら，

< 2 >においてはI praeteritu mJやIfuturumJと書き付けられており， 時制の名か

出来事を示すものかは暖昧であるが， その要請から後者と解釈すると， 明らかに現在

にあたるものが欠けているからである.

く2>の章句直後の箇所で「あらゆる過ぎ去ったものごととあらゆる来るべきもの

ごとは， 常に現在であるものから創造され流れ出す9)Jと述べられていることは注目

に値する. < 3 >が順序があるものの順序に従った 進展を述べていることから， これ

を踏まえて， < 2 >を見てみると， 常に現在で在るものに支えられている過ぎ去ると

いう事態もしくは継起が述べられているように思われる. く 1)では， 単に， 時が剰

那的に過ぎ去るということではなしいかにささやかな局面にあっても過ぎ去るとい

う事態が神の合図に基づくことだと述べられている. このことをく2>から今しがた

引き出された解釈と合わせてみるならば， 過去や未来の出来事の成立と時間的な継起

が同根であり， それゆえにその都度の現在にあたる継起がこれを表現しているといえ

るであろう.

ただし， < 4)が変化， 生成消滅を述べているとすると， く1>からく3>でみられ

る継起や推移とは異なり， 存在もしくは状態に重点があるように思われる. そのとき，

順序や上で指摘された継起とく4)で述べられる変化という事態は区別することがで

きる. この区別の意義は， 一方で順序や継起， 過ぎ去るという事態は時間的なあり方

であるということを補足するもしくは特徴的に示すということであり， 順序的にかっ

継起的に過ぎ去るあり方は過ぎ去ったものがそのまま存在し続けるというあり方では

ないという点を変化は支持するのである. これに対して， 上で詳しく見られたように

「直視」に応じて「記憶jに残される「印象」が留まることは， 当の「痕跡」を残す

ことがらが過ぎ去らなければならないという条件はあるが， 過ぎ去ったものが留まる

ことを許したはずである. だが， あらゆる過ぎ去ったことやあらゆる来るべきことが

依拠する「常に現在である」ものは， 前章で述べられた「現在」にはあてはまらない.

というのも， I仮に， ある現在が常に(sempiterne)現在であって過去へと移行しな
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かったとすると， もはや， その現在は時ではなく永遠となったはずであるJ(Confess 

1 1 .  14 . 17)からである.

1 で見られた， 過ぎ去ったものごとや来るべきものごとの 存在基準であった現在も，

現在の縮減の事例の検討から明らかにされたように， いかなる問も持たず過ぎ去るも

のであった. 従って， 時間があるということは過ぎ去ることであるという特徴付けは

既になされており， それは， 永遠と時間の対比上で(とはいえ永遠でないという否定

的な限定だけでなく)なされていたといえるであろう. それでは， 現在の縮減の事例

を検討する際に アポ リアに陥る契機ともなった， 現在が全体で「現在jであるという

想定はいかなる現在の時にもあてはまらないとしても「直視」という働きには相応し

いのであろうか. 以下ではこの点を検討する.

2-2 活動の遂行と全体

1 の「現在」の縮減の事例に対照的な事例が 37節において述べられる歌唱の事例

であり， 先述の記憶・直視・予測の精神の働きの関係を示したことがらが拡張されて

いる. 熟知した「歌」に関し， 歌い始める前は， 歌「全体」に予測が向けられており，

歌い始めてから行為中では， 精神活動の生が， 記憶と予測へと拡散される(dis

ten ditur) . また直視は現在に臨んでおり， これを通じて唱おうとする「部分J(未来)

が唱った「部分J(過去)となり， 予測は短くされ， 記憶は長くなる. 結局， 予測の

「すべて」が消尽され， 記憶へと「すべて」移る. 以上のことは当の歌の「部分jに

おいても当てはまり， その歌を小「部分」として含む， さらに長い活動(行為)にお

いても当てはまり， 人間の活動(行為)を「部分」として含む人間の「全j生涯にお

いても当てはまる. さらに， 人間違の「すべての」生涯を「そのうちにj含む人の子

らの「全」世代においても当てはまる， とされる10)

「現在」の縮減が示された事例において鍵になっていたのは， ある時が現在である

のはその「全体Jが現在である場合に限るといった想定であった. 従って. í全体j

とされる時がある部分に分割されるのであれば， その時は「現在jではないとされた

はずである. 一方， ここで示される「活動(actiones)Jの事例では. í全体」が「部

分j に分割される過程そのものが拡張され適用されている. このような違いは， 表面

上の違いに留まらずアウグスティヌスの考えに基づく由あるものと思われる. まず，

ここで採り上げている事例においては， 先述された「現在jを巡る アポ リ アは喚起さ
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れない. その理由は， 為していることに現在臨んでいる「直視」の働きがあるからで

ある. そして， 以上のような活動は運動とは区別されていることも注意されるべきで

ある. この点は， アウグスティヌスにみられる記憶の働きの重視を述べているように

みえる川. というのも， 熟知している歌が例示されており， これが予測の対象であれ

ば， 記憶されているから予測する， ということになるからである. 活動は少なくとも

以上の点で運動や変化と異なるのである.

実際， 目下検討している「全体jと「部分jを巡る二つの事例そのものがこれを語

る. I現在」を巡るアポリアに陥った議論においては， 事例を通じて「現在jと呼ば

れるに値する 「問Jが求められていた. 一方， I活動(actiones)Jの事例を通じて展

開されているのは， 過去のものへと移りゆく「問」を有する 「活動(actiones)Jが

述べられており「間」の成立が前提されている. 前者においては， I全体jで「現在J

となるものの否定の結果， 時間のいかなる部分も過ぎ去るという特徴を述べるもので

あり， 後者においてはある活動的な生の先取り的な 「全体Jの脈絡でこれら 「全体J

の部分的な実現と遂行とが相即であることが示されているのである.

この時間的な 「隔たりjは 「直視jによる知のあり方にも当てはまる. というのも，

特定の「現在」に身がおかれることによって， これまでという意味での「過去」とこ

れからという意味での「未来」も発生するからである. そこからいって， たとえ時間

的な事柄を全て知るとしても， そのさい特定の時間的な「現在」において知るのであ

るから， I直視Jも， 時間的な事柄の「全て」が対象になる場合であれ， 時間的な特

徴をなおも有するのである12)

2-3 時間的なものたちの全体と部分

1 1巻の時間探究がなされる箇所にあって， 後半， 自らの「魂」に呼びかけることで

議論が進むが， 4巻においても自らの「魂(anima)Jを鼓舞する場面が15節以降長

く続いており 「魂jの定位がどこになされていたか(なされるべきであったか)が述

べられている. ここで見ておきたい点は， I全体と部分」のあり方と肉の感覚の関わ

りである.

「おまえ[魂]が肉を通じて感覚するものは何であれ， 部分において 存在し， こ

れらの部分がその部分である当の全体をおまえは知らないのに， それらの部分が
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おまえを喜ばせている. だが， 仮に全体を把握するだけに足る力をおまえの肉の

感覚が有していたとして， おまえがその全体の部分において， おまえの罰として

正当な分を受け取っていなかったとすれば， 現在において存在するものは何であ

れ過ぎ去ってもらうよう望んで， むしろ， 全体がおまえに喜ばしいものとなった

であろう. ……131J

引用された箇所から. I魂(anima)Jの働きの一つである感覚は. I部分jをひた

すら享受することを「正当な分(iustus modus) Jとするものであると， アウグステ

ィヌスによって考えられていることが分かる. 無論， 時間を感知し測定すると述べら

れる場合に， アウグスティヌスが感知にどれほどの分を与えていたかは明確ではない

が， 少なくとも 「部分」を享受する働きを含めているもしくは踏まえているとはいえ

るであろう. また. r告白』において重要なモチーフのひとつになっている， 彼が自

他ともに迫る「何を喜ぶのか」という主題をめぐって， ここで詳しく考察することは

できないが. I部分jよりも「全体Jの方が 「より喜ばしいjと述べられていること

は留意されてもよい.

先述の 1 1巻の議論においては. Iより喜ばしい」といった価値判断を理由に 「現

在Jが 「全体」であるべきだとは少なくとも明示的には述べられていなかった. 逆に

このことが 11巻において時間が倫理的な相においてのみ述べられていないという見

解を支持するものと思われる. つまり. I全体」と「部分Jに関わる価値判断(順序

ではなく価値の序列関係)が時間について述べられる場合， それは自明ではないとい

うことである. 従って 1 の現在の縮減の議論で見られた. I現在」という時が「全体」

であるように求められること自体は， 時間探求の当該局面においてこそ出来する理由

を持っていたのである.

3 時間的な現在と留まる永遠の現在(結)

慣習(consuetudo)から時の間の魂における創案(inventio)という過程を経た，

アウグスティヌスの時間探究の成果とは何であろうか. それは， ‘anima' の時間的な

ものへの関わりが露呈することである. この点は， 上で見られたように『告白.1 4巻

15節から同 17節において全体と部分を巡り展開された魂の 「留まらないものたちj

への定位と肉の感覚の「分」に纏わる説話とも重なるが. 11 巻では二つの事例それぞ
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れから明らかになる 「現在Jの意味に現れていた. 上で見られたようにそれぞれ， 不

可分な全体という意味での現在と継起的に成立してまとまりをなすという意味での現

在である. これを踏まえて議論を振り返り， 考察を加えてみたい.

時制批判に切り離せない仕方で関わっていたのが， 日常的に語られる「時間の長さ，

短さ」であった. アウグスティヌスが蹟いた「現在」を巡る アポリアは精神の諸々の

働き相互の結びつきにより解明されたが同時に錯雑なる「魂」の慣習も露呈したとい

える. 探求の過程で， それぞれのアポリアが時間の特徴を浮き彫りにするという点で

否定的なものに留まらないことは， 上で見られたとおりである. アウグスティヌスの

『告白j 1 1巻の時間探究が示す成果はこの アポリアという挺子による時間の特徴付け

という側面をもつのである. 従って， 本 当は存在しないものが単に 「あるjと主張さ

れているのでも， 魂という実体に時間性といった属性が帰されたわけでもない. むし

ろ， このことが明らかにするのは， 1現在」において時間的なあり方をするものたち

を捉える魂自身の有様である.

以上のように解することができるならば， 上で述べたように継起や順序といった時

間的なことがらは， 1常に現在であるものJによって支えられている以上， それを実

現する契機になっているのであったのだから， 1現在」の状態， あり方に依存するの

である. これを裏側からみるならば， アウグスティヌスが陥った当初の「現在」に関

わるアポリアは「常にある現在」をある時間的な「現在」に定位することに似ている

のかもしれない.

1-2 において， 1全体jで「現在」であるべきとの想定から述べられた 「現在」は，

いかなる部分にも分割されない領域であるといえるならば， 継起的な観点からすると

継起する前後(先後)の聞なき問である. ある有りようと， 別の有りょうの狭間であ

る. 狭間に留まることは変化を留めることに等しい. すると， 過ぎ去るが変化しない

ということが 「肉の眼」の弱さ(認識)に負うことであるとすれば， 変化するものは

過ぎ去りうるし， 過ぎ去るものも変化しうると少なくともいえる(1目で見たものし

か信じないj観点からして， 1しうる」と述べているl. 従って， 1現在」は， 過ぎ去

ったものにも， 来るべきものにもいずれにも属さない， つまり， 過ぎ去らない(方向

はどうあれ移行しない)間にあるということになる. このような場合に， 時間を測る

ことができないということが問題になる(拘ることになる)のは 「魂」も「被造物」

であり時間的なあり方を蒙るからである.
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ここから， 上で指摘されたように， I時間はいわば精神の拡散である」とは， 時間

を測っているという「活動」に即して述べられたものであり， 時間そのものを定義す

るといった目的から述べられてはいないといえる. ‘distentio' が時間は天体の運動で

あるという説に対する反例と詩の構成単位といった長短の包含関係を持つ尺度を， 唱

うということで当の尺度聞の関係を不定にする例からそれぞれ提示されたことは踏ま

えられるべき点である. 'distentio'が留まることを紳す， ある場を占めて事に従うと

ころ を留めずにま ば ら に す る， 時 間の力や性行の謂い で あ れ ば， I過 ぎ 去 るj

(agitur)という特徴に結びつくと考えることはそれほど不自然ではない. そして，

他面， アウグスティヌスのアポ リアの解決もここにある. それは， 過ぎ去るあり方を

するものが， 過ぎ去るものと解るとき， それは解消されるということであり， この合

意は， 留まる間もなく純粋に過ぎ去るのでもなければ， 特定の「現在jに状態として

留まり続けるのでもない狭間に「魂」があるということである.
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しうる， 永遠とは別の尺度を持つ「天の天(caelum caeli) J (Confess. 12. 9. 9) と解釈

されることがある. それは， ["時間を欠くjと明確に述べられ てい る( ibid. ， 12. 12 

15) . だ が， いか なる時間も永遠の近似ではない .

13) Confess. 4. 10. 17，‘quidquid per illam [: caroJ sensis， in parte est et ignoras totum， 

cuius hae partes sunt， et delectant te tamen. sed si ad totum conprehendum esset 

idoneus sensus carnis tuae ac non et ipse in parte uniuersi accepisset pro tua poena 

iustum modum， uelles， ut transiret quidquid existit in praesentia， ut magis tibi 

omnia placent. nam et quod loquitur， per eundem sensum carnis audis et non uis 

utique stare syllabas， sed transuolare， ut aliae ueniant et totum audias. ita semper 

omnia， quibus unum aliquid constat， et non sunt omnia simul ea， quibus constat: plus 

delectant omnia quam singula， si possint sentiri omnia. sed longe h is melior qui fecit 

omnia， et ipse est deus noster， et non discedit， quia nec succeditur ei. ' 


