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さきに我々はアウグスティヌスの処女作<De P ulchro et A ptゆを， 主と し て

マニ教 が与えた影響 という側l函から 考察 し た。 ( 11インテリオル ・ メロディアI.Jl，
(1) 

立教大学研究報告 17，196 4)ここではポセイドニオスが与えた;;�轡合探ること にす

る。

立(1) 従来 の研究は圧倒的にギリシヤ， ローマ思惣の資料についてな

された。Svoboda はプラトン に(L'esth剖que de 祖国t Augustin 

Brno， 1933). Testard はキケロlこ (Saint Augustin et Cicトon

1， Paris 1958)さらにSolignac はNicomaque de Gérasa，Introd. 

arithm.， éd. Hoche，t1， XV I I，I; XVIII， let4; XIX， 1; XX， 2; Theolo-

g um. arithm.長d. de Fa lco， VI，4  sr ; Pseudo-Plutarquo， De vita et 

卯esi Homeri， 246に資料的源泉を求めた。 (Doxographies et ma-

n ue ls �3 Sources pythagoricennes， dans Recherches augustiniennes， 

I，p.p129-137) し か し ポセイドニオスとの関係から の考察は行わ

れていないように思われる。Svobodaは，De Ordineへ の影響を

指摘 し ， そこ でピュタゴラス の説 と し て登場 する思想がボセイド

ニオスに由来 するこ とを論証 し た。 L'Esthétiq ue p.44， A. Dyroff 

は一応そのようなポセイドニオスによる影響 の可能性 にふ れて い

るが懐疑的である。 Grabmann-Ma usbach， Aure lius Aug ustin us， 

1930. p. 15s.しか し 我々はすでに D e P ulchro et Apto の中 にポセ

イドニオスの影響 がみられると考える。

し か し 資料問題 に入るに先立って ， 予め， アウグスティヌス の思索の態度乃至
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方法について ， 四つ の点を指摘して おくことにする。

(1) いわゆる影響について。

『そ して ， そ のよう な 考察は私の内奥なる胸底より，精神〔のあかるみ〕へ

と， 波君主と湧き溢れ始めた。j] Conf， IV，13， 20. <Et i sta con sideratio scatur-

riit in animo meo ex intimo corde meo....…〉

こ の一節には， 若き日の思索が， 泉のように溢れて 止まぬ姿が，躍如として 描

かれて おり， そ の思索 の独創性が， 鮮かに窺い知られる。 <De P ulchro et Aptゅ

の 後の追想の中 で， t皮は次のように言う。

了哲学者の多くの書を読み， 記憶にゆだねて ， 保持して いた。 j]Conf， V， 

3，3. <Multa philosophorum， leg eram， me隅oriaeque m側data retineba m.. ・)

ここでmemoriaeque mandata と言われて いる 点に注意したい。 彼は多くの 書

物を， 一度記憶の底に沈め， やがて ， 内的 な衝迫の命ずる ま まに自由に取り出し

て くる。 そこに， 1t、かに多くの思想、の影響が見られると して も， あくまで 根源的

な， 主体的 なi'l出に基づいて 回想されて いる ので あるから，決して 一見，他の 思

想との並行した類似乃至同ーの表現がみられる からといって ， 機械的に影響 を云

す々ることが:Ll来 ない。 従って 我々の考察も， より一層厳密には，ポセイドュオ
(2) 

ス の in自uence でなく r長miniscence を探る ことでなければならない。

誌(2) こ のinfluence でなく réminiscence であるという 点をSoligna c

に よって 教えられた。 A. Solignac， Réminiscen ce s P lotinienne s et 

pythagoriciennes dans le début d u  “De Ordine" de saint A ug ust-

in， dans Archives de Philosophie， Jui llet-S epembre， 1957 p. 464 

(2) meditatio 

『しかしながら， かの De Pul chro et Apto……を， 私の 観想 の昨のもと

において ， 精神 の裡に， 想を廻すことを悦んだH・H・j] Conf.IV 14， 23. <Et 

tamen p ulchr um illud et aptum，……， libenter ani mo versabam ob os 

conte例plat加�is隅eg，e.・-・〉

こ の箇所は， アウグスティヌスの 思索が， いかに際想的であったかを示す。 思

考は， 迂回しつつ， 上昇する。 (Ber linger，Aug ustin s dialogi s che Metaphy sik) 

(3) comparatio 
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『ーその中の或るものを， マニ教徒のあの冗長な寓話(作り話， 神話)と

比較した0.1 Co nf . V， 3， 3. (ex eis q田edam comparaba酬i 1lis mani 

ch a田rum Jo ngis fabu Jis，"・・・》

乙の一節は，先きに引用したテキストに続く部分であるが， ここで彼は「哲学

者逮の書物Jと「マニ教徒の作り話」とを比較している。

註(3) SoJi 伊ac は<Doxographi 田…〉 において， (mu l ta philos o pho ・

rum )の内容を推定して， 従来よりも遥かに広般闘の読 書がなさ

れたことを論証した。 cf. P.Alfa ric， L'évolu tio n i nt eIlectueII e d e  

sai n t Au 伊路tin， 1， D u  Manichéis me au N長o p la tonis m e， Paris， 

1918， p.131，Al faric は mul taを文字通りとることはできぬという。

アウグスティヌスは十九才の時， キケロの<Ho 吋:e n si 田》を読んで深い感動を

受けたのであるが， <De Pulchro et Apt ぬも亦， 哲学者逮の多くの書物の影響

を受けたことは言う までもない。しかしそれは， 従来しばしば， 人々が説くよう

に単にキケロー， ヴアロー， ピュタゴラス派など， ギリシャ， ローマの哲学者逮

の影響にのみ依ったのであろうか。

彼は， De P ulchr o et Ap to を， 次の順序に従って考究せんとした。llnち

1 . 感覚論 2. 霊魂論 3 . 神論

しかし彼の説 くところによると， マニ教の迷妄に補い さ れて， 霊魂の意義を正

しく抱えることができなかったという。従って彼が， マニ教の存在論に深く影響

されていたととは確実である。

それでは， この二つの源泉， ピュタゴラス主義とマニ教は， いかなる関係に置

かれたのであるか。

アウグスティヌスにおいては， マニ教はピュタゴラス主義よりも一層深い基底

に置かれていたように 思う。(ここには重層的構造がある 。)

彼の思考の一つの特色は比較という方法にある。彼は生涯の転期において ， し

ばしば比較を試みた。

「それを， キケロの(文体の )荘重さと比較した。J Co n f . III， 

5.9. (quam Tu lJi an ae di 伊it ati comparabam.)ここに私は読んだ

が・・・， ことには読 まなかった。同様に…， ここには読んだが…，
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ここには読 まなかった。JCo n f . VII， 9，13-14. <ibi l egi.... non  

ibi l egi. It e m  l e gi ibi， ・.. non ibi l e gi) 

すなわち キケロの<Hort e n sius>を読んだ直後， 聖書に赴いてこれと比べたが，

聖書の文体の簡素なるに失望したが， 後に libri Plato nicor um (プラトン派の書

物)を読みその直後， これとヨハネ伝プロローグとの比較を試みている。 彼の場

合， 比較と言っても， 冷静に， 客観的に両者を眺めるそれではない。比較の規準

は， 常に聖書にあった。そして聖書への郷愁は， )さく幼児の日， 母モニカの胸に

おいてキbス トの名を吸う た記憶に まで遡る。アウグスティヌスが， キケロより
み

マニ教へと進んだ理由が， <Ho此 e n siω〉の中に， キリストの聖名が無かったこと

に求められていることは重く深い意味をもっ。

「なぜなら， キリストの名がここになかったからJ Co nf. III， 4， 8. <quod 

n o m e n  Christi non  erat ibi. ...> 

このよう にみてくると， <D e Pulc hro et A pω〉執筆の時期に， 二年後のよう な

マエ教? ノ討しい批判IJ ( fabulae)に基づく， < multa philωophoru m>との比較が，

すでに自覚的に行われたとは 思われないが， すくなくとも mul旬 philosophoru m

は， マニ教の土台の上に置かれたという ことは言えよう 。従って従来の， ややも

もすれば， Ì単色的に， ギリシヤ・ローマの資料からのみ行われた資料の探索は，

構造上すでに甚だ不完全である。

(4) Extasis 

アウグスティヌスは， すでに <D e Pulc hro et A pto>執筆の頃から， 神秘的 な

Extasis， 神との合ーをめざしていた。これは美学的， プラトン的な-rò KαÀÓ).Iと

-róπpéπ0).1 (Hi ppias maj eur; 2903.296 cf. Banquet， 21ld ;Phèdr e 249d， 264c) の

二分法も， マニ教的二元論的 存在論よりも一層奥深くに， (或いは， それよりも

前に)， 目指 されていたことを見逃してはならない。 この書物が元， レトリカの

美を論じたもので、はなかったという 推定(長沢信寿博士)も， もとより可能であ

るが， それに尽きる ものでないことも指摘 されねばならない。

それはしか しこの時期においては， 挫折の形で表われた。

『けれどもわたくしは， 爾のみもとに到ろう と努めたが， 爾のみ手によっ

て， 拒けられた〔っきかえされた)J Conf . IV， 15， 26 .主Sed ego conabar 
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ad te et re pelleba r abs te) 

従って 美 についての 思量は， 究極 においては， 美なる神を眺めることであり，

マニ教の詩篇に多くみられる如き， doxologie に終るものであった。 これをCon

f出ione s 執筆当時のヒ ッポの司教の神学的 反省乃至文学的 修辞とみることは出

来ない。


