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アウグスティヌス『神国論」

にかけるCivitas Dei 

松 田 禎

序

最初の歴史哲学の 書と 呼ばれる アウ グ ス テ ィヌ ス の「神国論J D e  

C ivi tate D ei contra paga nos は， 極めて問題の多い 著作である。 それは周

知のように， 西暦410年永遠の都ローマが ゴート族の侵略を受けて未曾有

の屈辱を蒙った際に， その禍いをローマの神 々の崇拝を禁じたキリス ト教

の責に帰し て， キリス トの教会を弾劾し てやまぬ者たちに対する一 種のキ

りス ト教弁明の書とし て著わされた。

しかし， それは単なる弁明の 域にとどまらず， 更に積極的にキリス ト教

の真理を顕正する意図をも 含んでい る。 即ち地上に於ける様々な出来事は

決し て偶然に起るものではなく， 神の深い 摂理のもとに人間 の自由な行動

によって織 りなされるものであり， そし て此の地上を舞台とする悲喜こも

どものドラ マに他ならぬ人間 の 歴史を貫い て神の救済の事業は押し 進め ら

れてゆく， とい うのである。 創造から終末に至る時の流れの中では， 救い

に予定された「神の国」 の 市民も， 予定されなかった「地の国」 の市民も

共 に混り合って泳い でい る。 し かし ， 世 の終りに凡てのものがその営みを

止めるとき， キリス トは再臨し て両者を分離し ， 永遠の生命と死 とをもた

らす。 地上に於ける人間 の歴史は 計り難い 神のt真理によって導かれてい る。

人聞社会の中の 教会も国家 もみな神の世 界経論の企劃から脱することはな

い。 神は「凡てに於い て凡てである」その時まで， 世 界創造以前に定めた

通り， 地上の歴史を導い てゆく， とい うのである。

我々は此の極めて問題的なアウグスティヌスの大著の中から， その中心
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思想 をなすところの「神の国と地の国 の問題」を取 りあげて， 以下い さ さ

か論究してみたいと思う。

1 civitasの意味

先ず 初 めに， civit as の意味を原典に即しながら調べてみることにする。

アウグスティヌスは civit as という語 を必ずしも 一義的には用いてい ない

ようである。 即ち彼は或 る箇所では， 1都 ・ 都市J city， St adt を指して

civit as と呼んでい る。 例えば， エルザレム をc ivit as D ei (神の都〉ノミピ
(1) 

ロン をcivit as diab oli (悪魔の都〉 という工合に。 だがまた他の箇所では，

「ポリスつまり 都市国家J city-st at e， St adt-staat を指して civit as と も 呼

んでい る。 例えば， ア テネ をcivit as Ath eni ensium， サグン ティン をci vi

tぉS aguntino rum と いうように。 さ らに 彼が 「国家J st at e， St aat を指

して civit as と呼んでい る場合もある。 例えば， メソポタミア をcivit as
(3 ) 

M es opot ami町 という風に。 或 い はまた彼が「神国論」の前半で， ローマ

の国家 を内部的に 徐々に解体せしめて行 ったところの邪悪な風習や道徳の

額廃について語 るときに， しばしばローマの国家 を指してcivit as と呼んで

い る。 もっとも此の場合に， ローマは或 る特 定の 政治組織をもっ国家 とし

てではなく， むしろ統合された市民の 団体としての観点から捉え られてい

るのであって， アウグスティ ヌスは もし前者の ご とき意味にならば， res 

publica という言吾 をあててい るようである。

さて， 以上に 瞥見してみたことから， アウグスティヌスは civit as とい

う語宏， それが指し示す対象の場所・規模 ・ 政治的構造などにはかかわり

なく用 いてい ることが分る。 では一体彼はそれらの対象のどのような共通

点在捉えて， 等し く civit as と呼んで、い るのであろうか。 「神国論J XV-

8 にはアウグスティヌスの次のような 言葉が見当 る。 C ivit as， qua e  nihil 

est a liud q uam hominum muh it udo aliq uo societ atis vincul o  conli gat a 

(1 civit as とは， 或 る 団体の紳 によって結合された多数の人々に他ならな
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いJ)つまりアウグスティヌスは 何らかの 団体を， 特にそれを構成する 多

数の人々・人聞に着眼 する。 勿論 それらの人々は相互に無関係に個々別々

に あるの ではなくて， やはり或 る 団体の紳 によ って結合されているのであ

る。 従って， 或 る 団体 蹴l etas が先 ずそれを構成する人間homo. h omines 

に着目 され， 次いで人間と人間とを結び 合 わせ る 或 る 団体の紳 al iq uod

ωcietatis vi即l um に注目 されて， civitas と広く呼 ばれているわけである 。

実際アウグスティヌスは「神国論 」 の中で， しばしば civitas をω cietas

と言い換えているのに気付く。 例えば， í神国論J XVI-10 に於いて civi

tas， hoc est so cietas と， 或 いは班- 1 に於いて civi tates， ho c est s o cietates 
(6 ) 

という工合にである。

ところで， 我々はこれまで アウグスティヌスによる civitas の一般的な

用 い方を検討 してみたのであるが， それではいよ いよ我々の当 面の問題で

ある civitas D eiや civitas terrena に関連づけて， 一体これら2つの civitas

についても， 先の一般的な civitas の規定， 即ち í civitas とは， 或 る 団体

の紳 によ って結合された多数の人々」 という規定が果して妥当 するのか。

もし仮 に妥当 するとするならば， その場合に或 る 団体の紳 aliq uod s配ie

tatis vin c1 umとは一体何を意味 す るのか。 我々は続いて此の点を究明 して

みることにする。

そもそもアウグスティヌスは civitas D ei とか civitas terr ena とか いう

理念を一体どこから得たのか， と問われるならば， それは何 よりも 先ず聖

書から， と答え ざるを得ない。 事実「神国論 」の中 でアウグスティヌズ自

身がこう述べている。 例えば， XIV-1 に於いて， du o qu a edam genera 

h uma nae s四ietatis.. .... ， q uas civitates duas se cu ndum s cri ptu ras nostr部

merito a ppell a re po事 sumus. ( 2 種類の人聞の団体を， 我々は聖書に従っ

て正当 にも2つの国と呼 ぶこ とぷ できる 。〉またXV-1 に於いて， i psius 

generis h uma ni， q u吋in duo genera distrib uimus..'・…q uas etia m型盟註

a ppe ll amus civitates dua s， h o c  es t  dua s回 cietatesh ominum.く人類そ のも
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のを我々は2つの鍾類に 分けたのであるが， これらを尚我々は神秘的に 2

つの国， つまり2つの人聞の団体と呼ぶ。〉とアウグスティヌスは述べてい

るけれども， ここで彼が m ysc ice 神秘的に m yst ica llyと言っているのは，

結局比喰的に a llego ri回l l y， m e ta ph ori伺ll yということに他 ならず，そして

此の比喰 a 11句町， m e ta pho ry は聖書に 於ける c iv ita sから得られている

ことは言うまでもない。 いま， 聖書に 於けるそれらの箇所を具体的に 指摘

してみるならば， 旧約聖書では例え ば， 詩編48- 1 ，  87- 3 ，  96- 4 ， ま

た新約聖書では， へプレオ書11-1 0， 11-16 ， 12-22， 13- 14， 黙 示録2

-12， 3 -12等である。 こうして c iv ita sDeiや c iv ita ste rrena の理念を

アウグスティ ヌスが何よりも聖書から得たこと は明らかである。

ところで先の問題 点に もどって， これらの2つの c iv it asを我々が既に

知ったあの一 般的な c iv itas の規定に 関連づけるとどうなるであろうか。

先ずCÎv itas は多数の人々・ 人聞から成るところの 団体でなければならな

かったが， これら2 つの c iv ita s も只今の引用から直ちに 明らかなよ うに，

人聞の団体であり， しかも人類そのものを2 分 して， そのいずれか一方を

1 つの c iv itas が， また他 方を他の c iv itas が包含するほどの 壮大極りな

き団体である。 次に c iv ita s は或 る匝体の紳 に よ って 結合されたところの

団体でなければならなかったが， それではこれら2つの c iv itas という壮

大なる団体を結合せしめている紳 は一体何であろうか。 「神国論 J (-15 

には， アウグスティ ヌスの次のよ うな言葉が見出される。 a liud c iv itas non 

s it q ua m con co rs homi nu m mu l tit udo. ( c iv itas とは， 同じ心の多数の人

々に他 ならない 。)すると， これら2つの c iv it asを各々結合せしめている

幹は同じ心 conco rd ia ということに なるのであろうか。 そして思 うに ， 多

数の人々が同じ心をもつのは， 何か或 る1 つのものに 人々の心が集中し，

その1 つのものを中心として相互に 多くの心が結ばれ合う場合 のよ うに 考

え られるが， それでは c iv itasDeiに 於いて， 多数の人々の心を結び合 わ

せる紳の中心は一 体何であろうか。 またc iv itas te ηena に ついても同様な
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ことが言えるとしたら， それの中心は何であろうか。 いや， そもそもこの

ように異る中心をもっこれら2つの civi加がどのよ うにし て 由来し ， し

かも人聞は誰でもそのいずれか一 方に属しなければならない， といった事

態がどのよ うにして生じたのであろうか。 我々 は そ こ で， c ivit as  Deiと

civitas terrenaとの起源の問題に関心を移し， 次に此の問題 を取 り上げ て

解明し てみることにしよう。

11 civitas Deiと civitas terrenaとの起源

さて， r神の国」と 「地の国 」 の起源は， 神の世 界創造を前提とするゆ

え， いま必要な限りで簡潔に此れについて述べ， 神と被造物ことに理性的

被造物との関係 を見定めておくことにする。 rはじめに神は天と地とを創

造されたJ (Ge n. 1- 1)アウグスティヌスは旧約聖書の「創世 記」冒頭

の此の言葉を典拠として， 神が世 界を創造したこと， 従って神は世 界の創
(9 ) 

造主であることを主張する。 即ち 「神国論 J )J-4 に於いて， r目 に見え

る凡てのものの内で最大なるものは世 界であり， 目 に見え ない凡てのもの

の内で最大なるものは神である。 し かるに世 界が存在することを我々は見

神が存在することを我々は信ずる。 だが神が世 界を創造したことを神自身

よりも一層完全には何びとにも信じない。 ではどこで我々は神に聞いたの

か。 聖書に於いてよ りも一層良くはどこにも我々は聞かなかった。 そこで
(10) 

神の予言者は『はじめに神は天と地とを創造された』と語 ったのである 。J

このよ うに神が世 界を創造したことの完全な証言者は何びとよ りも神自身

であり， そして我々はその神から， 神の言葉を書き記した聖書を通して聞

くのである。

し かし， 何故神は世 界を創造したのであろうか。 神の世 界創造の理由は

一 体何であるのか。 それはアウグスティヌスによれば， 世 界を創造するこ

とが神にとって善であったからである 。 つまり， 神は何らかの必要の故に，

何らかの欠乏を満たすために創造したのではなくて， ただ神の善性boni凶
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De iに 従って， 即ちそうすることが善であったが故に， 世 界を創造したの

である。 それ故， アウグスティヌスは「神国論J Xl-23 に於いて次のよ う

にい う。 í善い 神が善い ものを遣った。 造られたものは神ではない から神

に劣るけれども， だが善い ものであって善い 神によ る以外には生じなかっ

たであろう， とい う此のこれほどに立派で単純な世 界創造の理由を立派に
(12) 

単純に信ずること」一これが我々にとって大切である。 し かしながら， 善

い 神が善い ものを遣ったとい うのであれば， 神もその神によ って造られた

ものも， つまり被遺物も共 に善であるとい うことになりそうであるが， そ

れでは神と被造物とはどのよ うに異なるのであろうか。 アウグスティヌス

が「神国論J Xl-l0 に於いて述べるところによ れば， íそれのみに於いて

述べるところによ れば， íそれのみが単純で， 従ってそれのみが不変的で

あるよ うな善がある。 これが神である 。 この善によ って凡ての善い ものは創
(13) 

遣されたが， し かし単純なものではなく， 従って不変的なものでもない 。」こ

のよ うに神は単純で sim p lex不変的なin commutab ile 善であり， これに対

して， その神によ って 造られたる被造物は確かに善ではあるが単純でなく，

ま た不変的でもない 。 まさし く此の点に両者の相違が認められるのである。

ところで只今は， 神と被造物との関係を善 b onum とい う観点から考察

してみたのであるが， 次に存在 ens とい う観点から考察してみれば ど う

であろうか。 アウグスティヌスはやはり善の秩序と同時に存在の秩序を説

いてい る。 即ち彼は「神国論 」班-2 に於いてこう言ってい る。 「神は最

高の存在である故に， 即ち最高に存在し従って不変的である故に， 無から

創造し たものに存在を与え た。 もっとも神自身がそうであるよ うな最高の

存在をではない が， 神は或 るものに存在をよ り多く， また或 るものに存在

をよ り少く与え ， こうして存在の本性を段階的に秩序づけたのである。」こ

のよ うに神は最高の存在であり， それで無から創 造した被造物に存在を附

与して， それらを段階的に秩序づけたのである。 彼は被造物の聞の本性の

秩序 o rdo na tu rae に言及し て， í神国論J Xl-16 に於いて更に次のよ うな
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ことを言っている。 被造物の内で生命のあるものはないものに まさる。 生

命あるものの内では， 感覚をもつものはもたぬものに まさる。 感覚あるも

のの内では， 知性をもつものはもたぬものに まさる。 そして知性あるもの

の内では， 不死 なるものは死 すべ きものに まさる。 そこで天使は人聞に ま

さるのである， と。 こうして被造物の内でも， 天使や人間 のよ うな理性的

被造物は上位に 存している。 勿論理性的被造物とて， 神に よ って ab D eo 

造られた故に 善いものではあるが， しかし神から deD eo 造られたのでは

なくて， 無から ex nih il o 造られた故に 可変的なものである。 けれども，

その自由意志をもって不変的な最高善なる神に よりすがり， かくて幸福で

あり得るような仕方で創 造されている。 従って， 神に よりすがらぬことは

理性的被造物の本性に 反することであり， 欠陥 vitium であって， 当然悲

惨を招くというのである。

さて我々は以上に ， 神と被造物ことに理性的被造物との関係を見定めた

ので， 急いで本筋に もどって我々の当面の問題， 聞ち「神の国 」と「地の

国 」の起源の問題を解明してゆくことに する。 アウグスティヌスはこれら

2つの国 の起源は， 実は天使たちの聞に 生じた2 種類の相違 diversit as に

よっておかれたという。 先に 述べ たよ うに ， 理性的被造物たる天使は不変

的な最高善なる神に よりすがることができ， こ のよりすがり adh a esi o に

よって幸福であることができた。 また神は本性の品位 dignit as na旬 raeに

於いて， 他の凡ての被造物に まさる天使に 知性を与えて神を観想し享受す

ることができるよ うに し， また自由意志を与えて， もしも至福なる神を見

捨てたならば直ちに 悲惨が幸福に とって代るよ うに してし沼 。 ところが天

使の内で或 る天使は凡てに 共通の最高善なる神に 於いて， その永遠性と翼

理と愛とに 於いて不断に 持続したのに 対して， 或る天使はあたかも自分 が

自分 の善であるかの如くに 自己満足して， あの凡てに 共通の一層すぐれた

至福な善から白からの特殊な善に 堕したのである。 かくて天使に 2 種類 の

相違が生じた。 即ち幸福な善い天使と悲惨な悪しき天使とである。 そして
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アウグスティヌスのいうよ うに， 善き天使の幸福の原因は神へよりすがっ

ていること adh配r e reDeo であり， 悪しき天使の悲惨の原因は， 反対に，
(19) 

神によ りすがっていないことである。 し かし ， これら2 種類の天使の相違

はその本性 natura に基くものではなくーというのは， いずれも善き神に

よって創造されたのであるからー その意志 vo luntas に基くのである。 つ
(20) 

まり， 悪しき天使は自らの悪しき意志によ って墜落し たのである。

それでは悪しき天使の悪しき意志 mal a vol untas を原因し たも の は 何

であるか。 何が彼らの意志を邪悪にし たのか。 アウグスティヌスは悪しき

意志の原因を探索し て， 結局悪しき意志はそれ自身 e ffe ctio ではなくし て，

de fe ct io である故に， 悪しき意志の ca usa e ffi c iens はなく， むしろ cau sa

de fi c iens があるだけだ。 つまり， 最高に存在するもの即ち神からよ り少く

存在するもの即ち自己へ de fi cere すること， これが悪しき 意志を もつこ

とに他ならない。 だから， このような de fe ct io の何らかの原因を見出そう

とするのは恰も聞を見ょうとし たり， 沈黙を聞こうとし たりするのに似て

いる， とアウグスティヌスはいう。 繰返し て言えば， 意志、が本性的にそれ

自身悪なる対象に 向うというのではなくて， 意志、がその本性の秩序に反し

て， 最高の存在をもつものからそうでないものへ向うということ， この意

志の de fe ctio それ自体が悪なのである。 従って， 悪しき天使の悪しき意志

の causa e ffi ciens は存し ない。 彼らの悪しき意志そのものが， それによっ

て本性の善が損なわれたところの悪の起源であるから。 そし て彼らの意志

は， 最高善なる神から特殊な善なる自己へ de ficere すること以外には悪く

はならなかった。 それ故， この de fe ctio は自己満足sibi pla ce 問乃至は高

慢 s uperbia と呼 ばれる。 ともかく此のようにし て， 天使の聞に相違が生じ

て2 種類の 団体が成立し たのであるが， その相違によって2つの国 ， 即ち

「天の国 」と「地の国 」乃至は「神の国 」と「悪魔の国 J との起源がおか

れたのである。 そし て， これら2つの天使の団体はアウグスティヌスの描

写するところによ れば. r一 方は神を享受し ， 他方に倣慢にふくれ上がり，
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一方は神への聖なる愛もて燃えたち， 他方は自己増a慢の汚れた欲望で、悪臭

宕放っており， 一方は諸天の天上に住まい， 他方はそこから投げ落されて

下界で、荒れ狂っており， 一方は輝かしい敬虚をもって安静であり， 他方は

暗閣の欲望をもって撹乱している。 一方は神の指図によって優しく助け義

しく報い， 他方は自らのうぬぼれによって征服し傷つけんとする欲望で燃

えさかっている。 そこで， これら2つの天使の団体は互いに似ていずに相

反しているのである。」

さて， 以』二の考察によって， 2つの国の起源が天使の聞に生じた2種類

の相違によっておかれたことが明らかとなったので、あるが， 更に人聞に関

する限りでこれら2つの国がどのようにして起源、したかを追究してみたい。

アウグスティヌスは旧約聖吉の「創世記」の叙述に従って， 神が最初に人

祖アダムを遣ったことを認める。 人類はその最初の1人の人から始まった

のである。 しかし， 何故神は最初に1人の人間アダムのみを創造したのか。

それはアウグスティヌスによれば， こうすることによって人間社会の統一

unitasと和合 concordiaの紳がより強くなるように， また人が相互の本性

の類似によってのみならず， 人間的感情の認知によって結合されるように

であった。 その人祖は自慢から神の誠めを破って罪に堕し， そのため本性

が壊敗しcorrumpere死を免れなくなったが， この罪の罰は人祖のみなら
(25) 

ず， その子孫つまり人類全体を巻き添えにした。 こうして人類全体が断罪

condemnatioされているのであるが， しかし， 神は全知であり全能である

ならば， 神は人祖の堕落を予知していたに相違ない。 では何故予知してお

りながら， それを阻止しようとはしなかったのか。 罪を犯して自ら悲惨に

落ち入るはずの人聞を何故神は創造したのか。 アウグスティヌスは答える。

勿論神は人祖の堕罪を予知していた。 しかしまた神は， 断罪された人類の

中から或る人々が思寵によって世嗣に召されるであろうこと， 罪の赦しに

よって義とされて聖なる天使たちに結合されるであろうことも予知してい

た。 神は悪をも善く用いることができるのである。 こうして人聞に関する
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限り， 神の予知によって人祖に於いて2つの国の起源がおかれた。 という

のは， あの1人の人間アタムから凡ての人聞は由来すべきであり， そして

彼らの内の或る 者は恩寵にlよって善き天使と結合され， また他の者は罰に

よって悪しき天使と結ばるべきであったから。 それ故， 結局4つの国つま

り天使に関する 2つの国と人聞に関する 2つの固とがある のではなくして，

2つの国つまり善き天使と人間の国， それと悪しき天使と人間の国がある

のである 。

以上， 人聞に関する 限りで2つの国の起源を追究してみたのである が，

要するに， 人祖の墜落によって人類はその人祖に於いて断罪されており，

その限りでは皆罪人の状態にあり， 従ってfJtP.の国」の市民である が， し

かし神はその罪人の群れの中から自由に選んだ者たちを恩寵によって「神

の国」の市民として予定したのである 。 そこでアウグスティヌスはいう。

「地の国の市民は罪によって欠陥ある 本性によって得られる が， 天の国の

市民は罪から本性を自由lごする 恩寵によって得ら れ る。 前者は怒りの器

vasa iraeと呼ばれ， 後者は憐みの器vasa misericordiaeと呼ばれる 。」こ

うして人聞は皆これら2つの国のいずれかに属する のである が， 更にこれ

ら2つの国の特徴を比較する ことによって一周明らかにし， 言わば人間の

2大類型を浮彫りにする ように努めてみよう。

III 2つの国の特徴の比較

アウグスティヌスは「神国論J XV-lで I人類の2つの種穎の内の

1つは神と共に永遠に支配すべく予定されており， f也は悪魔とjt，ーに永遠の

責め苦を受くべく予定されている 。Jと述べている 。 確かに， アダムの原

罪による 人類の断罪を重視する ならばこのような厳しい口調となりがちで

ある が， しかし， 神の予知・予定と人間の意志とは必ずしも背反するもの

ではなく， 人間は神の予定の範囲内で、自由意志によって行為する ことがで
(32) 

きる 。 そこで今この点から2つの国の特徴を号察してみる ならば， どうな
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るであろうか。 アウグスティヌスは「神国論J XIV-lに於いて， 次のよ

うに述べている。「地上には儀式・風習・言語 ・武器・衣服のさまざまな

相違によって区別される極めて多くの国 々があるけれども， だが我々が聖

書に従って正当にも2つの国と呼 ぶことのできる2 種類の人間の団体以上

にはない。 即ち1 つは肉に従って生きることを欲する者たちから成り， 他

は霊に従って生きる者たちから成る 。」ここで2つの人間 類型が示さ れ て

いる。 即ち肉に従って生きることを欲する人間と， 霊に従って生きること

を欲する人間とである。 それでは， 肉に従っ て生きる s e cundum ca rnem 

v ivere とは， また霊に従って生きる s e cundums p ir it um vivere とは一体

如何なることであろうか。「肉」田ro という語 によって， 聖書は地上の死

すべ き動物の体を意味 するのみならず， また人閉そのものをも意味 するこ
(35) 

とがある。 即ち人聞の構成部分 である肉によって人間の全体を意味 するの
(36) 

である。 ところで， 肉に従って生きることの意味 を知るためには， 聖パウ

ロの「ガラテア 書」の1節(Ga 1.， V -19�21) を吟味 し て みる必要があ

る。 そこにはこう記されている。「肉の働らきは明白である。 即ち不品行・

汚れ・好色・偶像礼拝・まじない・敵意・争い・そねみ・怒り・党派心・

分裂・分 派・ねたみ・泥酔・宴楽及びその類いである。 私は以前にも言っ

たように， 今も前もって言っておく。 このようなことを行う者は神の国 を

継ぐことがない 。」我々はこの1節に於いて， 聖パウロが断罪のために引用

した肉の働らきの内には， 不品行・汚れ・好色・泥酔・宴楽のように肉体

の快楽に関するもののみならず， 魂の悪徳を示すものそ見出す。 例え ば，

偶像礼拝・まじない・敵意・争い・そねみ・怒り・党派心・分 裂・分 派・

ねたみ等である。 そこで我々は， 聖パウロがここで肉という言葉によって

人間の全体を意味 し ていることを知るのである。 それ故， 肉に従って生き

ることは結局人聞に従って生きることを意味 する。 それに対して， 霊に従
(37) 

って生きることは神に従って生きることである。 そして凡ての人々は， 人

聞に従って生きる者 qu is e cundum hom inem v ivunt と神に従って 生きる
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者 q u isecundu m Deu m vivun tとの 2 大類型に大別される。 それ故にア

ウグスティヌスはいう。 í人類を我々は2つの種類に区分 する。 即ちその

1 つは人聞に従って生きる人々 で あ り， 他 は神に従って生きる人々であ
(3t1) 

る。」こうして， 地の国 は肉に従って即ち人間に従って生きる者から成り，

神の国 は霊に従って即ち神に従って生きる者から成るのである。

さて， 以上に我々は2つの国 の基本的な特徴を指摘し てみたのであるが，

次には更に具体的に2つの国 の特徴を比較しながら考察してみよう。 先ず

「神の国 」と「地の国 」とは， その崇拝の対象としての神及びその神に対

する態度の点で根本的に相違し ている。 神に従って生きる「神の国」の市

民たちは当然に唯一の真なる神を崇拝し てその神に奉佐する。 しかるに，

人聞に従って生きる「地の国 」の市民たちは真の神を軽んじて多くの偽りの

神々を崇拝し， しかも人聞のさまざまな地上的な利益のために， さまざま

な役目 をもっ神々を作り出し てはその神々に犠牲を捧げ る。 勿論「神の国」

では神々を作ることはなく， かえってそれ自身が真の神によって造られた

のであり， また何らかの犠牲を捧げ て神の気を引くことはなく， かえって
(40) 

それ自身が犠牲なのである。 そして， í神の国」 の王にし て建設者たる者

はキリストであって堅固な基礎をもち， その市民たちは創造主たる神と共

に生き， 神への無条件の依存によって平和であり， 幸福であるが， í地の

国 」の王は邪悪な悪魔であって脆弱な基礎をもち， その市民たちはさまざ

まな被造物の善に心を寄せるために不安であり真に幸福ではない。 それか

ら， í神の国」を特色づけるものは真なる神への信仰であり， 敬慶であり，

従順であるが， í地の国 」を特色づけるものは不信仰であり， 不敬虞であ
(42) 

ち， 不従順である。 そし て「神の国」の特徴が謙遜と神への愛にあるのに

対して， í地の国 」 の特徴は高慢と自己愛にある。
)

従ってア ウグスティヌ

スはいう。 í2つの国 は2つの愛によって造られた。 地の国は神をないが

し ろにするまでの自己愛によって， 天の国は自己をないがしろにするまで

の神への愛によって 。」次に， í神の国 」と 「地の国 」との相違はこの世
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(世間・世俗〉に対するその立場に於いても明らかである。 即 ち 「地 の

国 」の市民たちにとっては此の世は唯一にして凡てであり， そこで彼らは

此の世のものを恰も最高の善であるかの如く見倣して， 地上の享楽を唯一

の楽しみとしてそれに耽ける。 しかるに， í神の国 」 の市民たちは此の世

を越えた世界を認め， そしてそこにこそ真の平和と幸福とがあることを知

っているから， 此の世のものはい わゆる 「用いなし、かの如くに用いJ， そ

して此の世に於いては来世に於ける永遠の幸福を希望しつつ信仰をもって

生きる。 従って， 彼らは此の世にあっては異邦人であり遍歴者であって，

「神の国 」 は此の地上では遍歴per egrina tio の状態にある。 ア ウグスティ

ヌスは神と世に対する2つの国 の市民たちの心的態度を次のように指摘し

ている。 「善き者たちは神を享受するように世を用いるが， 悪しき者たち

は， それとは逆に， 世を享受するように神を用いることを欲する。 」と。

更に「神の国 」と「地の国 」とは， その市民たち相互 の関係に於いても著

るしい相違を示している。 即ち自己愛に燃え たち， さまざまな地上の善を

欽望してひたすらそれらを追求する「地の国 」の市民たちの聞では， 当然

なことながら争いが絶え ない。 彼らの心は支配への欲望によって自ら支配

されている。 しかるに， 神への愛に燃え たち， 天上の最高善を心にかけて

地上のものは「用いないかのように用いる」ところの， í神の国 」 の市民

たちの聞には争いは起らず， かえ って神の家 族として， 神を中心に結び合
(49) 

わされた相互の心の一致con cord ia が認められる。 そして彼らが指導的立

場に立っときには， 義務に従って統治し， 仕えるために支配す る の で あ
(50) 
る。 以上に我々は2つの国 の特徴を比較してみたのであるが， 次に此の地

上に於ける2つの国 の相互の関連について考察してみよう。

IV 地上に於ける2つの国の関連

さて， 考察の便宜のために， ここで改めて「神の国 」と「地の国 」との

構成を振り返してみる。 í神の国 」 が存在することは聖書 の多くの箇所に



36 

よって証明されるのであるぷ:〉その 「神の国 」を構成する者たちは最高の

存在， 最高の善なる神に共通によ りすがり相互に聖なる友情をもって結ば

れているところの聖なる天使であり， またその天使に結合 されるべく恩寵

によって予定されている人間であ宮; そして聖なる天使は既に天上 の住ま

いに於いて安らっており， 完全に幸福であるが， その天使に結合 さるべき

人聞はまだ悲惨な地上を遍歴しており， その期聞に恩寵によ って成長し，

次第々々に罪からいやされているのである。 聖なる天使は唯一の真なる神

にのみ犠牲が捧げらるべきことを知 っているので， 人間に 犠牲を自らへ求

めることはなく， かえ って共々に神の犠牲となることを欲し， また人聞を
(53) 

天上から助ける。 それでもし 「神の国 」を人聞に 関してのみ見るならば，

「神の国 」は此の地上 では異邦人として遍歴の状態にある。 次に， I地の

国 」を構成する者たちは， 高慢su perbia によ って最高の善なる神か ら自

己の善へ堕して悲惨となり， 罪を受けて此の世 界の最底に 投げ下されたと

ころの邪悪な天使であり， またその天使に結合 さるべく予定されてい る人

間である。 そして先の 「神の国 」がキリストをその王とするよ うに ， この

「地の国 」は悪魔を王とするのであるから， 厳密には 「神の国 」に対立す

るものとしての 「地の国 」はむしろ 「悪魔の国 J c ivitas diab o li と呼 ばる
(55) 

べきである。 もっとも 「地の国 」という名称は， このよ うに 厳密に 「神の

国」に対立するものとして狭義に用 いられてい る場合 のほか， もっと漠然

と地上に於ける国といった意味で用 い られてい る場合 もある。 それ故2 つ

の国 は， もしそれらが世 界の終末に於ける最高の審判を経て分離され完結

された姿に於いて見られるときには， その聞に は厳格な対立があるのみで

あって， そこにはいささかの妥協もあり得ない 。 しかし， 世 界の創造から

終末に至る期間の此の地上での姿に於いて見られる場合 に はどうであろう

か。 アウグスティヌスによ れば. Iこれら2つの国 は此の世 に 於い てはも

つれ合 っており， 最後の審判がそれらを分離するまでは互い にまじり合 っ

ている。」そうしてみれば. 2 つの国 は少くともその上 で互いにドラマを
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演ずるところの地上の舞台を共 通にもつわけである。 勿論 それだけではな

い。 それに関連してさまざまな共 通点が出てくる。 今その幾っかを指摘し

てみれば， 先ずその第1は誕生・出生 generat io である。 í此の世 の子ら

はめとったりとついだりする 。J CLuc .， XX -34 )此の世 に於いては 遍 歴

している神の国 も， そこに於いてもはやめとったりとついだりしないとこ

ろの天上に辿り着くまでは出生によって導かれる。 言うまでもなく「神の

国 」 の市民たちはキリス トの洗礼を受けて再生 regenerat io �し， 遍歴の

期聞に神の恩寵によって成長してゆくのであるが， しかし 此の世 に於いて
(58) 

は出生の2つの国 に共 通である。 第2 は地上の財bona である。 「神の国 J

の市民といえ ども此の地上の世 界に生きてし〉る限り， 地上の財を用 いない

わけにはゆかぬ。 し かし ， その用 い方は前述したように著 るしく異る。 即

ち「地の国 」の市民たちは地上の財を， それが唯一の善であるかのように

見倣して享受するが， í神の国 」 の市民たちは天上の優れた善を知ってい

るので， 地上の善はいわゆる「用 いなし、かの如く用 いる」のである。 しか
(59) 

しそうはいっても， 全く無しに済ますわけにはゆかぬ。 第3 は地上の平和

paxである。 í神の国 」 の 市民たちはその国 の至高善が完全にして永遠な
(60) 

る平和であることを知っているが， しかし 地上に生きている限り地上の平

和を喜び， この地上の平和を天上の平和に結びつけようとする。 第4 は地

上の禍いや悲惨である。 í神の国」 の特徴は言うまでもなく永遠の平和で

あり永遠の浄福であるが， だがその国の市民がこの地上に於いて遍歴して

いる聞は， í地の国 」 の市民と同様に神の摂理によって下されるさまざま
(62) 

の時間的な禍いや悲惨を避けることはできない。 このように， 2つの国 が

地上の舞台を共 通することによって種々の共 通点が派生してくるのである。

ここで一言付け加えておけば， 前述したように「地の国 」が漠然と地上に

於ける国といった広い意味 に解される場合 ， í地の国 」の1 部分が「天の

国 」の似像imago として「天の国 」を象徴するために「聖なる国 J civ i国

sanct a と呼 ばれている例がある。 即ちそれは地上のエルザレム である。
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そこで我々はその「地の国 」に 於ては， それ自身の明らかな現存と「天の
(63) 

国 」の象徴的な表出とを見出す。 従って， 地上のエルザレムは「天の国 」

の地上に 於ける端的な現出ではなく， かかる国が存在することを人々に 思

い起させる目的のために 象徴的に 存するのである。 かくて， 地上のエルザ
(64) 

レムは天上のエルザレムを象徴し， イスラエルの民は神の民を象徴する。

(付記， 紙数の制限と研究の不足からIV章は単なる素描に終った。 後日改めて

発表の機会をもちたい。)
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dimus. Quod autem Deus fecerit mundum， nul1i tutius credimus quam ipsi 

Deo. Ubi eum audivimus? Nusquam interim nos melius quam in scripturis 
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