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アウグスチヌスの神国論は千五百年も前に書かれたものですから， ある

人々は， それは現代には何も教える所のない書物であると言います。 併し

「真理は常に新しL、」と言われますように， 私は神国論の中には， 深い真

理性一一しかも現代人の忘却している種類の真理性一ーが説かれていると

思いますc その点に就いて若干お話したいと思います。

アウグスチヌスの神国論は歴史哲学思想の系譜において， 大規模な体系

としては一番最初に来るものであります。 併し多くの歴史哲学の著書， 殊

に近代の歴史哲学著書と比較しますと大きな相違があります。 例えば， 近

代の歴史哲学著書の代表としてへーゲ、ルを例にとって比較して見ますと，

次の相違に気づきます。 アウグスチヌスが歴史哲学思想として纏めて説い

ていますのは第十一巻から第二十二巻迄ですが， 其処では歴史は三つの部

分に分たれて叙述されております。 即ち我々が普通の意味で「歴史」と呼

んでいるものを中間に挿んで， その前の「前史」とも言うべきもの， また

普通の歴史の後に来るもの即ち「後史」とでも言うべきものが説カ通れてい

ます。 即ち歴史は「前史」と「今日我々が普通言う意味での歴史」と「後

史Jと言う三つの部分に別れています。 「前史」と言うのは， 世界の創造，

人間の創造， 人間の堕罪等に坑いてであります。 r後史」と言うのは我々

の死後の世界に就いてであり， 所謂「終末論Jであります。 我々の普通言

う歴史は此の様な「前史」と「後史」との中間にあるものとして見られて

おります。 即ちへーゲルと比較しますと， へーゲルの歴史として取扱って

いる部分は， アウグスチヌスの取扱っている部分の三分のーであります。

さて「前史」と「後史」とは相対応するものでありますから， 今話す為
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の使宜上これを纏めて一言で「終末論」と呼んで話を進めて行きます。 へ

ーゲ、ルの歴史哲学には終末論がありません。 これがへーゲルの歴史哲学と

アウグスチヌスの歴史思想の大きな相違であります。

「終末論」と言いますと， 今日の多くの人にとっては縁遠いものかも知

れません。 併し終末論と言う背景なしに， 本当に歴史と言うものを考える

ことが出来ますでしょうか。 例えばへーゲルの歴史哲学を例にとって見ま

すと， 彼の歴史哲学には奇妙なことが起っております。 即ちへーゲルの歴

史哲学には未来に就いての言葉は一言もありません。 へーゲルは偉大な哲

学者であると共に優れた歴史家で、あり， 過去の事柄に就いては深い洞察を

示しております。 例えばシナや印度の本質に就いても， 少しの材料の中か

ら， その本質を把捉していると言われております。 併し未来に就いては一

言も述べておりません。 彼が未来に就いて関心がなかったのかと言うとそ

うではありません。 彼はやがて来るべき重要な学問である経済学や， やが

て来るべき重要な国家である アメリカ等に就いても一生懸命研究しており

ます。 併しこれらに就いては， 彼は「歴史哲学」において一言も述べてお

りません。 元来， 歴史哲学の一番中心の締めくくりになるものは， r歴史

の意味は何であるかJ， r歴史の目的は何かJ， r歴史の進展して行くその

目標は何か」と言うことであります。 これに就いてはへーゲ‘ルは「歴史の
(1) 

目的は自由の意識における進歩である」と言う有名な言葉を述べておりま

す。 ここで言われている「自由」と言う言葉は二通りの意味に解釈される

ことが出来ます。 第一の意味は， r東洋においては一人だけが自由であっ

た。 ギリシヤ ・ ローマにおいては若干の人だけが自由であった。 ゲルマン
(2) 

世界においてはすべての人が自由である」と言う言葉で表現されている様

な政治的自由を意味します。 併し此の様な政治的自由は， 人間の本来的の

目的を達成する為の手段ではありますが， それ自体が自的ではあり得ませ

ん。 へーゲルが言っている「自由」の第二の意味は， 真理を体得したもの

が自由である。 r真理は汝等を自由にせんJと言う意味の「自由」であり

ます。 併しへーゲ‘ルの場合， 此処で真理を体得して自由になる主体は「精
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神J C Geist)即ち絶対精神， 歴史の領域で言えば「世界理性」であります。

絶対精神が個人の精神， 更に民族精神を媒介としながら， それらの相互影

響， 相互闘争を通して己れを実現して行く経過を世界歴史と見るのであり

ます。 これは歴史を上から， 全体的に眺めて言ったもので， 間違いではな

いでしょうが， 併し身体を持ち， 生き， 苦しみ， 闘っている現実的人間に

対する解答としては不充分であります。 その結果， 現実的歴史の目標とし

ては， へーゲルの「歴史哲学」や「法哲学」の文面だけから見ますと， へ

ーゲ‘ルの住んで‘いたプ ロシヤ国家が歴史の目標であるかの様な印象も受け

ます。 勿論大哲学者へーゲ、ルがそんなことを考えたとは思われませんが，

文面だけから見ると， そう解釈出来ます。 此の様な奇妙なことが起きて来

るのは， へーゲルが所謂「終末論的側面」を考慮せずに歴史哲学を考えよ

うとしたからだと思います。 人間の生は背後に死を含んでいますので， 人

間の生を考える時は， 此の生と死を二つの要素として持つ「高次の生」を

考えねばならぬように， 人間の歴史を考える時も「終末論」を含めての高

次の歴史を考えねばならぬと思し、ます。 アウグスチヌスの神国論は歴史哲

学でなくて歴史神学であると批評される場合もありますぷ， 私は歴史哲学

が真の歴史哲学であり得る為には歴史神学にならねばならぬと考えます。

さて， 現実を終末論的に見ると言うことは. 現実を永遠の立場から見る

と言うことですが， 併しこれは現実をただ否定的に見ると言うことではあ

りません。 御存知の様に神国論の成立の動機は， 蛮族の アラリックが ロー

マに侵入して ローマを荒し， ローマは酷い目にあった。 それを契機として

保守主義者達が， ローマが此の様な悲惨な目に会うのは， キリスト教の様

な新しい宗教を ローマの国教としたからである， と非難した。 そう言う非

難に対する護教諭として筆を執ったので、ありますから， 現実を永遠の立場

から見ると同時に， 叉， 現実を現実として見ると言うこともなければなら

ない訳であります。 従って神国論においては， 現実をただ現実として見る

「現実肯定」の立場と， 現実を永遠から見る「現実否定」乃至は「現実超

越」の立場と， 此の二つの立場が混在しているのであります。 もう少し具
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体的に申しますと， アウグスチヌスは一方では， I人間の真の国籍は天国

にあるJ， 即ち人聞は此の世における旅人である， homo viatorである，

と言っています。 併し他方では「現実世界も亦それ自身の善きものを持つ」

と言っています。 併し勿論此の二つの立場が同等の重さを持つものではな

く， 現実超越の永遠的立場が第ーのものであり， 現実肯定の立場は第二の

ものであることは言う迄もありません。 現実を肯定すると言いましでも，

その肯定はあく迄もある限界内での肯定， 相対的肯定であります。 但し此

の三つの立場がまざり合って入っていると言うことは神国論を読む場合注

意しなければなりません。 神国論において， お互に矛盾したことが説かれ

ている様に思われる個所がありますが， これは此の様な立場の二重性から

来ると思います。 一例を挙げればアウグスチヌスの国家論です。 一方では

国家を否定する様な有名な「国家盗賊団説1 を唱えます。 小さなグループ

でやれば盗賊団だが， 大きな組織だった大クツレープでやればそれは国家の

事業と呼ばれる， と言うのです。 併しアウグスチヌスはトルストイのよう

な， 国家を全面的に否定する無政府主義者かと言えばそうでは あ り ま せ

ん。 他の個所では， 人聞が平穏に生き得る為の秩序を保つ為の組織として

国家の必要を認めています。 叉実際問題として， テオドシウス帝以来 ロー

マ国家はキリスト教を国教としていますし， 叉アウグスチヌスは反対派の

ドナテイストを鎮圧する為に国家の協力を求めております。 又他の例とし

ては「正義」の徳を挙げることが出来ます。 盗賊団でもそれが団体として

成立し得る為には， その構成員が「正義」の徳によって結ばれていなけれ

ばなりません。 併し盗賊団の各員の聞を支配している「正義」は相対的正

義です， 本当の意味の絶対的正義ではありません。 アウグスチヌスによれ

ば， 真の徳、は信仰に基づかねばなりません。 信仰に基づかない徳は「輝け

る悪徳、」に過ぎません。

さて， 此の様な二重の見方をアウグスチヌスは歴史一般， 更には ローマ

史に対しでも適用します。 神国論第一巻から第三巻迄， アウグスチヌスは

ローマの暗黒面に就いて説きます。 ローマは共和政の末期以来， 精神的に
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低下堕落していて， 精神的に決して幸福でなかった。 叉物質的物理的には

種々の天災即ち地震， 洪水， 火山や種々の人災即ち内乱， 戦争等が連続し

て決して幸福でなかった， と説きます。 併し他面， ローマが当時の世界を

支配して， それ迄なかった様な大帝国をつくったことも事実です。 併し現

実的に偉大な事業をなし遂げる為には， それだけの現実的な徳を持たねば

不可能であります。 ローマをして大ならしめたその原因は何であるか。 ア

ウグスチヌスは神国論第五巻において， 此の問題に就いて論ずるのであり

ます。

さて， アウグスチヌスは宗教家として， ローマを現実的に偉大ならしめ

た第一原因として神の摂理を挙げます。 (併し今は時聞があり ま せ ん の

で， 此の問題には触れません。) ローマをして偉大ならしめた第二原因と

して， ローマ人自身が優れた自然的徳、を持っていたとアウグスチヌスは考

えます。 その自然的徳とは「自由に対する愛」とよき意味の「名誉心」で

あります。 I名誉心」には二種類あります。 アウグスチヌスはよき意味の

名誉心即ち honorと悪しき意味の名誉心即ちgloriaとを区別します。

此の区別は大雑把に言えば， よき意味の名誉心とは判断の規準を自己自身

の内に， 即ち自己の良心において持つものであり， 悪しき意味の名誉心と

は判断の規準を自己以外に， 他人において持つものと言えると思います。

よき意味の名誉心とは， よき意味の自尊心であり， 又廉恥心であります。

ローマ人は自由を愛し， 名誉を尊びましたので， 他人の奴隷となり， 他人

の下風に立つをいさぎよしとせず， 為に刻苦努力して， 七つの丘の小さな

国から段々と近隣の諸国を服従させて， 一歩一歩大国へと発展したのであ

ります。 ローマ人は仲間の間においても尊敬されることを欲しました。 そ

の場合ローマ人全体の聞に剛毅， 寡欲， 清廉潔白の諸徳を尊ぶ気風がみな

ぎっておりましたので， 此等の諸符、を持つものが尊敬されました。 従って

仲間の聞においての尊敬を得る為にも， 彼等は低い欲望を犠牲にして， 此

等の諸徳を得ることに努力したので、あります。

アウグスチヌスはローマの道徳的水準の一番高かった時代を， サルステ
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ィウスやタキトス等と同じ様に第二ポエニ戦役(218-202)と第三ポエニ

戦役(149-146)の間， 即ち紀元前第三世紀の終から第二世紀の前半と考

えました。 事実大敵カルタゴを目の前にしていた為もあって， 此の頃のロ

ーマの人心は緊張し， 道徳性も高かったのであります。 ローマの城門に迫

った名将ハンニパルを押し返したのもローマの道徳力であったと言われて

おります。 当時のローマの元老院の規律は厳しく， 少しの賄賂， 売官も死

刑を以て罰せられました。

併し第三ポエニ戦役以後即ち紀元前第二世紀後半以後ローマは段々道徳

的に低下して来ます。 殖民地の獲得による富の流入， それから生ずる社会

的構造の変化， ローマ国家の中核をなしていた農民階級の没落， 少数の富

裕階級と増加する貧民， そこから生ずる階級闘争や内乱等によって， 質実

剛健だったローマは段々審修， 柔弱へと堕落して行きます。 アウグスチヌ

スは神国論において勿論此等の現象の経過を細かく叙述している訳ではあ

りません。 ただ簡単に富の流入増大によってローマ人は段々墜落して来た

と書いております。 ローマ人は真の徳よりも金銭を欲するようになった，

そして社会全体に徳よりも金銭を重んずる風潮が生じて来た， 従って有徳

清廉な人よりも富裕者が社会において尊ばれることとなった， 従って文名

誉獲得の手段として， ローマ人は徳に励むよりも金銭獲得に努力するよう

になった， 此の様にしてローマの社会全体と個人とは， 相互に作用 し つ

つ， 交互に原因となり， 結果となって， 段々と道徳、額廃へと転落して行っ

た， と アウグスチヌスは書いております。

偉大なローマは何故衰え亡んだか， に就いてのローマ衰亡論は昔から現

在に至る迄数多く出ています。 皆夫々各方面から論じていますが， アウグ

スチヌスは道徳的類廃の側面からローマの衰亡を見ています。

少し脇道へ入りますが， 大体ギリシヤ， ローマにおいては歴史の厭世的

見方が強いです。 へロドトスは次の様に言っています。 I自分は大きな都

市に就いても小さな都市に就いても語ろうと思う。 と言うのは， 昔強大で

あったもので弱小になったものも多いし今強大でも昔は小さかったもの



アウグスチヌス「桝1凶論」の現代的意義 7 

もある。 人間の幸福は変転するものだと言うことを自分は知っている。」

ポリピオスは次の様に言いました。 I身体におけると同様に， 政治体制，

政治勢力にも成長， 隆盛， 衰亡の自然的段階がある。」 アウグスチヌスも

「此の世のものは如何なるものも永遠ではあり得ない， 従って民族も国家

も例外ではあり得なし、」と考える点ではギリシヤ， ローマの歴史家と同じ

です。 否私は此の世のものだけに就いて見ている限り， 近世のヴィコーで

もへーゲルでも同じ考えだと思います。 ヴィコーは次の様に言いました。

「民族は最初は粗野であり， 次に強健， 次に温和， 次に繊細優美， 最後に

不道徳になり， そして滅びる。」 次にへーゲ‘ルは「世界歴史は世界審判で

ある」
)
と言う有名な言葉を吐きました。 これは各々の民族， 各々の国家は

夫々世界史における自分の役割を果すと歴史の舞台から退場すると言う意

味です。 即ちヴィコーでもへーゲ、ルで、も， 夫々の一つの民族， 一つの国家

に就いて言うならば， 必然的に没落せざるを得ない ， と考えて い る 訳 で

す。 ただ アウグスチヌスと違う点は， 近世においては， 進歩と言う考えが

基調にありますので， 一つの園家が滅んでも， 次の国家がその成果を引き

ついで， 更にそれを発展させると言う楽天的な考え方をすることでありま

す。 始めに引用しましたへーゲルの「歴史は自由の意識における進歩」と

は， 世界理性が， 各民族， 各個人の興隆と没落の経過を通して， 自己を実

現することです。 併し アウクスチヌスは此の重要な点において 近 世 の 考

え方と異っています。 アウグスチヌスには， 現実の歴史に関しての進歩の

考えはありません。 アウグスチヌスは， 当時の一般の人々の考え方と同じ

様に， アダムから世の終りに至る迄の時を六つの時代に分け， キリスト御

降誕以後此の世の終り迄は第六番目の時代であり， アウグスチヌス自身は

此の第六番目の時代に住んでいる， と考えていたので、あります。 又当時一

般のキリスト教歴史家達の考え方であった四大帝国説をとっております。

これは旧約聖書のダニ エル予言書に基づくもので， 四つの大帝国が興隆衰

亡し， それで此の世は終ると考えるのであります。 そしてその最後の大帝

国はローマであると考えてし、ました。 ローマの滅亡を以て此の世は終ると
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考えていたので、あります。

さて， 少し脇道に入りましたが， 又本筋に戻って アウグスチヌスの ロー

マ表亡論に就いて述べたいと思います。 ローマの衰亡は， その第一原因の

側面に就いて言えば， 勿論神の摂理による必然性ですが， 第二原因の側面

即ち人間の自由意志的行為の側面に就いて言えば， 人聞が現実世界をただ

現実世界と考え， その根抵にある， 永遠者， 神を考えなかった か ら で あ

る， と アウグスチヌスは考えます。 そしてこれは， 原罪を負う人間には免

かれることの出来ない宿命である， 従って叉此の世の国家はいずれも滅び

るものである， と アウグスチヌスは考えるのであります。 現実世界におけ

るすべてのものは， その根抵にある永遠者から切り離された時は衰え亡び

ねばなりません。 それは丁度草木が根から切り離された時枯れねばならぬ

のと同様であります。 現実世界におけるすべてのものは相対的に過ぎませ

ん。 現実世界だけに規準をとった勇気， 正義等の諸々の徳、もそうでありま

す。 徳が真の徳、であり， 絶対的であり得る為には絶対者との関係に結びつ

けられねばなりません。 即ち信仰に基づいたものでなければなりません。

「信仰に基づかない徳は輝ける悪徳」に過ぎませんので， それは必然的に

悪徳、へと転化せざるを得ないものなのであります。

此の経過は ローマの道徳的堕落に就いても見られます。 ローマを偉大な

らしめた原因ほ， 前にも述べました様に， ローマ人の持ってい た 自 然 的

徳， 殊に「自由を愛する心」と「よき意味の名誉心」であります。 併しこ

れらの徳等も人聞の根抵にある永遠者に関係づけられず， 人間自身の中に

基礎づけられる時には 「自己愛」 であり， I倣慢」 であります。 従って

これは必然、的に堕落せざるを得ません。 アウグスチヌスにおいては人間の

中心をなすものは意志又は欲求ですが， アウグスチヌスは意志， 欲求の堕

落を次の様に見ました。 第一段階は自由を求め「よき意味の名誉を欲求す

る心」であります。 これをアウグスチヌスは Ihonorを求める心」 と呼

びます。 此処では判断の規準は自己にあり， 他人の批評を顧恵することな

く， ただ自由を愛し求めます。「自由を持つことが名誉をもつことでありJ
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逆に奴隷は不名誉であります。 第二段附は「人間的栄誉の欲求J Ccupiditas 

humanae gloriae) であります。 此処では他人からの称讃を求めます。 そ

して反面， 正当な判断を下し得る人の批判を恐れます。 偽善にせよ ， 善を

求めます。 第三段階は「他人の批評を恐れることなく， ただひたすら自分

の欲望に従う支配欲」です， アウグスチヌスはこれを cupiditasdomina

tionisと呼びました。 此の欲求の窮極する所， 遂にはネ ロの様な人物さえ

生み出しました。 ネ ロは自分の欲望の為に大勢の人を殺しました。 遂には

自分の妻や母さえも殺しました。 タ キトスの「年代記」を読みますと「人

間とは何と言う存在なのだろう」と考えて誰でも絶望的になる と 思 い ま

す。

以上述べたことから分ります様に， 現実世界に住む人間， 及びその人間

の集団たる社会は， その基盤である永遠者を忘れる時， 必然的に堕落衰亡

するものであります。 勿論アウグスチヌスは， 此の現実世界そ の も の を

「地の国」と言っている択ではありません。 神国論第十四巻には「神の国」

と「地の国」に就いての有名な定義がありますが， 此の現実世界には「神

の国」に属する人々と「地の国Jに属する人々が混在してし、ます。 併し其

処で支配的なのは「白己愛」である， と アウグスチヌスは考えます。 自己

愛は更に増大して他人に優越しよ うと言う欲望となり， 更に進んで他人を

支配しよ うと言う支配欲となります。 人は又エゴイズム故に他人と結合L

て集団をつくり， 集団的エコ、イズム， 集団的支配欲を発揮します。 アウグ

スチヌスは， 家族は原始的なものであり， 神聖なものと考えます。 又此の

家族の集りから出来た部族国家も， その成員はお互に友情を以て結び、つけ

られた好ましきものと考え支す。 併しやがて支配欲が生じて， 隣国を侵略

して大帝国をつくるよ うになります。 それは悪であります。 前にも述べま

した「国家盗賊団説」 は此の点を指しているのであります。 此の大国家

は叉， お互に他を支配しよ うとして武力を以て争います。 アウグスチヌス

は戦争も， その狼本の原因は支配欲にあると考えます。 アウグスチヌスは

神国論第三巻において， 過去の ローマの 物理的不幸， 物質的不幸 を叙述
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していますが， アウク守スチヌスを訪れたポルトガルの司祭オ ロシウスは，

アウグスチヌスの勧めに従って， 同じ仕方で世界史を書きました。 彼は，

此の世は原罪を負うた人聞が支配欲に駆り立てられて闘争する「涙の谷」

であると言う見方で世界史を書きました。 私は此の現実世界に就いて アウ

グスチヌスも， 根本において， オ ロシウスと同じ見方をしていると思いま

す。

それでは アウグスチヌスは此の現実世界に対してどの様な意味， 価値を

認めていたので、しょうか， 其処からただ逃避すればよいと考えていたので、

しょうか。 そうではありません。 アウグスチヌスは「此の世界も亦それの

よきものを持つ」と言っております。 それは相対的価値を持っ て お り ま

す。 更に此の世界は， 身体を持った我々人聞が其処に置かれ， 其処で行為

し， 自己の価値を決定する場所であります。 人聞は此の世界において隣人

愛を実践し正義その他の諸々の徳を実行せねぽなりません。 それによっ

て人間の死後の運命はきまるのだと アウグスチヌスは考えます。 即ち アウ

グスチヌスによれば， 此の世界はそれ自身が価値を持っていると言うより

も人間の教育の場所， 訓練の場所であります。

それですから アウグスチヌスの見方によれば， 此の現実世界そのものよ

りも， 其処において行なわれる人聞の行為の方が大きな価値を持つもので

あります。 勿論人間の行為は， 此の世界をよくし， 其処に愛と正義が実現

されることを目指して行なわれるものです。 その意味において此の現実世

界は行為の目的と言うことが出来ましょう。 併し現実的世界と言いまして

も其処において真に価値をもつのは一人一人の個人， 人格であります。 そ

して個人， 人格の本質は永遠的であり， その根拠は永遠的世界にあるので

あって， 此の現実世界にあるのではありません。 此の現実世界は人格の行

為する場所としてのみ価値をもつものです。

叉他の観点から言えば， 次のことも言うことが出来ると思います。 人聞

は自分のなした行為が此の現実世界においてどの様な結果を生み出すかを

正確には知ることは出来ません。 まして多くの人間の行為の綜合の結果で
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ある歴史の方向を知ることは出来ません。 勿論色々な事実から憶測して，

へルダーの様に「歴史はヒューマニ ティーの進歩であるJとかへーゲルの

様に「歴史は自由の意識における進歩である」とか言うことは出来ましょ

う。 併しこれも単に憶測であり， ある意味において， 信仰(確信〕であり

ます。 人間の理性は限られたものであり， 歴史全体を見透すことは出来ま

せん。 人聞が歴史全体に就いて語っている時それは信仰の立場(勿論信仰

には色々な意味がありますが) から語っているのであります。

以上述べたことから明らかな様に アウグスチヌスによれば人間の国籍は

天国にあり， 人間は此の地上を旅する旅人であります。 此の現実世界は彼

が其処においてよき行為を行ない真のよき意味における永遠性を獲得する

為の行為の場所であります。 所謂現実世界は第二義的な重要性しか持ちま

せん。 併し人聞が其処で行なう行為は第一義的重要性を持ちます。 此の様

な構造は アウグスチヌスの[告白録」第十一巻に述べられている有名な時

間論にも表われていると思し、ます。 その時間論を少し補足して言えば次の

様だと思います。 我々が日常的立場において時間の三つの要素と考える過

去， 現在， 未来は， それらの根抵にあって， それを包む「永遠の現在」の

上において成立つています。 時聞は人間の精神に対応したもの， 人間の精

神能力のっくり出すもの， I魂の拡がり C extensio animae) Jでありま

す。 即ち人間の精神能力から言えば， 過去は「記憶」と言う精神能力によ

って， 未来は「期待」と言う精神能力によって， 現在は「注視J Cあるい

は諦視 Cintu itus)Jと言う精神能力によって成り立つものです。 我々が身

体をもっ所の， 此の現実的世界における行為的存在者である限り， 過去，

現在， 未来と言う時間の三要素は我々にとって必然的であります。 併し人

間の使命は， 此の現実的世界における行為によって， 此の現実的世界の根

祇をなす永遠的世界に入る ことであります。 分り易い様に比喰的 に 言 え

ば， 次の様に言えるかと思います。 我々は普通， 時間を過去より現在を通

って未来へと流れる一つの直線として表象します。 併し此の様な直線は，

これを包む高次の存在者の上において成り立っているものです。 比日食的に
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言いますと， 真実在は球で， 此の現実的世界はそれの -つの横断面です。

此の現実的世界における時間は， 此の平面上を走る一つの直径の線の様な

ものです。 此の意味において歴史の時 聞は水平的に走ると言えましょう。

併し人 聞は此の現実世界における行為によって， 此の水平面とは直角の方

向に， 即ち垂直の方向に永遠者へと高まることが出来るのであります。

以上述べたことから明らかな様に， アウグスチヌスは此の現実的世界を

ただそのものとして見ているのではなしそれの根抵にある永遠的世界と

共に見ております。 従って歴史を論ずる時も， 我々の普通， 歴史的世界と

呼ぶものを挿んで， その前の歴史とそれ以後の歴史即ち所謂終末論を共に

論じている訳であります。

以上述べて来ました アウグスチヌスの歴史観は， 思想史的に見ますと，

アウグスチヌスの百年位前に出たエウセビオスの歴史観と丁度対照的であ

ります。 エウセピオスの「教会史」はキリスト教の歴史思想を纏めて述べ

た大きなものとしては最初のものであります。 エウセピオスは第三世紀末

の激しいキリスト教迫害を見聞し， 体験しました。 叉其の後のコンスタン

ティヌス大帝のキリスト教寛容令を非常な喜びを以て迎えた人 で あ り ま

す。 彼の歴史観は此の様な体験より生じたものであります。 エウセビオス

は， キリスト教は遂に ローマに打ち克ったと考えました。 流石の ローマも

キリスト教を迫害を以て圧服出来ず， これを許さざるを得なくなった， 今

後キリスト教は ローマの協力を得て， 全世界に広まるであろう， と言いま

した。 彼はコンスタンティヌス伝を書き， コンスタンティヌスがキリスト

教の信仰を得， キリストの加護によって ローマを再統ーしたことを讃美し
りや〈

ました。 エウセピオスはキリスト教を現実世界において利益をもたらすも

のと考え， キリスト教と現実世界を， 更にキリストと ローマ帝国とを結び

つけたのて、あります。

アウグスチヌスはエウセピオスの此の考えに反対します。 アウグスチヌ

スはキリスト教は「此の世jを対象にするものでなく， 永遠を対象にする

ものであることを主張します。 キリスト教を信じた君主の下において政治
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が必ずしもうまく行なわれた訳で、もなく， 叉反対にキリスト教を信じなか

った君主の下で政治が失敗した訳でもない， と云いました。 叉キリスト教

を信じた君主が現世的に見て必ずしも幸福であった訳で‘もなく， 叉反対に

キリスト教を信じなかった君主が現世的に見て必ず、しも不幸であった訳で

もない， と種々の例を挙げて説きました。 要するに， キリスト教を信ずる

か否かは， 現世的に幸福であるか不幸であるかに別に関係はない， と言う

のであります。 アウグスチヌスはキリスト教を「終末論的なもの」と考え，

キリスト教と此の現実的世界との結びつきを， 更にキリスト教と ローマ帝

国との結びつきを断ち切ったのであります。

更に アウグスチヌスは次の様な意味深い言葉も述べています。 此の世の

所謂「幸福」がどんな詰らないものかを示す為に， 神はそれを善い人間に
(12) 

も悪い人間にも与え給うのである， と言うのであります。

少し脇道に入りますが， 私はアウグスチヌスの此の言葉を読んだ時， カ

ントが「実践理性批判」の終りの個所で言っていることを憶い 出 し ま し

た。 其処でカントは次の様に言っています。 善き人は幸福でなければなら

ず， 悪しき人は不幸で、なければならない。 これはすべての人の心に潜む自

然的欲求である。 併し実際の世の中を見ると必ずしもそうなっていない。

故に善き人がその当然の報酬たる「幸福」を享け， 悪しき人がその当然の

報酬たる「不幸」を受ける為には， 来世がなければならない……此の様な

議論をして， カントはこれを不死， 霊魂不滅の論拠にしています。 此の

「実践理性批判」の終りの部分はカントの倫理説の中でも甚だ弱し、部分と

して屡々指摘されるのですが， 併しそれにしても所謂「幸福」に就いてカ

ントは アウグスチヌス等に比較すると非常に素朴な考え方をしているので

はないかと思います。

以上を以て アウグスチヌスの神国論の叙述は終わりと致します。 あと一

言， 此の演題に書きました「神国論の現代に対する意義」に就いてもう少

し付け加えたし、と思います。 私の既に述べた所からお察しがつくと思いま



14 

すが， 私は現代においても歴史哲学は， 終末論をも背景に含めて考えねば

ならぬと思います。 人間の生を考える時， 人間の死亡をも含めて， 言い換

えれば死を背景に置いて考えねばならぬように， 歴史哲学は終末論を背景

に置いて考えねばならぬと思います。 此の現実世界をただ此の現実世界と

して考察する時どの様な矛盾が出て来るかと言うことは， 始めにへーゲル

の歴史哲学において述べました。 現代では未来に就いての議論が相当なさ

れているようであります。 併しその未来論においては， 未来がただ今の現

実世界の時聞を延長して行ったその先の方に考えられている様に思われま

す。 併し人生を終って白骨となって墓の下に眠る個人個人に対して， その

未来なるものが何の意味があるのでしょうか。 私はこれを疑問に思うので

す。 認識は， 認識主体と認識客体の関係において成立するものですが， 認

識主体のない認識客体とは如何なるものでしょうか。 勿論私は此の身体的

死によって一一 アウグスチヌスの言葉を使えば「第一の死」によって一一

自分が消失して了うとは考えておりません。 私は永遠を信ずるものです。

併し死によって現実世界との断絶があると思います。 勿論断絶と共に連続

の面もあるでしょうが， 併し断絶の面もあると思います。 前にも述べた様

な素朴な未来論を説く人々は此の点をどう考えているのでしょうか。 キエ

ルケゴールは彼の「哲学断片後書」において次の様に書いて お り ま す。

「私が世界歴史にとりかかる前に死に就いて考える方がよいと思う。 私が

余り博学になってその結果， 私及びすべての人にいつか必ず遭遇すること
(13) 

に就いて考えることを忘れるならば存在は私を噺けるであろう。 J 1"一個

の実存者であることは世界歴史的にはつまらぬこと， 極くつまらぬこと，

であるかも知れない。 併しそれは人間の唯 ・の， 真の， 実際に最高の意義

である。 J

私はキエルケゴールの此の言葉に賛成します。 但し キエルケコールは此

の様に言って世界歴史的考察は行なわなかったのですが， 此の点に就いて

は私は反対します。 人聞は歴史的考察もしなければなりません。 併し其の

際自分が「死すべき存在である」ことを忘れてはなりません。 その様な自
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覚を以て歴史的考察をすれば， その歴史的考察は終末論をも含んだものと

なると思います。 此の様な点に就いて， 即ち歴史は終末論を背景に置いて

考察されねばならないと言う点に就いて， アウグスチヌスの神国論は， 現

代に対しでも教える所多いと思います。

(此の論文は， 昨年の第二十回中世哲学会大会において行なった公開講

演の原稿に若干加筆し， 註を付したものである。〉
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