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アウグスチヌスに於ける

歴史的世界の構造

近 山 金 次

永遠の都と言われたローマがたとえ一時的にせよ， 4 10 年の夏に西ゴー

ト族の手に落ちた事件は当時の人心に種々な意味で重大な衝撃を与えたと

思われる。 それは単にローマ帝国が鼎の軽重を問われただけの事件ではな

く， 世界の運命についても改めて多くの知識人に考究の機会を提供したら

しい。 アウグスチヌスが歴史的世界の構造についての考察を積極的にまと

めて見ょうと考えたのも間接にはその事件からであったことが彼自らによ

って物語られている。 彼の歴史観が素直且つ多彩に表明される『神国論J

は4 13年から426年にかけて記されたもの で あ る が，それは410年のローマ

陥落後， 異教徒がこの事件を他の公の災禍と同じく異教礼拝の廃止に由来

するものと説き ， キリスト教攻撃の材料にしたことに対する駁論として起

筆されたものである。 その論駁は既に二つの書翰でも表明されてはいたが

(E p. CXXXVII-CXXXVIII) アウグスチヌスは時代の切実なる要請に答

えるものとしてこの書に着手するのである (Re trac t. n， 43)。 彼が再論

で述べている様に時代の要請と言うものは単に，公の災禍を異教の廃止に

結びつける論とか， 災禍の責任は問わずとも来世の福祉のために異教の復

活を説く論とか， を論駁することに満足するものではなくて，進んでキリ

スト教的立場から世界史の意味を把握することにあったのである。 そのこ
{註1】

とは「神国論」の起筆をアウグスチヌスに切望したマルケリヌスが既に北
〈註2)

阿の総督であったウォ ルシアヌスのためにも懇望していたとこ ろ で あ る

くE p. CXXXVI)。 この聡明であった異教徒の総督はアウグスチヌスにす
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すめられて聖書を読み (Ep . CX X XII)， 異教徒仲間で語り合うもキリス

ト托身の玄義が信じられぬ ことを歎いて居り(Ep . CX X X V)， この総督

のために尽力を惜しまぬマルケリヌスも問題が思弁的な論議の解明にある

よ りか更に政治的， 歴史的， 社会的見解に於て之等の公的生活を送る人々

を納得せしめる こと， 即ちキリスト教的生活が如何にして良きローマ人た

る ことと結びつかなければならないかの解明にある ことを暗示しているの

である(Ep . CX X X VI)。

アウグスチヌスも『神国論」の前半の10巻に於て異教徒への論駁を一応

終えると後半の12巻に於てそのキリスト教的立場からの世界史観を展示し

て見せるのであるが， ローマ帝国を前にして神の摂理の問題を取り上げれ

ば当然その所論は論駁から歴史の意味の探究に移り， キリスト教を囲む世

界の運命の問題は必然的に人間存在の起源と終局への探索に向わざるを得

なかった様である。 かく て彼は『神の国』と『地の国』の対立を創造と原

罪の問題に於て説き く11巻-14巻)， 次いで両者の発展の経過を記し (15

巻-18巻)， 最後に両者の究極について解明を試みたのであった (19巻-

22巻〉。

周知の如く 『神園論」はアウグスチヌスの著述の中でも最も重要なもの

と考えられている。 彼の著述の中で r神国論』と『告白』とは特殊な性絡

をもち， 凡て他の著述がとりわけ神学者の関心を惹く ものなのに， この両

書のみは一般に訴える力があり， 人々の魂をかき立てて やまぬ も の が あ
(佐3】

る， と説く ボルタリエの様な人もいる。 事実， 彼の著述の中で「神国論』

に於けるほどアウグスチヌスがその精神を全的に且つ多彩に表明している
(註4)

ものはないと言えるであろう。 と言う ことはその時代の苦悩を生々しく 体

験したアウグスチヌスが， 両足を地につけて而も精神を常によ り高きもの

へ飛期させていた姿が最もあざやかに描き出されていると言う ことであっ

て， 確かに彼の博識も今日から見れば見劣りがするが， その見解の探さと

高さがなお多く の人々をゆり動かしてやまないのも故なき ことではない。



16 

抑々彼がその時までに試みた人聞の本質についての探究は驚歎すべき魂

の記録「告白』をめぐってこれを読みとることが出来る様に決して皮相な

ものではない。 そこに生じた思想はその深刻な体験よりも更に一層深いも

のがうかがえる。 『告白』は一つの魂の中に生きた神学であり， 個人の中

に働いた神の歴史であった。 ところで今やアウグスチヌスは弁論術の教師

から司祭になり既に司教ともなって多くの人々の運命と密接なつながりが

ある。 この度の事件で今 までの生活の安定を失った人々は北阿に渡って来

たし， また北阿を過ぎて東方へ落ちのびて行ったものもあった。 蛮族は暴

風の様;こ イタリアを席捲して間もなく北に去っては行ったが，数々の惨劇

を見閣きした人々にとって恐らくそうした凡ての事柄は他人事とは思えな

かったであろう。 当時ローマは世界の都であったのであるから，確かにこ

の事件は世界の歴史の何か決定的なものを示唆してやまなかっ た 様 で あ

る。 人々の多くがロ{マ帝国の命脈を世界の越し方，行く先を云々したと

ても不思議なない。 アウグスチヌスにとって， また凡ての キリスト者にと

って森羅万象は全知全能の神の摂理の下にある。 しかし何う見ても不可解

な多くの事象は如何にして摂理と言う観念、と結びつくのか， 人聞を愛すれ

ば愛するほどそのむごたらしさを憎まずにいられぬ様な事象が何うしてこ

の様に数多く起り得るのであろうか。 人間存在の根抵に立ち入ってその問

題を可能なる限り探究して見ょうと員うのが， 司教としてのアウグスチヌ

スの自らに課した課題であった様である。 f神国論』は人類の歴史の中 に

生きる神学であれ世界の中に働く神を探究する。 従ってこれは人間生活

の進展の有様を時代を追って資料を検討しつつ客観的に考察したものでは

ない。 凡ゆる歴史事象が絶えずそれが生活の発展に於てもつ意味と結びつ

いて探究されている。 当然，歴史の書物ではなくて，寧ろ歴史哲学的な書

物である。

従ってアウグスチヌスは屡々歴史哲学の創始者の様に見られたこともあ

るが， それは問題である。 本来，歴史への探究は常に何等かの意味づけを
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基礎とするもので最も粗野な形に於ける哲学との結びつきは必至の趨勢に

あるから古代の歴史家の中に歴史哲学の痕跡を辿ることは決して困難なこ
(註5)

とではない。 けれどもアウグスチヌスの時代に至るまで彼ほど歴史の中に

人間の本性と人類の運命とを探く 探究したものは無かったと言っても過言

ではない。 その意味では確かに屈指の書物である。 しかしその探究の価値

観はまだ絶えず超自然的存在と結びついて働き， 神の摂理に於て一切を包

含しようとしているのであるから， 歴史哲学の探究と言うよりも寧ろ歴史

神学の探究と言わねばならない。 哲学は啓示なく して も可能であるかもし

れぬが， 神の摂理の中に歴史の意味を探究すると言うことは超自然的なも

のを付度することであって啓示なく しては全く不可能なことである。 され

ばアウグスチヌスはその記述に当って常に聖書に依拠し， 絶えず神の助力

を要望している。 彼にとって歴史的世界は神学に於てしか確立し得ないの

である。 それは確かにアウグスチヌスの立場であるばかりでなく 全 キリス

ト者の立場であらねばなるまい。 しかし一考を要するのは啓示を与えられ

人知の限りをつく して見ても神はとらえ難きものであるとすれば， 人間存

在の摂理についても人知は何れほどを把握し得るものなのであろうか。 短

兵急に一切の事象から神へ神へと思念、を駆ることは確かに人間の思索に絶

えずダイナミッグな得難い動力を与える。 しかし神の摂理そのものは更に

緩漫で微妙で， たとえ様もないほど巧轍且つ神秘的なものであるかもしれ

ない。 アウグスチヌスの歴史的世界の構造に対する思念の影響は歴史的に

言うまでもなく 深大なものであるが， その功罪もまた恐らく この面から多

く の結果を生むことであろうと思われる。 その亜流的なものは徒らに狂信

的な独断を生み， その様なものが歴史の探究に何れだけの価値をもつかが

改めて問題となるかもしれぬ。

しかしまた歴史の世界には明かに啓示と思われるものがあり， 啓示なく

しては全く 理解し得ぬ問題もあり， またその啓示は内的な思念なく して把

握し得ないとすれば， 果して歴史哲学と言うものが事実上， 可能であるか
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何うかも問題となるかもしれない。 例えばキリスト教思想、を排除してヨー

ロッパの歴史は成立しない。 キリスト教思想の基盤はキリストの生涯にあ

る。 キリストの生涯はその一切が啓示である。 この啓示との断絶は歴史宏

ゆり動かしているものとの断絶を意味する。 倫理の問題に於て も我々は啓

示なくして何を解き得るであろうか。 歴史は意味づけの上に生きているの

ではない。 歴史は生きていることの意味を探究しているのである。

アウグスチヌスにとって歴史は本質的に宗教史なのである。 更に精確に

言えば神の造り給うた教会の歴史なのであって， それが一切の営みにそれ

ぞれの意味を賦与するのである。 斯うしてアウグスチヌスは永遠の相の下

に(s ubspe c ie a e tem i ta tis ) 歴史をのぞかせる。 その見解は世界を理解し

得る全体としてとらえようとしている限りに於て哲学的と言えるが， その

依拠している究極の統一原理は神学的なものである。 その説かんとすると

ころは， 知らんがために信ぜよ， と言うことに他ならぬ。

アウグスチヌスが歴史的世界の構造を考察する場合に何よりも追及する

ものは， キリスト者に約束された『神の国」即ち天の固と悲惨な面をも含

んだ現世との矛盾であり， 然もその切っても切れぬ結びつきである。 創造

された本来のものと悲惨な現状との関係であり， なおその様な状態が存続

して行くことの意味如何である。 それは原罪の問題を離れて解明し難い。

従って彼は神国論の前半で異教復活論者の主張を排撃し終ると後半の第11

巻から天地創造論を説き起して『神の国』と『地の国」の論致に入る。

『見られるもの凡ての中で最大のものは世界であるが， 見られざるもの

凡ての中で最大のものは神である。 われわれは世界が存在する こ と を 認

め， 神が存在することを信ずる.!l (Civ. Dei， XI ， 4) と彼は言う。 それは

アウグスチヌスにとって理性の排除ではなくて，寧ろ理性のより高きもの

との結びつきに於てその拡大であり， 浄化であり， 且っその本来のあり方

でもあった。 人知のはたらきを超える神の権威によって示され聖書にも描
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かれた『神の国.B (c iv it as Dei) の存在を彼は先ず信じ， 凡そ神によって

造られた世界に於て神が我々に吹き込んだ( i nsp ir av it ) と言われる 神 の

I国のものたらん ことを切望する愛( am or) にそのまま燃 えて行動し て い

るもの即ち神に従うものの国， 換言すれば『神の国』と， その様な動きか

ら逸脱し去ったもの即ち本性に逆うものの国， 換言すれば『地の国.!I (c i

v it as t erren a) とが この世に於て (i n h配s aec ul o) からみ合い〈戸rp lex as )

まじり合う (pe r mixt as ) 姿 こそ追及すべき主題である ことを明 示 す る

( Ib.XI， 1 - 3 )。 その二つの国の対立の起源は天使等のうちに 生じた差

別に(出A ngel or um div ers it at e) 由来するものであり， それは寧ろ歴史的

であるよりも全く神学的であ る。 銘記すべきはt erren a と言う語が『こ

の地上の』と言う意味ではなく， 堕ちたる低き国を形容するものである こ

と， また堕罪が地上に於て見られる前に天上に於て見られたと語られてい

る ことであるのみならず， この天使と人類とが結びつけられてそれぞれに

『神の国』と『地の国』の名で呼ばれている こと， 従って天使と人間とは

互にその行動に於て密接に影響を分ち合う一つの共同体の成員と見倣され

ている こと， であろう。

アウグスチヌスは一介の人聞にとって森羅万象を超 え て 神 の変らざる

存在を思念する こと， 換言すれば人聞が全心全霊を あ げ て 真理そのもの

( i  ps a v er it as ) をきくと言う こと， が極めて至難な業である ことを改めて

述懐する。 しかしそれは彼にとって歴史的世界の根本原理を知ることに他

ならぬのであり， これなくしては一切の歴史は無意味な変化， 空虚な廻転

になり終るのである。 しかもその摂理の構想は神を別として人類以外のも

の， 即ち天使には遥かによく洞察されているのであるから， 歴史の世界が

時に入力では予想し得ぬ動きに恵まれる こともある代りに， また人々が日

常直面する悪への誘いも決して生やさしいものばかりではないと言う こと

になる。 彼は日常の経験的な史的経過を決して軽視するものではないが，

いつも凡てをより高く且つより広い視野で見ょうとする。 かくの如き実感
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はアウグスチヌスの思想を極めて動的な且つ力強い， また時には神秘的な

ものにしていることを看過しては潜戸。

神の天地創造に関する動機の論は暫く措いて. r世界は時の中に遣 ら れ

たのではなく， 時と同時に遣られた』と言っていること(Ib.XI. 6 ) も

彼の思想、の最も重要な点として銘記する必要がある。 時は彼にとって被造

物の存在のあり方にすぎないもので，被造物を離れて時は全く考えられな

い。時も被造物なのである。 時と歴史とは神によ って創造された事物の本性

と動向の表現に他ならない。 然も凡ては神への愛によ って永遠を指向する

ものであるから，それは雄大な『字宙の歌に協和する.lI(Car mi ni uni ver si. 

ta ti s a s蹴iant-一De Mu sic a. VI. 29)と曾て言われたほどである。 其処に

は世界と神の意思との強担な結びつきが強調されて居り，一切の世界の動

きはたくましい神の摂理をのがれて片時もあり得ないのである。 しかしそ

の始源は名状し難い神秘につつまれていて. 6 日乃至7日と言う数字が何

を意味しているものであるかはアウグスチヌスにも全く分らない。

最初に光として遣られた天使が本性に逆くこと，神と共にあらざること

によって聞となった 。 『実に悪は本性ではない。 ただ善の欠除が悪と呼ば

れる.lI ( mali e nim null a naiur a e st; se d ami ssio bon i. ma1i nome n acc e pi t) 

と言う有名な句が此処でも繰返される(Ci v .Dei.XI.9)。かくて闇となった天

使もその本性たる霊性は失うことがない(Ib.XI. 17)。罪は本性に反するも

ので本性を傷つけざるを得ないが，本性を変えるものでない 。 『悪しき意思

も善なる本性の大なる証拠である.lI ( vo1unta s  mal a gr an de tes timonium es t  

na tur ae bo nae) と述べている節はやがて人祖の堕罪の性格を理解する場合

にも重要な示唆を与えるものである。 天使及び人聞の堕罪をも予見する神

はその堕罪をも利用することが出来るのであって，人類の生活はそのアン

チテーゼのために宛然，一つの素晴しい詩歌( pulc herr imum c ar me n) とな

ったと彼は言うのである。 (Ib. XI. 18) 0 r右の手には正義の武器，左の手

には名誉と恥辱，好評と悪評を，人をだます者と思われても真実であり，知
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られざる人の様であるが人に知られ， 死に赴く人の様であるが， 見よ ， 生

きて居り， 懲罰される者の様であるが殺されず，悲しみにしづむ者の様で

あるが常に喜び，貧しい者の様であるが多くの人を富ませ，何も有たない者

の様であるが凡てのものをもっているJI (後コリント， 6. 7- 10) と言うパ

ウロの美しい言葉はそのまま現実の正しい人間生活を巧みに描いたものと

して紹介される。 然らば堕罪がなかったらどうであろうか。 『世界は例外

なく善なる本性に充ちて 美しかったであろう』 と彼は即座に答える (Ib.

X I ， 23)。 罪は犯されたが， 凡てのものが罪に充ちているわけではなく，

天にある多くの善きものはその本性の秩序を守っているし， また本性の秩

序を守ろうとしなかった悪しき意思とても， そうだからと言って万物を善

に向わせる神の法をまぬがれているわけではない， と述べて， オリゲネス

の立場と明確な挟別をしている。

これに続く数章で三位一体の玄義を解明しながらアウグスチヌスが肉体

は重力にひかれるが， 心は愛によ ってひかれることを説いていることは彼

の人生観を単的にうかがわせて重要であると共に興味深い。 何故ならもし

然うでなかったなら万事に冷然たるストア派と対瞭的に， あの様に強烈に

神への指向を見せなかったであろう。 パウロの言葉の様に泣く人々と共に

泣き， 喜ぶ人々と共に喜び， そうすることによ って彼は人生に 於 け る 死

を， 知識に於ける誤謬を， 愛に於ける災禍を克服せんとするのである。 且

つまた『あるものをそれが作られた意図に於て知ることとそれ自体を知る

こととには大きな差がある』のを指摘している節も銘記すべきである( Ib.

X I，却〉。 何となれば後者は十分に堕罪の誘因となる余地を残すものだと

考えられているからである。 何れにせよ 『創造主の意思に 従 う も の』と

『自己中心に考えるもの』との対立は既に天使の聞に於て発足し， これが

漸て人間世界に於ても『神の国』と『地の国』の対立を見るのであるが，

これは飽くまで霊的なもので理知的なものであり， 従って不可視のもので

あること，またそれは本性や生れに於て差があるものでなく，意，思や望みに
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於て差を生じたものであること，前者は失うべからざるものに依拠するが

故に恵まれているのであり，後者は失うべからざるものを見棄てたが故に

惨めであること，しかも失明は視力の貴さを語り，苦痛は感覚の素晴しさ

を伝える如く，堕罪は神を求めてやまぬ本性の気高さを告げるものである

こと，要するにその様に見事に造り出された本性にとっては神と共にない

と言うことが己を傷つける以外の何ものでもないと言うこと，が先ず十分

に主張されている(Ib.X II， 1 )。

これこそやがて彼が一切の歴史的世界の構造に付着させる基準である。

この雄大な構想はもう一度確認して置かねばならぬ。 天使にとっても人聞

にとっても堕罪があると言うことは意思の自由が最も大切に取扱われてい

ると言うことであって，もし自由でなければ意思は意思とは言えないと言

うことである。 問題はその意思の濫用が与えられたよき本性を傷つけて惨

めなものにしてしまうと言うことである。 本性に逆うもの ， ひいては神の

敵と言われるものに至るまで何ーっとして神を傷つけるものはない。 傷つ

けられるのは彼自らであり，彼の本性であるとアウグスチヌスは明言して

いるのである(I b. X II， 6 )。

アウグスチヌスは主として第12巻では天使の ， 第四巻では人聞の堕罪を

究明する。 凡そ理知的な存在は自らの価値を意識し，自分を位置づけるこ

とが出来る。 価値観をもち選択が可能である。 問題は其処に出発するので

ある。 一介の兵士が全軍の動きを ， 一音階が全曲の流れを推定するのと同

じく ， 部分でしかないものが全階梯を把握することは至難でありまた把握

しようとする場合にも極めて謙虚な態度を保持しないと誤謬はますます大

きなものとなるかもしれないのである。 愛には当然，階梯がある。 人聞は

確かに岩石よりも愛せられている。 神は凡てのものよりも愛せられねばな

らない。 理知的な存在は真理への指向性を理解し，進んで真理を愛しなけ

ればならないのである。 従ってアウグスチヌスに従えば罪あるものはこの

動きを逸脱したもので，自己に叛逆し，自己分裂に落ちたもの な の で あ



アウグスチヌスに於ける歴史的世界の精進 23 

る。 然らば天使は何によ って堕罪したか。 天使は自己の本性におぼれたと

言うのである。 全知全能の神が何故にその堕罪を予見し給う如き世界を造

り給うたのか。 無よ り造られたものは最初から無に帰する罪の可能性をも

っ。 しかもその可能性は高位の存在になればなるほど， 即ち理知と創作力

を賦与されていればいるほど，それだけ権威と能力と責任とが与えられて

いるから，人間よ りも天使に於てより大きいのである。 しかし何故にその

様な逸脱を意思したのであろうか，と言う問題についてはアウグスチヌス

はその探究が意味がないことを告げそれが精確に言って行為であるよ りも

無為であることを語るのみである(Ib. XII ， 7)。

此処で次第に明瞭になって来ることは キリスト托身の玄義が歴史の鍵と

見られねばならないと考えられていることである。 その玄義こそアウグス

チヌスに時の観念、を確立させて， ギリシャ的な思考から彼の思念を遥かに

歴史的なものとさせているのである。 キリストの生涯は時を一切の幻影的

なものから切離し，歴史を無意味な偶発事の世界と考えられなくさせてい

るのである。 肉体をもつことによ って天使とは異る人聞は堕罪によ ってそ

の肉体を死すべきものとしたが，その霊魂の死もまた考えられる様になっ

た。 かくてアウグスチヌスは最後の審判によ る第二の死も問題にする(Ib.

XIII， 12)。 人は常に死につつあるものだと彼は言う(Ib. XIII ， 10)。 想起

されるものは『告白』第 4 巻に於ける死の深い探究であろう。 彼は肉体の

死が本性によ るものでなくて罪の結果であることを強調すると共に，肉体

は霊魂の ままにならぬものとなってしまったことにも言及する(Ib.XIII， 

14- 1 5)。この意味で肉体に関し生じ得る凡ゆる誤解をアウグスチヌスは 第

14巻の冒頭で解明する。 当然，禁慾主義も十分に批判される。 ただ単に肉

体的に無感覚になると言うことは真の平和に到達するよ り，寧ろ真の人間

性を棄てることだと極言している(Ib.XI V， 8 - 9 )。

次で人祖の堕罪も天使と同じく自惚れに由来することが説かれる。 従っ

てアウグスチヌスによ れば謙遜 humili ta s は自己率下とは異り，凡ゆる徳
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の基盤であり， 人間本性復元の出発点となるべきもので，この点，ホップス

やヒュ ームの近代的立場と対瞭的である。 中世を支配した秩序の概念、が其

処に強く根ざしていることも看過し得ない。この場合，謙遜と言うことは秩

序に於てあると言うことで，権威も従属も其処に出発し，其処に於て批判さ

れる。本来，謙遜であると言うことは自己の能力を十分に発揮出来ると言う

ことでなければならなかった。それ故，アウグスチヌスにとって自惚れと言

うことは秩序に於て生きる力を失うことであり， プラトンの不正と同じこ

とであった。 かくて直罪は人聞に於ける霊魂と肉体の秩序をも乱し， 宛も

霊魂に於て死を望み， 肉体に於て生きんとする知き姿になった， と言うの

であるClb.X IV，  1 5)。 此処で彼は社会生活の根底をなす家庭に於ける差

恥の問題， 結婚の不可溶性について巧みに解説する。 次で斯うした人々か

ら成立する社会に於て謙遜たらんとする人々と然らざる人々とのからみ合

いは神秘的m ysti ce に『神の国』と『地の固」と呼ばれ，それぞれアペルを

継ぐものとカインを継ぐものとによって構成されることが累述される( Ib.

X IV， 1 -2) ， それは共に不可視なもので， 歴史的社会が凡て罪の展開

であると言う如きものではない。 寧ろ凡ゆる歴史的社会に両者 の 対 立が

あると言うのである。 ただ前者は常に超自然的なものとの結びつきをもっ

て生きるものであるから， 地上に於ては遍歴者 Cp er egr i nu s) の性格をも

たざるを得ない。 神の建てた教会はその遍歴者の集団であるが， 遍歴者の

中にも脱落者がないわけではないし， 毒麦の様に遍歴を装っているものも

いるかもしれない。 しかし教会が地上に於ける『神の国』の最も大きな具

現であることに変りはない。 ともかくアウグスチヌスはへプライ史に「神

の国」の地上に於ける進展を， またそれと対比してローマ史に『地の国」

の進展を辿って見るので ある( Ib. XIV， 4 - 5 ) 。 そ れ は ロ ー マ史

に顕著な支配慾 c u pi do domi nan di がアウグスチヌスの所論を明確化す

るに極めて好都合であったからであろう。 彼はローマの支配権がひいては
{註7)

凡ての政治的権威が普ではなかったと主張しているのではない。 其処に見
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られる献身，愛国心，勝利，平和はそれぞれに善である。 ただ其処に動く

悪しき意思、を看過してはならぬことを強調するのである。 此処で銘記すべ

きはアウグスチヌスが人聞の禍福と言うものが互に分ち合われることによ

って滅増するものであると言うことから人間の本性が社会 的 な も のであ

り，人間生活は如何なる意味でも集団的に展開せねばならぬものであるこ

とを表明している節であろう。 彼は使われるものが使うものによって如何

に善悪の差を生むか巧妙に解説する。 しかし叙述はへブライ史の解説に入

ると極めて比喰的で繁雑である。 問題はその様な解釈ですませていいもの

か何うか，にあると言えるであろう。 恐らくこの部分がアウグスチヌスの

最も非歴史的なところである様にも思われる。 アウグスチヌスは曾て歴史

を学ばねばならぬ理由として，聖書の知識を正確にすることを説き， !Iな

されたことを語るのと，なすべきことを教えるのは別問題である，歴史は

なされたことを忠実に有効に物語る」ことを明示しているにもかかわらず

( D octrina C hri st . II， 28)， この場合には，その史実であることの客観的

な意義を軽視するほど全く短兵急である憾をまぬがれない。 その視野もへ

プライ史とローマ史の握を殆ど出ず， ギリシャ史の宝庫は全くと言ってい

いほど手をつけられていない。 其処ではプラトニストやマニ教徒がへプラ

イ史を理解出来なかったことは分っても，アウグスチヌスが何故にギリシ

ャ史を理解しようとしなかったかが疑われるほど視野が狭い。 キリストの

生涯はアポロと異り，ポンシォ ・ ピラトの下に於ける史実であるところに

絶大な意味があるのではないか。 奇妙にも彼はそのことについて一言も強

調していない。

アウグスチヌスは歴史の成就，時の終末について前述の知く最後の 4 巻

を当てている。 此処でも人生に於ける至福の探究を個人的生活を超えて社

会的なものへ推し進めていることは彼の所論から見て当然のこ と と 言 え

る。 賢人の生活も社会的なものであらねばならぬと言うことに満幅の支持

を示しているくCiv. De i ，XIX"め。 従って超自然的なものとの結びつきに於て
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至福を追求するものと， この世の幸福と言うものだけを目標とするものと

が社会的にも区別される。 この世の不安に取囲まれた惨めさは， 個人的生

活から始って家族， 社会， 国家， 世界一般に敷街されて説かれる。 その場

合， 自らの体験を通して事実を物語る彼の態度は極めて厳格で， ペシミス

ティ ックな弱味は牽末もない。 そして永遠の生命は善の成就であり， 永遠

の死は悪の究極である， 人生の目的はーをさけ他をとることで， その唯一

の道は聖書にある「義人は信何によって生きるJこと以外にない， ととを

説く。 決然と彼は哲学よりも宗教によって生きるべきことを宣明するので

ある。 有徳のものがこの世に於て惨めであり得ると言うことは彼にとって

哲学の超えられぬ限界であった。 哲学が自殺者を否定出来ないことを指摘

している節は興味深い(I b.X I X， 4)。 国家の法にしても欠点をまぬがれ

難く， 不正は被告をも裁判官をも悩 ますのである。 彼は一つの理想郷を描

くよりか， 言葉の分らぬ隣人をもっ悲哀を泌々語るのである。 しかも彼は

戦争を生み出す悪を指弾してやまない(I b. X IX ， 6)。 その戦争こそロー

マ世 界建設の手段ではなかったか。 彼は Pa x Rom a ria を讃えるが， そ

れが実現されるに至った惨めな経過に涙なくしてはあり得ない(I b.X IX， 

8)。 次で彼は平和の讃美すべきものであることを力強く主張する。 この

平和を乱す戦争の問題で彼の p riva t io boni の課題は極限に達する。 本性

は何時， 如何なる処にあっても神の平和を追及してやまない。 平和は耐え

られるものでなくて享受せらるべきものである。 平和は永遠の生命に至る

食物の様にこの世では必要である(I b.XIX ， 12 -1 3)。 この意味で彼の思

考は社会政策の存在意義を十分にうかがわせている。 しかしこの様な問題

になると当時の経済生活と キリスト教会との結びつきはさほど緊密でない

から議論は著しく具体性を欠いてしまう。

この場合， 彼の所論を徒に既成秩序の維持を主張するものとするのは行

き過ぎであろう。 彼が強調するのは何処までも『信仰によって永遠の法に

秩序ある従属をするj]( ut ei s it o rd ina ta in f id e  s ub a et erna l eg e  o bed ient ia )  



アウグスチヌスに於ける歴史的世界の情造 'l:l 

ことなのである(Ib.XIX， 14 )。 彼は人聞の人聞に対する支配が本性によ

るものではなくて， 凡て罪から生れた歴史的経過の産物にすぎない，従っ

て其処に期待し得るものは相対的善のみである，ことを指摘するに喜でな

かった(Ib. XIX， 1 5-16)。 この様な世界でアウグスチヌスは『神の国』

が言語や習俗の差異を超えて追及されるのを見るのみである。 従って彼に

於て届家主権の批判的考証や教会と国家の関係についての具体的思考を期

待することは出来ない。 ただ彼は一般のキリスト教的生活が世俗的権威に

も条件つきではあるが従うことなくして不可能であることを告げるのみで

ある。 それはパウロ以来，当然の歴史的事実であった。 人聞は信仰のみに

よるのでなく，感覚や理性によってもある程度まで正しい知識をもつこと

が出来るのでなければ感覚や理性が与えられていることが無意味になって

しまうであろう。 彼が暗示することは神を見失えば正義は崩れ， 正義が崩

れたところに国家は成立しにくいと言うことであったCIb. XIX， 23 )。 こ

の点が中世では表面に推し出されて 国家を監視する教会の姿が具現するの，

である。 しかしまたそれがやがて政治的自由の主張に強い拠点を与えてい

る事実も看過出来ない。 アウグスチヌスは寧ろプラトンの見解C Le ges ， 1， 

位8; Re p. VIII) に近く，要するにキケロよりも透かに現実的に広い立場

に立って 国家の動きを理解しようとしたことは特筆に値 す るぐCi v ;Dei ，xI

)C，24)oこの様な立場からすれば殆ど現実の国家には絶望しか生れない 様 に

思われるが，それがアウグスチヌスには決して見られないことも彼の特質

である様に思われる。 彼はローマの現状 に も 決 して絶望しない。 凡ゆる

ものの中に神を認める彼の視力は極めて強観で あ る と言える くIb. XIX，. 

20)。 そして また肉体を魂の牢獄とも見ない彼はまたそれだけにプラトンよ

りも一層の警戒心をもって而も把握せざるを得ないものとしてこの世を見

るのである。 肉体と霊魂を一つのものとして見る点をもっと究明して行っ

たら彼の立場はプラトンよりも寧ろアリストテレスに近いと言えるであろ，

つ。
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「神の国」と「地の国』の究極を論ずるアウグスチヌスの思考は全く論

理的で厳しいが， 主題は変らぬ神の愛である。 それは人間的感覚を超えた

ものだと彼は強調する (Ib.XX I . 17)0 F地の国Jの究極を思う苦悩は托

身と十字架の玄義につらなる。 それを論ずる者は神が人間と人間の自由を

救うのに十字架をとったことを想起せねばならぬ， と結んでいる。

思うにアウグスチヌスはギリシャ語に通ぜず， またギリシャ哲学に薫陶

された人ではないから真珂の探究に当っても思弁より啓示に依拠し， ギリ

シャ的であるよりもへブライ的であった。 彼は哲学に出発しなかったから

理想郷を描かなかった。 宗教に出発して現実の意味を探究した。 プラトン

にとってその理想郷が何処に存在するかは問題でなかったが(Re p . IX)， 

アウグスチヌスにとって神の国は此処にも存在する か ら こ そ問題であっ

た。 神の|玉lがあることによって我々が始めて存在の意義をもっところに問

題があった。 伎の関心も能力もその全的な表現を「神国論』に見たことは

不思議で、ない。 その意味で‘伎はプラトンよりも透かに現実的で歴史的な人

であったと言うことも出来る。 何よりも彼は涙の谷の人であり， 人々と共

に苦しみ且つ共に希望をもとうと試みる。 しかしアウグスチヌスは歴史事

実の把握も強いが宗教の把握は更に強い。 神の国はユート ピアでもなけれ

ば神話でもない。 それは日常現実の問題であれ個人的たると共に社会的

な問題であった。 それは究極の目標ではなくて今日の生活の出発点として

強烈に意識され行動されねばならないのである。

アウグスチヌスによれば「歴史の叙述に於て過去に於ける人間の制度が

物語られるが， 歴史そのものは人間の制度に於て計られるべきものではな

い(n叩i nte r hum a na instituta i psa hi sto r ia nume ra nda e st)。 何となれば

過去の事件， なされずにはあり得なか った事柄と言うものは神が遣り支配

し給うところの時の秩序の中に於て考えられるべきものであるJI(D oct ri na 

C hrist . H， 28)。 明瞭に彼は歴史と言うものの中に叙述された歴史と歴史



アウグスチヌスに於��る歴史的世界の鱒造 29 

そのものとを区別しようとしている。 その意味では最初の人として高く評
(註8)

価されねばなるまい。 かくて彼は歴史を神学:によって基礎づけた。 従って

彼は歴史の権威を極めて高くかった。 「多くの国民の 宗教によって 確立さ

れ， 多くの時代と人々の合意によって確認されたものと離も一般の歴史の

信用と重さとを得ることが出来ないほど疑われてしまえば消え去るより他

に道がない』と彼は言うのである( De Mo ribus E ccle siae Cath. 29)。

然らば「神の国』と「地の国』と言う彼の歴史的世界の構想、は何時頃か

ら彼に具体化したのであろうか。 それは早くも390年頃に De Ve ra Rel i g . 

50に片鱗を見せ， 次で10年後の De Ca the chi zan di s  Ru dibu s， 31， 36 に於

て倣慢と謙遜の対立は明白な形態、をとる。 彼はイエルサレム( vi si o pa ci s) 

とパピロン( confu si o) を対立させてそれを説いている( Ib. 3 7)。 同じ様

な思念は彼の同じ頃の著作 C o ntra Fa ustum， X II， 36 にも C ont ra E pi st. 

Pa rme niani ，  II， 8 - 9 にも更にまた403年の E n. 泊Ps. 36， III， 4 にも現
(註9)

れる。 従って彼はこの構想をねるに当ってマニ教徒， ドナトス派を眼前に

していたことが分る。 それより更に10年ほど経て De Ge ne si a dLi tte ram 

の末文で二つの愛の対立 ( al te r sociali s， al te r  pri va tu s) を明確に描き，

もし機会があればそれについて詳述すべき抱負をもらしている(XI， 20 )。

従って 410 年の事件がその決意を固めるに大きな役割を演じていたことは

明らかであろう。 これを読んでいると彼がローマに『地の国』の展開を結

びつけて与えたことがさほど不良然に思われなくなるが， 此処では明瞭に

F神国論』の執筆が約束されているのが分る。 ともかく『神国論」を起筆

した頃アウグスチヌスにとってこの主題が圧倒的な関心事であったことは

彼の他の著作を見ても容易に推測し得るであろう。 E n. in Ps. 12 5， IIIで

もこの対立を論じ， パピロンやローマを一般にこの世と言う意味にもまた

『地の園」を指す名としても使っているし， 同じ E n. i n  Ps. 64， 136，138 

等でもそのパピロン ( confusi o) と言うものがもう一つの国イエルサレム

( visio pa cis) の影( umbra) にすぎないこと， この二つの愛の結果がこの
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世で複雑にからみ合っていること，を言明している。 殊にE n . in Ps. 13 6 

ではキリスト教徒たるものは罪を購われて神の国に属するものとなってい

るがノξピロンにいること，従って誘惑も多いこと， を強調している。 これ

等の説教が何れも 41 5年前後のもので，アウグスチヌスが『神国論』の後
(註10)

半を書く前のことであることを銘記すべきだとロンデも指摘している。 と

もかくロンデが主張する様に『神国論』の構想、がアウグスチヌスの詩篇註

解を通して次第に具体化されていることは十分考えられることである。

然らばアウグスチヌスは『神国論Jの史料を聖書以外に主として何に依

拠したのであろうか。 ローマ史については精読したウィルギリ ウ ス を 始

め， タキトス，スエ，トニウス，リウィウス，サルスチウス，フロルス，エ

ウトロピウスの他にウアローの古代史を随所に使用している。 教会史では
(註11)

エウセピウス，へプライ史ではヨゼフスに主として依拠したと思われる。

異教史ではエ ピファニウスを利用し， 11神国論』 の構想ではドナトス派の

司教チコニウスからも影響を受けた様で‘ある (D octr i na Chr i st . III， 42)。

彼は自己の立てた構想、の解明に急で歴史的展開をへプライ史とローマ史に

限定して自らの考察に権をもうけたきらいがないわけではない。 所詮，歴

史を考察したが歴史家ではなかったと言うべきであろう。 何れにしても彼

の目的とした歴史的世界の構想は十分に説明されている。 此処にはじめて

世界史の綜合が試みられ，その中に於ける人類の立場が人類の過去，未来
(註12)

と結びつけて考察されたのであるー

神の予知が『歴史の進展を制し』従ってアウグスチヌスには進歩の概念、

が欠けているから，歴史哲学を問題にし得ないとするのは早計で は な い
(註13)

か。 少くとも彼は更に高い神学的立場を主張して，異教徒の国家について
(註14)

も寛容な史的考察を試みることを忘れなかった。

然らば『神の国』と『地の国』に対する人間の所属についての叙述の痩

昧さは何に由来するのであろうか。 その識別は内的なもので，問題は人々

の意向であり意志なのである。 その責任はその時々の各自にあれ基準も
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一定でないからアウグスチヌスも明確な表の知きものを文中に明示するこ

とはない。 しかし服従，謙遜，敬E色 とりわけ神と隣人への愛が各家庭，

各社会，各国家の成員の特質として探究されるのみである。 パピロンやロ

ーマが『地の国』と言われるのは一般的にその特質を指して呼ばれている

ので，この場合，問題は形而上学的乃至宗教的なものから経験的乃至具体

的なものに移されてしまっているのである。 『神の国』 にかたどられたイ

スラエル(C iv . D ei， XV， 2 ) もこの世にあって逸脱する限りに於て『地

の国』であった(Ib. XV lI ，  10)。 また逆にアウグスチヌスはローマ古代の

徳を讃美し(Ep . CXXXVIII ， 17)， その征服を是認するに苔かでないし

くC iv . D ei， IV ，  1 5)，その平和の価値も十分に評価しているくIb.XV， 4 ;  

XIX， 26)。 更にまた其処に『神の国」に所属する異教徒たちさえも認め

ようとしているのである くIb. XVI lI ，  47)。 一切は神のみの知り給うこと

で，裁き得るものも神のみである。 従って『神の国』と教会， また『地の

国』とローマは必ずしも一致するものでない。 しかるに問題を更に瞳昧に

させるのは，厳密に言って『神の国』と教会は存在するが『地の国』は存

在しないものなのである。 ローマの如く『神の国』とは言い得ないものも

『神の国』の存在の影としてのみあり得る。 それ故，論旨を具体化するた

め論孜に当ってローマが『地の圏』を名指するものとしても使用せられて

いるのである。 ところで国境も城壁もない「神の国』に属するものはこの

地上で遍歴者にすぎないことが雇々強調される。『神 の 国」に対する同じ

信仰，同じ法，同じ希望に生きる教会はその見える限りの姿を顕示するが，

それはそのまま『神の国」ではない。 脱落者も似而非者も含んでいるから

である。 従って最後の審判までその姿は分らない。 ーは具体的になればな

るほどとらえ難くなり，他は抽象的になればなるほどとらえ難くなる性格

をもっている。 この点は最も微妙であるが，アウグスチヌスの所論を考察

する場合には常に念頭に置かねばならぬ事柄であろう。
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