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研究 ノ ート

アウグスティヌスにおける「神の国」の意義

松

田

禎

一

アウグスティヌスにおける「神の国J ci vi a
tsDeiの意義を， 彼の大著『神国論』
の分析を通して解明してみよう。まず「神の国Jという場合の「国J

civi
a
tsは，

いかなる内容をもっ概念であろうか。アウグスティヌスは国を定義して， r国とは，
ある社会的鮮はって結合された多くの人々日かならない」と言ってい

i 。ここ

から我々は， 国がその領土や機構の点からでなく， むしろ人間という観点から， 多
くの人々の社会的集団として捉えられているととが分かる。事実，
asと言い換えられているのであ
で， 国はしばしば「社会J socie
t

r神国論』の中

2 。例えば第15巻

では， r乙れら(人類の二つの種類)を我々は神秘的に二つの国， つまり人々の社会

宅 。乙乙で「神秘的にJ mysi
te
c という語は，

と呼ぶ」と述べられてい

R .H・パ

ローの解釈によれば， 比日食的iζallegoricallyあるいは陰町量的にme
t
aph oria
c llyと
いう意味であって， その比町議ないし陰喰は聖書から採られている。そういえば確か
に第14巻では， r我々が聖書に従って正当にも二つの国と呼ぶことのできる 人 類 の
二つの社会以外には存しない」と断言されている。ところでアウグスティヌスはさ
らに国を内面的に規定して， r国とは， 心を同じくする多くの人々にほかならないJ
(6)

と言っている。では， 多くの人々が心を同じくするのは， 一体いかなる場合であろ
うか。思うにそれは， 何かある一つのものに人々の心が集中し， その一つのものを
中心として相互に多くの心が結ばれ合う場合ではなかろうか。アウグスティヌスは
(7)

『詩篇』の中の一旬， r神によりすがるζとは吾にとりて善きことなりJを重んじて，
『神国論』の中でいくたびとなく，神に固着するととadhaerereDeoは人間にとって
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善であると強調している。例えば第10巻では， r我々の善は神fL固着するとと以外の
何どとでもない。我々の知性的な魂は， 言うなれば神との形なき抱擁によって， 真
実の徳をもって満たされ豊かにされる。かかる善を心のすべてをあげて， 魂のすべ
てをあげて， 力のすべてをあげて 愛 す るζと が命ぜられている」と言ってい

宮。

そこでさらに第12巻では， rかかる善を共通lとする者たちは， 彼らの固着する神と共
に， また相互哩なる社会をなし， 一つの神の国である」と述懐されるので
きて， r神の国」の存在を証するのはかの聖書であ

42L

る弘

かかる「神の国」はいか

にして生じたのであろうか。我々はその起源を尋ねてみよう。アウグスティヌスは
第11巻において， r私は聖なる国の起源について語ることを決心したので， この国の
大部分を占め， 決して遍歴していないだけにより幸福である聖なる天使たちに関す
るととを， まず初めに語らなければならないと考える」と言ってし i

Z 。彼はまた同

じ巻の別の箇所で， rとの可死的な生のなかを遍歴しているのではなく， 常に天上に
あって不死的である神の国について， すなわち神に固着して離反しなかったし， ま
た決して離反しないであろう聖なる天使たちについて， できうるかぎり説明してみ
よう」とも言ってい

8 。我々はとれらの箇所から， r神の国」の大部分を占めるのが

実は聖なる天使たちであること， そして彼らは地上を遍歴していず天上にあって幸
福である乙とを確認するのである。事実， r聖なる天使たちは彼らの天上の住まいに
おいて， 神と共に永遠ではないけれども， しかしその永久で真実なる幸福は安全に
して確実であるととを誰も疑ってはならない」と言われている。だが， 彼らが神l乙
固着して離反しなかったと諮られているのは， 何を意味するのであろうか。アウグ
スティヌスは， かつて天上で演ぜられた天使たちの聞の出来事を， 次のように物語
っている。「天使たちのうちであるものは， すべてのものに共通の善である神自身に，
その永遠性と真理と愛とに確乎としてとどまったのに対して， 他のあるものはむし
ろ自己の力を喜び， あたかも自己にとっての善が自己自身であるかのごとく， すべ
てのものに共通のよりすぐれた至福なる善から， 自己の固有な善へと堕したのであ
るo ……そとで前者の幸福の原因は神に固着しているととであり， とれに反して後
者の不幸の原因は神に固着していないととである， と理解しなければならない。Jそ
もそもアウグスティヌスの考えによれば， 神は唯一の単純で不変的な善であり， と
の神によってab Deo無からde nihilo創造されたものはすべて善きものではある
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が， しかし単純でなく可変的な善である。 だが， 知性的存在である天使や人間はそ
の自由意志によって最高善たる神IL固着し， もって幸福であるような仕方で創造さ
れている。 そこで神 に 固着しないことは， 天使 や人閣の本性に反する欠陥であって
不幸を招くのである。 ともあれ天上の序曲において一部の天使は堕審し， かくて天
使たちのうちに分 裂 が生じたのであるが， 良き天使と悪しき天使との聞の 相反 する
傾向は本性と 根元の 相違IL基づくのではなく， というのは両者いずれも神によって
創造されたのであるから， あくまで も意 志と欲求に基づくととは疑えない。 す なわ
ち悪しき天使は自己の悪しき意志によって堕したのであり，いわゆる高慢 superbia
から不幸になったのである。 そして「高慢とは， ひずんだ高ぶりへの欲求以外 の何
であるのか。 けだしひずんだ高ぷりとは， 魂が 固着すべきものから離 れて， ある仕
方で自己を根元となし， かつ根元であることである。」こうして天使た ちの聞に生じ
た分裂によって二種類の天使の集団が成立し， その二つの集団に基づいて二つの国，
つまり「神の国J civitas Dei と「地の国J civitas terrenaの起源がおかれたのであ
る。

2

さてアウグスティヌスは， 聖なる天使たちの構成する「 神の国」を「天の王国」

弘 とか.

珂num c田lon

(20)

r天上のエルザレムJ叩perna Hiersalemと呼んでいるが，

それは我々といかなる関係にあるのであろうか。第10巻lζは次のように記されてい
る。 「乙れがもっとも輝かしい神の国である。 それは唯一の神を知り， 且つ崇める。
聖なる天使たちはかかる神の国を告げ知らせ， 我々をその社会へ招いて， 我々がそ
の国の市民となる乙とを欲している。Jまた第11巻にはとう述べられている。 「乙の
労苦11:満ちた遍歴において， 我々がその社会ないし集団にあとがれるところの聖な
る天使たちは， 永続的な永遠性をもつごとく， また容易なる認識や幸いなる休怠を
有している。 彼 らは実にたやすく我々を助けるのであるが， それは彼 らが 純粋で自
(22)

由な霊的活動のゆえに労する乙とがないからである。」ζれらの箇所から， 我々は聖
なる天使たちが天上の神の固 に我々を招き， かつ地上を遍歴している我々を助ける
ことを知るのである。 実際アウグスティヌスはJ天上の神の国とこの世で遍歴して
(23)

いるその子ら 」とか.r自由な 神の国， す なわち天における真実の永遠なるエルザレ
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(24)

ム， その子 らは神1;:従
: って生きている人々で地上では遍歴している」 と言っている。
とうして我々は「神の園」の子 ら 五liiとして，聖なる天使たちと密接 な関係をもっ。
そ乙でアウグスティヌスは言う。 「我々は彼 ら (聖なる天使たち)自身と共に一つの
神の国である。……その一部分は我々において遍歴し， 他の一部分は彼らにおいて
(25)

助けるのである。」我々はさらに「神の国」の構成を， 人間Ir:視点を移して考察して
いってみよう。
アウグスティヌスは地上における「神の国J を. r主なるキリストのあがなわれた
(26)

家族」とか. r主たるキリストの遍歴の国」 と呼んでいる。彼によれば ， 永遠の祖国
(27)

aeterna patria 1と市民を集めるのは 罪 のゆるしによってであり， キリストは多くの
悪によって腐敗し汚れている 世から， 至ると乙ろで徐々にその家族 を引き 出して，
(28)

輝かしい永遠の国を建設するのである。そしてとの世においては， 神l乙従って生き
(29)

ながら遍歴している聖なる「神 の国」の市民たちは， その遍歴の途上にある限 り，
天上の 祖国 supe rna patria の平和を 希求しつつ， 信仰によって 生きる。 けだし，
「 信仰はまだ 実際Ir:見ていない ものを希望
して待っときにとそ， 信仰である」から。
(32)

とうして「 神の国」の建設者にして王たる者はキリストである。 アウグスティヌス
は第18巻において. rキリストによる同じーっの信仰は， 神の国， 神の家， 神の寺院
(33)

Ir:予定された者たちのす べてを神のもとに導く」 と言っている。また第9 巻lζは，
「永久に真実であり， 旦つ真実i乙永久 である 神の主国と その栄光1;::予定された者た
(34)

ち」という言葉も見 出される。つまり神の知恵は， 一部 の天使の墜落によって生じ
た神の国の空席を， 断罪された人類からさ えも満たすという考慮K欠けてはいなか
(35)

ったのであるー アウグスティヌスによれば ， 神はすべてのととを予知するので， む
ろん人祖が罪を犯すであろうことに無知ではなかった。しかし神は， 善く創造した
人間がいかにして悪くなるか， ということと共に， いかなる善 をその人間からさえ
(36)

も作り出すか， ということを予知した。 すなわち. r神はその恩恵によって敬度なる
民が世嗣に召され， 罪のゆるしによって義とされ， 聖霊Kよって永遠の平和のうち
にある聖なる天使たちに結合され， 最後の敵なる死が滅ぼされるととを予知した」
(37)

のである。乙うして人類に関する限りで.1神 の国」と「地の国」という二つの国の
起源は， 人組において神の予知に基づいておかれた。というのも ， 人類はかの人祖
から発生すべきであり， そしてある者は罰によって悪しき天使と結合さ れ， 他の者
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(38)

は恩恵によって 善 き 天 使 と結合さるべきであったからである。そこでアウグステ
ィヌスは言う。「四つの国， つまり天使た ちのこつの国と人間たちの同数の国がある
のではなく， むしろ二つの国， すなわち二つの社会がある， と言うのが正当である。
天使 だけでなくて人聞をも含むところの善き者 たちの国と悪しき者たちの国とであ
る。 」しかし我々は人間に関する限 りで， 二つの国の 関連をさ らに追究していって
みよう。

3

アウグスティヌスは第15巻において， r我々は人類そのものを二つの種類に区分す
る。 その一つは人聞に従 って生きる者たちであり， 他は神l乙従 って生きる者たちで
ある。なお， これら二つの種類を我々は神秘 的に二つの国， つまり人々の二つの社
会と呼ぶのであるが， その一つは神と共に永 遠に支配すべく， 他は悪魔と共に永遠
の罰を受くべく予定されている」と言 っている。 確かに， 人祖 の堕落による人類の
断罪を重視して， 神の世界経倫の立場に立つならば， 人聞は「神の国J civitas Dei
か「悪魔の国J c ivit as diaboli かのいずれかに， 初めから 予定されていると 言わざ
るをえないであろう。 しかし， 神の真意を完全 に理解することは不可能であり， そ
れにまた神の予知・予定と人聞の自由意志に基づく行為とは， 矛盾対立するもので
も

ぷし かかる観点に 立つならば， 人 類 を「人 聞 に 従 っ て 生 き る 者 た ちJ

qui

secundum hominem vivunt と， r神iζ従 って生きる者た ちJ qui secundum Deum
vivunt とに区分することは妥当である。 アウグスティヌスは第14巻において， r我
々が聖書に従って， 正当に も二つの国と呼ぶことのできる人類の二つの社会以外に
は存しない。 その一つは肉に従 って生きることを欲する者たちであり， 他は霊lζ従
って生きるととを欲する者 たちである」と述べているが， 乙乙で「肉lζ従って生き
ることを欲する者 たちJ qui secundum carnem vivere volentesとか， r霊iζ従 って生
きることを欲する者 たちJ qui secundum spiritum vivere volentes と呼ばれている
のは， 先の「人聞に従 って生きる者たち」 とか「神IC従って生きる者たち」と呼ば
(44)

れているのに対応する。事実， アウグスティヌスは「 霊iζ従 って生きて， 肉l乙従っ
て生きていない， つまり神IC従 って生きて， 人間lζ従 って生きていない神の国の市
民たちJという 表現を しているのであ

主。 し か し， で は 「神 iζ 従 っ て 生 き る」
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secundum Deum vivere とか. r人聞に 従って 生きるJ secundum hominem vivere
ということは， 一体 何を意味するのであろうか。
ー
アウク スティヌスは第14巻において. r人聞は自分自身に従ってではなく， 人聞を
造 った神IC従って生きるように，すな わち自分の意志 ではなく， むしろ神の意志をな
すように， 正しく造られている」 と言ってい

2。 また同じ巻の別の箇所で. r正しい

意志 は善 い愛であり， 邪悪な意志 は悪い愛である」 とも言っている。 我々はとれら
の箇所から， 結局は愛

amor が二つの国を形成する重大 な要因であるζとを 知る。

かくて. r二つの国は二つの愛によって造 られた。 地の国は神をないがしろにするま
での自 己愛 amor SU1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
〕
amor Dei によってである。」 アウグスティヌスは とれと同じ様 なととを， また次
のごとく 断言している。「我々が語っている二つの国を 区別する大 きな違 いは， つま
り一 方は敬慶 な者たちの社会であり， 他方は不敬慶 な者たちの社会であって， おの
おのその社会に属する天使たち と共にあるが， 一方は神への愛によって， 他方は自
(49)

己愛によって導かれている， というζとである。」 実に「神の国」 ないし「天の国 」
civitas caelestis を特色づけるのは， 何よりもまず敬度 piet剖であって. r敬 度とは，
(50)

真の神への偽りのない敬愛である。」次にそれは希望 spes であって. r神の国」の
市民は.r人聞に従って現世の幸福において生きるのではなく， 神IL従って永遠の幸
福への希望 闘いて生きるのであ

弘」さら問れは遍歴P叫加tlOであって，

「この邪悪な世においては， あたかも洪水に おいてのごとく 遍歴している 神の国」
と 言われている。 天の国は地上を遍歴している間に， その市民をあらゆる民 族から
(53)

召し出すのである。 またそれは恩恵 gratia であって. r地の国の市民は 罪によって
損 なわれた 本性によって得られるが， 天の国の市民は， 罪から本性を 自由にする恩
恵によって得られる。 そこで前者は怒りの器vasa irae と呼ばれ， 後者は憐れみの
(54)

器 v asa misericordiae と呼ばれる。」 またそれは再生

regeneratio であって. r地

の国は出 生 g eneratioのみを必要とす るが， 天の国は出世の汚れを除くために， 再
(55)

生を も必要とする。」
ところでアウグスティヌスは， 二つの国を さまざまに表現している。 例えば. r神
(56)

の国J civitas Dei と「 人聞の国J civitas hominum， r天の国J civitas caelestis と
(57)

， 神の国」 と「悪
叫i「

「地の国J civitas terrenae， r神の国」 と「世の国J civitas 蹴
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魔の国J civitas dω;

li「
， キリストの国J civitas Christiと「悪 魔 ら省j，

í再生した

者たちの国J civitas regeneratorum と「地から 生まれた 者たちの国J civit as terri
genan

出 などである。

普通には「神の国」 と「地 の 国」と言われているが， いま

「地の国」 に関するアウグスティヌスの表現を集めてみれば，í我 々が地の国と呼ぶ
(62)

と乙ろの，人間 に従って生きるかの社会j， í 神に従ってではなく ，人聞に従って生
(63)

(64)

きる国に属する人々j. í地の国，すなわち地から生まれた 者たち の社会j. í地から
生まれた者 たちの国，つまり堕落した天使の 支配の下で， 人聞に従って生きる人々
(6

益 j.

の社

í 不敬度な者たちの国，すなわち

の社会であるこの 世

泣茎 j.

í明らかに不敬度な天使と人間と

品」などである。 我々はこれらの 表現から.

í地 の 国」 につ

いて一つの心像を得ることができるが， それは 先に我 々が「神 の国」の特色として
あ げたものと正に対照的 であろう。しかし二つの国は， 世界の終末における最後の
審判をへて，それぞれ完結した姿で見られるときには， 相互に厳しい対立があるの
みであるが， 世界の創造から終末に 至る閣の，乙の地上における姿で見られるとき
にはどうであろうか。 アウグスティヌスは 第 1 巻 において. í 確かにこれら二つの
国は， 最後の審判によって分離されるまで，との世 ではもつれ合っており， また互
(68)

いに混じり 合っている」と言っている。してみれば ， 人聞の歴史が展開されるこの
地上の世界 に関する限 り. í 神の国」も「 地の国」も混然一体として見分けがつかな
いのである。従来しば しば「神の国」 と「地の国」の対立は，í 教会」と「 国家」の
対立として受けとめられてきたが，乙の理解が正当でないととはも はや明らかであ
ろう。しかし我 々は， アウグスティヌスにおける「教会J ecclesia の概念を判明に
する乙とによって， 乙の点をさらに 確認する乙とに してみよう。 果して， 教会は
「神の国」であるのか。
4

アウグスティヌスが『神国論jの中で， 教会を「神の国」と同一視している箇所
がないわけではない。 例えば. íキリストとその教会なる神の
(70)

菌j，í聖なる教会であ
(71)

る神の国j. íこの世において遍歴 している神の国，すなわち教会j.などがそうであ
る。 しかし， 現実 の可視的教会がそのまま直ち に「神の国」の実現なのではない。
だいいち「神 の 国」はすでに知ったように， 此の 世 に おいては遍歴者 peregrinus
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2。では教会とは何であるのか。アウク唱スティヌスは聖書に従っ 之 教会はキ
リストの体C叩s Christiであ Z， そして教会の首(かしら〉はキリストであると

であ

言う。そこでキリストと信徒た ちとは， あたかも首と体とのように密接な一つの 有
機体を構成する。 さて， r神の園」に等しい真の教会は， 世界の創造以前に予定され
(76)

且つ選ばれた者たちから成るものであって， 世の終りに至るまで， 世の迫害と神の

兵。かかる教会は神の摂理はり， 敵対によって破

慰めの間を遍歴しなが ら進行

滅しないよう繁栄によって慰めを与えられ， 繁栄によって腐敗しないよう敵対によ
〔祁)

って試煉を受けるのである。では現実の可視的教会はどうであろうか。アウグステ
ィヌスは第1 巻においても. r神の国は世を遍歴している限り， 秘蹟の共同によって
は自らと結ぼれているが ， 聖人たちの永遠の分配においては自 らと共にいないであ
ろう者 たちをもっ」と言ってJ

2。してみれば， 現実の地上の教会の中には，

救い

に予定された者も予定されなかった者も混在しているのである。乙の現状をアウグ
スティヌスは次のどとく表現している。「そ乙でとの邪悪な世においては， この悪し
き日々にあっては，……多くの見放された者たちが善人たちと混じっており， 両者
はいわば福音書の地引網の中IC 集められている。そしてとの世においては， あたか
も海の中 でのように， 両者は網の中 で区別なくとじ込められて泳ぐ。それは悪人た
ちが善人たちから分離され， 神がその寺院においてのどとく善人 た ち に お い て，
『すべてにおいてすべてとなる ( 1 Cor. 15. 28).!. その岸辺IC達する時までである。J
やがて両者は穀物打ち場で穀物が ひられるように分離される が ， 現在の教会の中に
はいわゆる小麦も毒麦も混在していて区別がつかなし

に しかしそれにもかかわらず，

教会が今でも「キリストの王国J regnum Christiとか，í 天の王国J regnum caelorum
(82)

と呼ばれるのは何故か。それは今でもキリストと共lζ， キリストの聖徒たちが一一
彼らについて主が.

r見よ， 私は世の終りまでいつもあなた方と共にいるであろう
(83)

(Mat. 28. 20)Jと言われた一一支配しているからである。 そ乙で二種類の教会が考
えられるであろう。 その一つは「現にあるような教会J ecclesia qualis nunc estで
あって， そとでは善人も悪人も 共に成長していて全く見分けが つかない。いま一つ
は「いつかあるであろうような 教会J ecclesia qualis tunc eritであって， そとでは
最後の審判によって分離された善人のみが永遠の平和のうちにある。しかし， 将来
(84)

あるであろう教会は現在ある教会のうちにすでに実現されつつあるのである。
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viverent: potest etiam isto modo dici quod alii secundum hominem， alii
secundum Deum vivant.
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Dei civitatem in hoc saeculo maligno tamquam in diluvio

cf. ibz"d.， XVIII. 2. cum peregrina in hoc mundo Dei civitate.

17 .
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XIV.
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20.
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(56)

.
Cf. z bid.， XV.

5.

inter duas ipsas civitates， Dci et hominum， cf. ibid.， XV.

1.
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Cf. ibid.， XVIII.
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duas civitates， unam terrigenarum， alteram regeneratorum.
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Ibid.， XV.

(65)
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in terrena civitate， id est in terrigenarum societate

17.
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civitas， hoc est societas impiorum

18.

de huius saeculi civitate， quae profecto et angelorum et

hominum societas impiorum est.

(68)

35.

Ibid.， 1.

Perplexae quippe sunt istae duae civitates in hoc saeculo

invicemque permixtae， donec ultimo iudicio dirimantur. cf. z'bid.， X.

(69)
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Ibz"d.， VII1.
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ibz'd.， XII1.

26.

32;

X1.

1.

ad Christum et eius ecclesiam， quae civitas Dei est.

24.

26.

civitas Dei， quae est sancta ecclesia.

peregrinantis in hoc saeculo civitatis Dei， hoc est ecclesiae. cf.

16.

civitatem Dei， hoc est eius ecclesiam

21.

in hoc mundo peregrinantis civitatis Dei. cf. z'bid.， XVIII.

(72)

Ibid.， XV.

(73)
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Cf. De civ. Dei， XXII.
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Cor. 12. 27; Col. 1. 24;

9.

8.

17.

I

2.

Cor. 10. 17.

corpus Christi， quod est ecclesia. cf. z'bi・'d.， XX.

5.

Christus， quod est caput ecclesiae.

ecclesia praedestinata et electa ante mundi constitutionem.

51.

usque in huius saeculi finem inter persecutiones mundi

et consolationes Dei peregrinando procurrit ecclesia.

(78)

Cf. ibid.， XVII1.

51.

et rebus prosperis consolatio， ut non frangatur adversis，

et rebus adversis exercitatio， ut non corrumpatur prosperis， per divinam pro
videntiam procuratur.

(79)

Ibid.， 1.

35.

etiam Dei civitas habet secum， quamdiu peregrinatur in mundo，
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conexos communione sacramentorum， nec secum futuros in aeterna sorte san
ctorum.

(80)

Ibz'd.，

XVIII. 49.

reprobi

miscentur

In hoc ergo saeculo maligno， in his diebus malis， . ・multi
bonis

et

utrique

tamquam

in

sagenam

evangelicam

colliguntur et in hoc mundo tanquam in mari utrique inclusi retibus indiscrete
natant， donec perveniatur ad litus， ubi mali segregentur a bonis et in bonis
tamquam in templo suoくsit Deus omnia in omnibus>.

(8 1)

Cf. z'bz'd.，

XX. 9.

de ecclesia collecturi sunt zizania messores illi， quae permisit

cum tritico simul crescere usque ad messem.

XX. 9.

(82)

Cf.必z'd.，

(83)

Cf. z'bi・d.， XX.

9.

ecclesia， quae nunc etiam est regnum Christi.
Ergo et nunc ecclesia regnum Christi est regnumque caelorum.

Regnant itaque cum illo (Christo) etiam nunc sancti eius.

(84)

Cf. z'bz'd.，

XX. 9.

Ac per hoc ubi utrumque genus est， ecclesia est， qualis nunc

est; ubi autem illud solum erit， ecclesia est， qualis tunc erit， quando malus in ea
non erit. cf. z'bz'd.，

XX. 25.

