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Pl. を境にして異教古代で世界永続説が主流を占めるようになったとすれば ，Tim.

は歴史的には宇宙の秩序を生成論的に説明するコスモゴニアーからそれを存在論的

な方向で説明するコスモロギアーへの転換をもたらしたものとしてとらえることカt

できるであろう。Tim. をこのようにとらえるとき， Tim . 宇宙論の歴史的生成過

程と展開過程の問題が生じてくるが， 著者の上下2 部からなる研究はこのうちの展

開過程の研究に属するものとして位置づけられる。 著者はあくまで現存資料に忠実

にあたりながらTim . の世界生成の問題に関する解釈史・論争史の実態の内在的

解明に全力を傾けている 。 本研究はまた資料集の性格をもそなえていると言ってよ

く， Tim解釈史研究のみならず， 広くプラトニズムの展開の研究，またTim. その

ものの解釈をおこなううえでも今後に資するところきわめて大であると言わなけれ

ばならない。 現在 Münster に勤める著者からの連絡によると第l部で予告された

プロティノスまでの包括的なTim. 解釈史研究の刊行は遅れるそうであるが本研

究におとらずそれが内容充実したものになることを期待して々まない。

John Hick: Evil and the God 01 Love 

2nd ed. The Macmillan Press L TD 

1977. pp. xiii+389 

荒 井 洋 一

〔問題〕もし神が世界を創ったのだとすると， どうしてそこに悪は在るのかと

つぶ兵やいてみる。 もし神が全 善 (summumbonum) であるならば， すべての悪を

取り除こうと欲するはずであり， もし;神が全能( omnip otens) であるならば， すべ

ての悪を取り除くことができなければならないはずだ。

しかし悪は在る。

神が創った世界の中に悪は現に在るように見える。

とすると神の全善と全能の仮定のどちらかが疑われるのだろうか。
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い や， そうではない。

神が全 善であり ， 全能であることは疑われ得ない。 神の全普と全能の仮定のどち

らかへの疑問はただちに神の存在それ自体への疑問に導いていくだろう。

すべてのChristian は神が在ることを信じている。 そ して同時に神が全 善であ

り ， 全能であることを信じている。

だとすると， 悪はどこから来るのか， 悪とは何なのか， とL、う問題が生じる。

この問題が本書の中で Hick(以下Hとする )の取り扱う問題である( pp. 3- 4)。

「西方における長い時間をかけたゆっくりとした宗教的な制度の衰退にもかかわ

らず」 とHは本書の第二版の序文において書いている。 r神が一体在るのかないの

かという問題を中心とする信仰の問題には依然として高い関心がはらわれつづけて

いる。 」 そして「この問題についての議論と討論においては， 惑の問題は決定的な位

置を占めつづけているのである。 J ( p. xi) 

この悪の問題は dilemmaの形で書き換えることができょう。 それは， 一方で，

全 善にして全能である神への信仰と， 他方で， 神が創った世界の中に現に在るよう

に見える懇という事実とが形成するのlemmaである ( p. 5 . )。

2 (現代的意義〕このような悪の問題は， それでは， 或る意味で現代ばなれをし

た問題なのであろうか。 もしも現代という時代を特徴づける知的な市民たちがもは

やChristian believ ersではなく ，不可知論者であるか， 懐疑論者であるか， ないし

はhumanistであるのだとすると ( p. 功。

本書は， しかし， それらの人々にも向けて書かれたものである， とHは言う。 本

書の内容を theodicyとHは名づけるが( p. 6)， それがめざしていることは， Chris

tianityが真であることを論証することではなくて， 悪とL、う事実もChristianity

が偽であることを示さないことを論証することである。 そこで本書の論証は p osi

tiv eな機能というよりは negativ eな機能を持つというふうに性格づけられる( p.

2 44)。

3 ["基本的立場) Hはみずからの立場を理性的な信仰(tational belief) として

規定するが， その意味はけっして理性的な論証によって到達された神への信仰とい

うことではない。 そうではなくして「理性的な個々人のうちに ， 彼の経験における

やむに やまれない要素に応じて呼び起こされてきた信仰J ( p. 244)を， それは意味
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し℃いるのである。 E.Gilsonが中世哲学の原理と呼んだ， あの有名な A nselmus

の定式 faith seeking under standingがその付近の記述に見える。 I悪という神秘

はほとんど把握されずに残されるにしても， それは宗教的な経験の流れに参与する

ことから呼び起こされてきた 信仰を非理性的なものにしない。 J(p .245 ) そこでH

は， 悪という深刻な事態に直面した上で， 神が世界を創ったことの意味 を探ってい

こうとすることになる。

4 C構成〕本書の afull descr ip tive title は次のとおりである。 すなわち「キ

リスト教思想の中で発展してきた， 悪の問題に対するこつの応答の批判的研究と，

今日のための弁神論を組識的に述べる試み。J (p . 3) ここで二つの応答と言う の は

Augustinus (以下Aとする〉とIrenaeusの応答のことを指しているのである。 そ

こで本書は大きく分けて， A型の弁神論研究(pp . 162 )とIr enaeus型の弁神論研

究(pp .40 ) と今日のための弁神論(pp .144) から成り立っている。 このさいごの

par t においては ， Ir enaeus研究の成果にもとづくA的な 原 罪説の批判が述べら

れている。 そして Adam と Ev e 以来の人類の歴史を， 小さな子供が(p .212)

だんだんと成長し発展してし、く歴史として， 前向きに(p .174)， またp er sonalに

(p .19 6)とらえなおす試みが大胆に述べられていて， 本書の機軸の一つをなすので

あるが， この書評ではIr enaeus型によるA型の補完とL、う問題は取り上げなL、。

5 C探求〕およそ存在するものは(materialな lev elを含め て ) 存在する限り

において 善い， というのはAの基本命題の一つ で あ る(p .44)。 惑をなす (male

facer e)とは何かというと， それはそれ自体においては善い存在者の malfunctioning 

であるということになる(p . 46)。 すべての存在者は， 神に よって創られているた

めに， 本来善いのであるが， 無から創られているために， 可変的であり， そこなわ

れることができる。 悪(malum) とは善がそこなわれていく こと(p r iv atio boni) 

である 。 Aはこの p r ivatioを言い換えて， dep r iv atio， cor r up tio， amissioなど実

にさまざまに言い表わしている 。

ここで評者は 『自由意思論』における ordoにてらしてダ Hの言うところを検討

してみよう。

HはAにおける存在と善の一致の原理を指摘して， I最高の 善はもっとも強烈に

現実的な存在を持っている。 (あるいはそのような存在である。 )そして 善の段階が
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減少していくと ， 同時に ， 存在の段階も減少していく」と言っているが(p. 49)， ま

さにそのような 存在の段階を言い 表わすAの用法として magis esseやminus

esseが あったということはE.Z. Brunnの指摘するところである(Le diZemme 

de Z'être et du néant chez saint Augustin ，立 tudesA ugustiniennes. 19 69 . )。こ

の存在の段階というのは ， 私たちの存在の用法と必ずしも無縁でないことを ， Hは

もっぱら esse の場面で説明しようとするのであるが， ここではむしろ vivereの

場面で説明した方が明確になったように思う。 すなわち ， 私たちは一般に或る人は

生きているかいないかのどちらかであって中間的な段階はないとも言える(用法 1 ) 

が， 他方また或る人がよりよく生きると も言える(用法 2 )。 この用法 2こ そがA

の用法との連結点であると恩われる。

しかしなぜ存在することは 善いのであろうか。

存在するものは ， 全善である神によって在らしめられているがゆえに ， 善いので

あろうか。

Hはその説明方式を theological と呼び ， Aにはこの点についての哲学的な論証

はないと言って(p.171) ， た と えば 『自由意志論jJ III， xiii， 3 6. や『告白jJ vn ， 

xii， 18 . の論証を無視する。 そしてThomas の論証を紹介するが， それも不十分

だとする。 一般に存在することは ， 存在するものそれ自身にとって ， 善L、。 しかし

その 善いことは ， 当の存在するものそれ自身にとってという限定つきで言われるに

すぎないと言うのである。

Hはまた p rivatio boni説の logicalな基盤を探っていこうとする(p.53 )。

今ここに水が半分はいった glassがあるとする。 それは半分空になった glassと

も言える。 p rivatio boni説は， このような種類の ， 相互に対立する termの一方

を消して他方だけで言い表わしていこうとする op timistic vocabularyの recom

mendationにすぎないのだろうか。 Hはこの場面でー一一『 善の本性に つ い てjJ xv 

を考慮に入れるべきであったが， そうせずに一一一p rivatio boni説は metap hysical

な主張であって ， empiricalな主張ではないとする。 すなわちこの説が主張してい

ることは ， 悪は神によって創られなかったということであり ， 神の創った世界にお

ける悪の statusは essential であるというよりは p arasitic であるということで

ある ， と言う。 他方経験論的に見た場合 ， 悪はけっして単なる欠如ではなしそれ
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自身の恐るべき力を持った realityであると言って， na tural evi 1の場合と moral

evilの場合の分析を行なっているが， 評者はこの点については反対である。

確かに巨大な悪、の力が 猛威をふるうという言い方をする。 また1冒:振をきわめると

も言う。 しかし結局のところ ， それは 破壊活動にすぎないのではないだろうか。 ま

た ， 巨大な悪が 遂行されるための要件としてHがあげている mental integration， 

stability， coherence， intelligence....・・などは， どれもみな ， それ自体としては善な

のではないだろうか。 すなわち巨大な悪の力の源泉はやはり善なのであって ， 善か

らして ， 或る善をめざして ， 自他を 破壊する過程が悪なのではないか ， と評者には

思われるしだいである。

6 (問題J Hはさいごまで悪が， 経験論的には， sheerly malevolent realityであ

るという立場を保持して(p .35 9)， それと神との関係を探っていこう と す る (p .

35 2) 。

cruelty， violence， p overty， hunger， disease， insanityなど(p. 243 )が 私たちの

生きているこの世界に影をおとしている。

ちょうど暗閣が 描治通れることによって絵画の美が 達成されるように， 罪人によっ

てすら世界の美は 達成されるというAの比ゅは 適用されるであろうか(p.87 ) 罪人

は， では ， 世界の完成のために必要だったのだろうか。

い や， そうではなL、。

そこまで言ったとすると， 完成されるべき世界そのものが疑問になってくるだろ

う。 Aもそこまでは言わなかった(p .88 )。

しかし ， それにもかかわらず ， 神は 罪人を神の目的のために用いると言わねばな

らなL、。

Hは 最終的に， í神の意に反して」と「神の意に か なって」と い う区別をする

(p.355 )。 たとえばJesusの死は， それ自体としては ， 神の意に反して ， 人間の邪

悪さによってもたらされたのであるが， Jesusの死は， 無限の未来の 善にてらして

(p.34 0 )， 神の意にかなってもたらされたのであると言う。 Hは 前者を二元論的な

見方(p.353 )とか経験の立場(p .35 9)と呼ぴ， 後者を一元論的な見方とか信仰の

立場と呼ぶ。 íこのうちの一方は realityなのであり ， 他方は app earanceなので

あろうか。 悪は実際には善いのであるが， 悪く見えるだけなのだろうか。 それとも
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悪は実際に悪いのであるが， 思弁的な理論によって普く見えるだけなのだろうか。」

(p.362) Hは両者の関係の問題を残して， その懸け橘は神の国への希望であると言

う。 そしてこの p aradoxは. 5C. のはじめないし7C. 以来(p. 244). 教会で歌

われつづけてきた聖歌に表現されていると言って， それを引用することによって本

書の論述を終える。

o felix culp a quae talem ac tantum meruit habere redemp torem. 
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八 巻 和 彦

著者Beierwaltesは .Platonismus und Idealismus (1 972)なる大著の著者とし

て既に熊田陽一郎氏によって本誌XVII号(1 975 )で紹介されたことがある。 この

著作は， 前者に比すれば言わば小冊子の如きものであるが， そのProblematikに

おいてはそれと密接に関わっている。 即ち NicolausCusanus (以下C. と略す )

の思想、を， 形而上学の， とりわけ新プラトン主義の歴史に立って考察すると共に，

さらに彼より後の H egel との関係を考察し， また(とりわけ興味深いことには )

H eideggerをも検討の対象にしているのである。 この事に よ り， 前著では考察が

Meister -Eckhartから一足飛びに近代のNovalis.Goethe. SchellingおよびH egel

まで移動していたという欠落を補い， その論旨をさらに充実させていると考えられ

るわけである。 この点においてこの小冊子は， 単にC. 研究書にとどまらない大き

な意味をもっているであろう。

先ず く1)において著者は， 形而上学の思惟がその始まり 以来. 本質的にIden

titätとDifferenzの関係への問によって規定されており， またこの聞は終始Ein-


