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I 

この小論の主題は『秩序論』における惑の性格を明らかにし， その性格が後のア

ウグスティヌスの悪の議論に対してどのような意味を持っているかを考えるところ

にある。 �秩序論』は アウグスティヌスが悪の問題を扱った最初の著作であり， こ

こでは問題が解決されているとはL、いがたいが， この著作における惑についての議

論を整理すれば， おのずから後の著作におけるこの問題への視点も定ってくるとお

もわれるのである。 ところでわれわれが『秩序論』における惑の性格を検討する場

合， 明らかにしなければならない二つの問題がある。 �秩序論』では， 神が万物を

統治する秩序の中に悪が含まれるかどうかが議論されるので， すくなくともこの著

作では悪は秩序との関係において考えられている。 したがって以下の考察でも秩序

の性格をつねに注意していなければならないであろう。 さらにもう一つは， この著

作が 2巻 7章 23節でそれまでの悪についての討論を打ち切って， 学問の秩序につい

て述ぺはじめるという問題である。 この二つの問題と悪についての議論を切りはな

すことはで きない。 以下の考察では， まず秩序の意味を整理し， この理解のよに，

本題である悪の性格について考え， 最後にこの立場から後半部の位置づけについて

もふれてみたL、。
(1 ) 

『秩序論』において， 秩序とはそれによって万物が統治されているものである，

という秩序の役割ば， 討論の参加者全員によって， くり返し認めら れ て い る。 し

かしこの著作ではもう 一つ定義がなされている。 すなわち， 秩序とはわれわれがそ
(2) 

れを保てばわれわれを神へと導くものである， といわれる意味での秩序である。 こ

の意味での秩序はとくに後半部で問題となっている。 しかしこのようにいうことが
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で きるのも秩序が万物を統治しているからであり， したがって秩序とはそれによっ

て万物が統治されるもの， というのが秩序の基本的な役割であると考えられよう。

しかしこの定義は秩序がたんにそのような役割をはたしていることを述べているに

すぎない。そこで秩序はどのように万物を統治しているかをさらに考えなければな

らないが， これについては討論の中で二つの仕方が示されてい る よ うに おもわれ

る。重要であるのは， たとえばモザイク模様のーコマしか見ない 人は 秩序 と構成

(compositi o) を知らず， 精神が弱L、ために万物の適合 (coapt ati o) と協調 (con司

centus)を把握し観察することがで きないと考えられているような文脈における秩
(3 ) 

序であって， この秩序はあとでしばしば用 い ら れる調和 (con gruent ia) という意

味を持っとおもわれる。そしてこの意味は『秩序論』全体をとおして用いられてお

り， 秩序の基本的意味であるとおもわれる。これに加えて秩序は原因， 結果の系列
(4 ) 

を生じさせるという意味を持つ。秩序がこのような意味も持つことは， 秩序が万物

を統治するものである以上， たんに調和だけでなく， その内に事物の生起を含まな

ければならないことからも理解で きるとおもわれる。この意味の秩序はとくに前半

部で用いられる。 11秩序論』にはこのほかにも， 順序とでも訳した方がよいとおも
(5 ) (6) 

われる個所や， 調和させる仕方として事物の階層を定めるという場合もあるが， い

づれにしても『秩序論』では， 調和させるということと， 原因， 結果を生じさせる

という二つの性格が主として用いられている。そしてこの二つの性格を持つことが

『秩序論』における悪の議論に大 きな影響を与えていると考えられるのである。以
(7 ) 

上， 秩序の性格を万物を調和的， 因果的に統治するもの， と整理してお きたい。

II 

そこで本論である『秩序論』におげる悪の性格の検討をはじめなければならない

が， 以下の論述では， まず『秩序論』で悪がどのように探究されているかを著作の

叙述にそってで きるかぎり正確に把握し， これをふまえて， その叙述から悪につい

てどのような性格を読みとることがで きるかを考えたい。 11秩序論』では悪につい

ての議論は， 1巻 6章 15節の誤謬と秩序についての討論からはじまっているとみる

ことができ， それは 2巻 7章 23節の終りまで断続的に行われている。しかしこの中

で悪が集中的に議論されているのはl巻 7章 17， 18節を中心とした個所と， 2巻 7
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主主22. 23節， とくに23節のニヶ所である。

まず第一の個所を検討してみたい。 ここでは前節でリケンティウスが， さまざま

な善いものと悪いものが秩序の中にある， と主張したのをうけて， トリゲティウス

が， それでは神は秩序を愛するのだから， いろいろな悪いものが神に由来し， 神は

これらの悪いものを愛することになるのではないか， という疑問をだす。 これに対

するリケンティウスの答は次のようである。 まず神は悪いものを 愛 す る ことはな

い。 というのも愛されないということがさまざまな悪いものの秩序だからである。

さらに説明していう。 Iこの秩序と配慮， これがさまぎまな善いものと悪いものと

の区別によって宇宙の調和を維持するのであるが， この秩序と配慮がさまざまな惑

いものを必然的に存在させるようにする。 このようにしていわば あ る 種の対立か
(8 ) 

ら， ……つまり反対のものどもから万物の美が同時に形づくられる」。 こ の ように

リケンティウスの立場は， 調和のためには悪いものも秩序の中にあるが， 神はそれ

らを愛するのではないというところにある。 しかしこの考え方はリケンティウスだ

けのものではなく， アウグスティヌスもこの考え方を立派なものとして， これがし

っかりしたものかどうかためしてみようと言っているので， このリケンティウスの

説を支持していると考えられるのである。 ところでこの解決案では秩序が調和とい

う意味を持っていることが大 きな役割をはたしていることは明らかであろう。 全体

の調和のためにはさまざまな悪いものも必要であるというのがリケンティウスの主

張の基本である。 この考えは， 先にあげたモザイクの部分と全体の関係についての

個所や， 第 1の個所の直後の， けんかで勝った鶏の態度にくらべ負けた方は毛が抜

けて醜くなっているが， これも自然の法則に合致して美しい， という個所にもみら

れる。 このように悪の問題を秩序による調和という立場から解決しようとする仕方

は， 第 1の個所のほかにもしばしばみられるところである。

次に第2の個所を検討したい。 ところで第2巻では アウグスティヌスは討論を運

動という問題に向けようとしているようにみえる。 第 1の個所での議論では， 秩序

の中にさまざまな悪いものが存在するかどうかが論点であった。 いいかえれば運動

については問われてはいなかった。 しかし第2巻からは， アウグスティヌスはとも

すれば散漫になりがちな討論をくり返し運動の問題へと引 きもどしているようにみ

える。 たとえば賢者や愚者の例をあげて， 賢者の精神は不動だがその身体は動く，
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(9) 

と議論しているのもこの巻の悪についての討論の特徴をよく表わしている。 第2の

個所はほぼ次のようにまとめることがで きょう。 第 1の個所の討論のように惑が全

体の調和のために必要であるとすれば， 神が善から悪を区別したと きに惑が生じた

としか考えられないが， そうすると悪は秩序からはずれて生じたことになる。 この

ような議論を アウグスティヌスは次の疑問でしめくくっている。 r秩序が神ととも

にあったとしても， 悪がはじまったそのと きから秩序が存在しはじめたにしても，

いづれにしでもあの悪は秩序の外に生じたのである。 もしこのことを君が承認する

のなら何かが秩序の外に生じうることを認めることになる。 ……しかしもし承認し

ないのなら， 神の秩序によって悪が生じたと考えようとすることになり， 神を悪の
(10) 

造り主として認めてしまうことになる」。 すなわち， 悪がはじまるという場合， 悪

の生成が秩序によらないと考えれば秩序の外で何かが生じることになり， 神が万物

を創造したことにならないし， 秩序によって惑が生じたと考えれば悪は神によって

つくられたことになるという困難である。 このように第2の個所の議論 の 特 徴 は

「悪が生じたと きJ ( cum mal um e sse t na tum)， r悪があらわれるJ ( mal um na s・

ce re tur)， r悪が存在しはじめるJ ( mal um e sse coe pi t) というように悪の 生起が

問題とされているところにあるとおもわれる。 このあとすぐに後半部へ続くので悪

と秩序の関係については討論はここで中断されたままになる。 Ii秩序論』における

悪についての議論は以上のようにまとめることがで きるとおもわれる。

III 

それではわれわれはこの二つの個所をどのように考えるべ きであろうか。 まず注

意しておかなければならないのは， 第2の個所によって第 1の個所の議論が否定さ

れたとは考えられないということである。 というのもこの第2の個所では第lの個

所とは違って秩序は原因， 結果の系列を生じさせるものという意味で用いられてい

るが， すでに述べたように前半部でも後半部でも秩序によって万物が調和している

ことは， 参加者が一貫して認めているところだからである。 そして第2巻でも アウ

グスティヌスは調和という観点からの議論をさま5まな形で行っている。 したがっ

て第2の個所は むしろ第 1の個所とは違った角度から惑を問題にしているとおもわ

れるのである。
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さて， この二つの個所の議論にはそれぞれ三つの要素があるようにみえる。 それ

は秩序の意味， 悪の存在と生起， そして悪の種類の三つであって， これらが組み合

わされることによって二つの議論が行われたとおもわれるのである。 まず第 1の個

所を検討してみると， 秩序によって万物は調和しており， さまざまな悪いものでさえ

もそれなりの位置にあるといわれているのであるから， 秩序はすでにみたように調

和させるという性格をもっている。 しかしさらにこの場合の悪はさまざまな悪いも
(11) 

のであることにわれわれは注意しなければならない。 アウグスティヌスたちが惑も

秩序において調和しているというと き， 念頭にあるのはさまざまに例示で きる悪で

あるようにおもわれる。 Ii'秩序論』では誤謬ゃけんかをして負けた鶏， 死刑執行人
(1 2) 

あるいはその他のよ くない人びと， または文法的な違反や破格な語法など悪いもの

の 多 くの例があげてある。 そしてこれらのものは調和という観点からは決して否定

されてはし、ないのである。 しかしこのように考えることがで きるとすれば， 秩序に

おいて調和しているさまざまな悪いものは， 正確にいえばもはや悪とはいえないも

のとなるのではないだろうか。 というのも， このように秩序に調和している悪いも

のは， 一見悪のようにはみえるけれど， むしろより劣ったもの， という方が適切だ

とおもわれるからである。 アウグスティヌスはこれらの悪をさまざまに述べている
(13) 

が， 最後のもっとも低いものども， また自己の位置をもち， より良 きものによりす
(14) 

ぐれた位置を譲るもの， とも表現している。 このことは第3 の悪の存在の問題と関

連をもっ。 これまでの討論の過程では， 秩序の中でさまざまな悪 くみえるものが存

在で きるかどうかが問われていた。 そしてこのような悪いものは第 1の個所の議論

では秩序の中に存在することが認められたのである。 しかしこの議論が可能であっ

たのは， ここで問題となっていた悪が例示することので きる， より劣ったものだっ

たからではないだろうか。 このような悪いものの存在は， どのような例をもちだし

ても全体と調和することがで きるといえよう。 というのも個々の例をあげれば， そ

れがどのようなものであっても， 劣った仕方ではあるがそれ独自の位置を秩序の中

にしめる， ということがで きるからである。 以上のように第 1の個所では， 個々の

悪 くみえるものが秩序において存在するかどうかという問題が， 調和という観点か

らすでに解決されていると考えることがで きょう。 逆にいえば悪の問題は事例で示

されるものではな く， またその存在が問題ではないことが暗示され た と も いえよ
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う。 アウグスティヌスはリケンティウスの説の中にこのような要素をみてこれを肯

定的に評価したのではないだろうか。

それでは第2の個所はどのように考えられるであろうか。 ここでもまた秩序の意

味， 問題の立て方， 悪の性格という三つの要素が指摘で きる。 すでにみたようにこ

こでは生ずるということが主題となっており， 秩序は物事を生起させるという意味

で用いられていた。 これによって第2の個所では悪の存在ではなく， 惑の生成が関

われることになった。 1巻 3 章 のような水がつねに違った音をたてて流れている場

合であれば， それが起ることにはとくに問題もないが， なぜ悪が生じるかを考えは

じめたと き討論が中断したのである。 リケンティウスが自分のりっぱな主張がかん

たんに役に立たなくなってしまったのに驚いているのは， 先の彼の説が悪の存在と

いう面だけについてなされていたからであるとおもわれる。 アウグス アイヌスはこ

こで悪の存在ではなくその生成こそが問題の中心であることを討論の参加者に気づ

かせようとしているのではないだろうか。 そのために第2巻から運動ということに

注意を向けようとしたのではないだろ う か。 第三に悪の性格である。 第2の個所

では悪は個々の例としてあげることので きないものであると考え な け れ ばならな

い。 死刑執行人や文法的な違反であれば， それが生起するといっても， より劣った

ものは全体に調和するのだから問題は生じない。 したがって第2の個所で問題とな

っているのはさまざまな悪いもの， つまり劣ったものではなL、， 悪そ の も の であ

る。 この例示されることので きない悪こそが検討されなければならない悪なのであ
(15) 

る。 このように， 第2の個所で討論が行 きづまったのは， 第1の個所ではさまざま

な悪いものの存在が議論されていたので， 調和という観点から解決が可能であった

が， 第2の個所では悪の生成が問題とされたからである， と考えられる。

IV 

以上の検討から アウグスティヌスは『秩序論』では次のような悪の性格を暗示し

ていたといえよう。 さまざまな悪として存在するようにみえるものも ， じつはたん

により劣ったものにすぎず， 全体の調和をみだすものではないこと。 問題とされな
(16) 

ければならないのは秩序における悪いものの存在ではなく悪の生成であること。 ア

ウグスティヌスはこれらのことを示唆しているのではないだろうか。 しかしこのよ
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うに考えることがで きるとすれば ， 後の著作に見られる悪の性格は ， すでにこの著

作で示されているということがで きるであろう。 惑の議論においてはその生成が問

題である。 それでは惑はどこから生じるのか。 これが『秩序論』で残った問題であ

った。 それゆえ『自由意志論』巻 頭で「神が悪の造り主でなL、かどうかについて ，
(17) 

どうかわたくしに話して下さし、」と問われたのではないだろうか。 また自由意志が
(18) 

運動であること ， さらに意志が欠如的運動( defecti vus motus) によって罪を犯す
(19) 

ことも ， 惑の生成が問題であることをより明確にしたものといえるであろう。 しか

し『秩序論』ではそこまで論究することはで きなかった。 秩序という観点からはす

べては調和しておりさまざまな悪いものもその内に解消するとはし、えても ， なぜ悪

が生成するかに答えることはで きなかった。 ここに『秩序論』の限界があったとお

もわれる。 しかしこれまで述べたように『秩序論』は悪の問題の所在を周らかにし

たという積極的な意義をもっと考えることはで きょう。 このように考えれば『秩序

論』の第3 の問題であった 2巻 7章 23節の中断についても基本的な理解をえること

がで きるかもしれない。 アウグスティヌスは討論の参加者が熱心ではあるが学聞の

秩序 ， 生活の秩序を守っていないとしてこれに注意を向けたのであるが ， このこと
(20) 

は悪が人間の内に存していることを暗示しているのではないだろうか。 むろん後半

部では人聞が自己をどのように秩序づけるかについて述べてあって ， 悪の起源とし
(21) 

ての意志にまで論述はおよんでいないのではあるが。 このように『秩序論』におけ

る討論は悪の問題を解決してはいないが ， しかし後の著作における悪の性格をはっ

きりと指し示していると考えることがで きょう。 アウグスティヌスはその最初期の

著作においてすでに明確に悪の問題の所在を把握していたとおもわれるのである。
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malorum auctorem deum fateberis， 

(11) 1巻 7意17， 18節の第 1の個所で悪は mala といわれている。

(12) De ordine II， 4， 12�1 3. 

(13) ibid. 1， 1， L 

(14) ibid. II， 4， 12 . 

(15) この第2の個所では malumが 多用されている。 アウグスティヌスたちがす

べての個所で mala と malum を明確に区別して用いているとい う ことはで

きないが ，この二つの個所では使い分けがなされているようにみえるのである。

(16) SoZiloquia 1， 1， 2. Deus qui paucis ad id quod vere est refugientibus， 

ostendis malum nihil esse. 

(17) De Zibero arbitrio 1， 1， 1 . Dic mihi， quaeso te， utrum deus non sit 

auctor mali. 

(18) ibid. II， 20， 54. 

(19) 惑はさらに正確にいえば malum ではなく maleが問題とされなければなら

ないが ， Ii'神の国JI 2巻 8章をまつまでもなく『自由意志論JI 1巻 1章 1節に

も次の偲所がある。 Duobus enim modis appellare malum solemus: uno， 

cum mal巴 quemque fecisse dicimus， alio， cum mali aliquid esse perpessum. 

後者は罰でありこれを神が 造 ることは一応認められており ， Ii'自由意志、論』で

問題になるのは前者の悪である。 これは後者のように「何か惑いもの」 ではな
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く「惑い行いをする」ということなのである。 すなわち慈の存在ではなく生成

が問題とされているのである。

:20) Rief は『秩序論』の主題は秩序と悪だが， 目標は学問の秩序である と 考え

ている。 前掲書s. 1 1. しかしそれではこの著作の 3 分の 2をしめる前半部は

後半部へのたんなる導入部にすぎないのであろうか。

: 21) Ii"秩序論』の中でもすでに問題の所在が人間にあることを述べているように

みえる個所もある。 たとえば先の死刑執行人たちも秩序に調和はするが ， 道徳

的には不潔であるといわれている。 またすべての運動を神に帰しながら， 人間

の配慮、と意志による以外という留保をつけている個所もある。 (1， 1， 2) 


