
アウグスティヌスにむける

被造的善の理解について

序

菊 地 伸 一

アクグスティヌスによればこの世界に存在するものはすべて善である. ここでいう

存在するものとは神によって個々に造られた被造物を意味しているから， アワグステ

ィヌスの善の問題を考える際この世界にある個々の被造物はすべて善であるという立

場がさしずめ我々の出発点となる1)

ところで善であると一口に言ってもすべてが同じように善いわけではなくむしろあ

るものは他のものよりも一層善く又別のあるものは別の他のものほど善くないといっ

た具合である ではそれにもかかわらずこれらがすべて善であるといわれるのは如何

にしてか. 又すべてが善であるならば悪は存在しないことになるが， この世にはびこ

る悪はこのことを正面から否定するのではないのか. 上の立場を出発点とするとたち

まちこれらの疑問が生じてくる. ではアワグスティヌスがすべての被造物は善である

というとき， 善であるとと， 又は善とはそもそもどのように理解されているのであろ

うか そこでこの小論では特に「善の本性� (De natu ra boni) を中心にアクグステ

ィヌスが被造物の善を如何に捉えていたのかを明らかにすることによって上記の疑問

に答えたいと思うが.

「善の本性』において被造物の善はこれを存在せしめている創造主との関係で次の

ようにいわれている. Iすべての善は最高善ではないが最高著に近い菩も， さらに最

高善からはるか隔っている最も低い善も， 最高善そのものによらなければ 存 在 し な

いJ3l. ここでいう最高善とは創造主なる神のことであるが， 神がこのようにい わ れ
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るのは如何にしてか ， それは端的に神が不変的な善であることによる. とれば被造物

が無から造られたということによって可変的な善であるのと対照をなしているが ， こ

のととから神が最高といわれるのは連続したもののあたかも一番上にあるという意味

においてではなくむしろすべての被造物を質的に越えているという意味においてであ

ることが窺い知れる またすべての被造物は上の引用の箇所より相互の問にさ まざ ま

な段階があることが推測される. ではそれらの間に違いがあるにもかかわらず同じく

善といわれるのは如何にしてか. すべての被造物に共通している善の捉え方とは如何

なるものなのか これについては被造物が一般共通に有している善とし て 限度( mo

dus) ・形象(speci es)・秩序( ordo)の三つがあげられ次のようにいわれる 「これら

三つのものが大きく与えられるだけより大きな善が存在し， これらが小さく与えられ

るだけより小さな善が存在する 三つのものがない場合にはいかなる善も 存 在 し な

いJ4)

この叙述から我々は可変的なる被造物の善はすべて共通に限度・形象・秩序の三つ

によって規定されること， 又これら三者はどの被造物にも共通して見い出されるだけ

でなく ， 被造物の善を根底から規定する重要な役割を担っていること ， さらにこれら

は相互に切り離すことの出来ない密接な関係を有していることを知ることが出来る.

それでは限度・形象・秩序とは一体何を意味しているのか. またとれら三者は互いに

どのような関係にあるのか そこで被造物の善が限度・形象・秩序に即して創造主と

の関連で述べられているテキストをとりあげこれら三者の各々の意味及び三者の関係

を探ることにしよう

日

限度・形象・秩序が創造主との関連でとりあげられているのは「創世記逐語解』第

4巻である5) すなわちここでは「智恵の書.11 1・ 21 �あなたはすべてのものを尺度

と数と重さのうちに調え給うた》をめぐる解釈がなされており， その中で尺皮( men

s ura) ， 数(n umer us) ， 重さ(pon dus) が各々限度， 形象 ， 秩序に対応していること

がいわれる6) 具体的には尺皮はすべてのものに限度を規定することによってすべて

のものを限定し， 数はすべてのものに形象を与えることによってすべてのものを形づ

くり， 重さはすべてのものを休息・安定へと引くことによってすべてのものを秩序づ

げるのである. このことから尺度・数・重さは各々すべてのものを限定し形づくり秩
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序づける神の働きを示し7) ， 他方被造物はその神の働きによって限定され形づくられ

秩序づけられているものとして限度・形象・秩序を有しているのである8) ところで

尺度・数・重さは第一義的には神の働きを意味しているが被造物が有するものとして

も また用いられている目 そしてこの場合尺度・数・重さは限度・形象・秩序と互いに

置きかえられるほどに近い意味を有しているといってさしっかえないであろう.

しかしながら尺度と限度， 数と形象， 重さと秩序は具体的に如何にして置きかえら

れうるものとしてあるのだろうか. これについてはさしあたって次のように説明出来

るだろう

まず被造物が尺度を有するとは， それが尺度によって測定され限定されることであ

り， そのことによって被造物は限度を有しているのであると釦 次に被造物が数を有

するとは， それは数えられたものとして他のものからいわば区別されたものとしてあ

るのであり， その被造物は他のものから区別されるところの固有の形， 形象を有して

いるのであると10) 最後に被造物が重さを有するとは， それが量られる際にそのもの

の重さによって傾きを示しながらそのとど まる所， 場所lこ向かっていくのであり， か

くしてその被造物は休息・安定へと向かう傾き， 秩序を有しているのである11)と. 限

度， 形象， 秩序を以上のように各々尺度， 数， 重さとの対応でみることによりこれら

三者の意味を我々は凡そ次のように理解することが出来る. まず限度は被造物が神に

よって限定されてあることを示しているから被造物の有限性を意味している. またそ

のような仕方で被造物が存在していることを示しているから被造物の存在性をも意味

していると

次l乙形象は被造物が神によって数えられるという仕方で他の被造物から区別された

ものとしてあることから被造物の固有性を意味している. またそのような仕方で被造

物が知られていることを示しているから被造物の可認識性をも意味していると. 最後

に秩序は被造物が神によって量られることによって各々の安定するところへと向かう

ことを示しているから被造物の志向性を意味している またそのような仕方で被造物

が全体の中で各々与えられた場所に割りあてられることを示しているから被造物の全

体性をも意味しているとー

この全体性については後で再びみることにしよう.

それでは被造物の善を規定するこれら三者， すなわち限度・形象・秩序の相互の関

係、についてはどうであろうか これら三者がともだった仕方でいわれていることから
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相互に密接な関係をしていることは既に指摘されたとおりであるが， さらに進めてこ

れら三者は相互の間に何ら優劣もなく対等な関係、にあるとはいえないであろうか し

かしこれに対しては三者は必ずしも対等でlまないと思われるテキストをあげることが

出来る. 例えば「善の本性』では次のようにいわれている. I自然本性的な限度と形

象によってよりすぐれた仕方で秩序づけられたある本性は， たとえ壊敗していても，

より小さな限度と形象によってより劣った仕方で秩序づけられた壊敗していない他の

ものよりすぐれているJ12l 今ここで注意したいのは 本性が限度と形象によって 秩序

づけられるという表現である. この表現に従うならば限度及び形象は単に秩序と区別

されるだけでなく， 限度によって秩序づけられる， 形象によって秩序づけられるとい

う表現にみられるごとくこれらもまた一種の秩序としてつまり秩序に含 まれるものと

して解されているように思われる このようにみるならばこれら三者は対等な関係に

あるのではなく， むしろ限度と形象とは同等であるが秩序はこれら二者を包含するも

のとしてより高次の資格を有するものなのではなかろうか. しかしもし秩序の実質的

な内容が限度と形象であるならばかえって秩序の独自の意味は失われるととにはなら

ないか それとも秩序には限度と形象をその内容とする場合と休息・安定へと向かっ

ていくことを意味する場合の二通りがあるのだろうか. しかし結論からいうならば秩

序とは常に休息・安定へと向かう志向性を意味している. そとで上の疑問に対しては

次のように答えることが出来るだろう目 すなわち限度と形象によって秩序づけられる

とは， 秋序が限度と形象の二つをその内容とするというような意味ではなく， むしろ

あるものが限度と形象を有していることが同時に秩序づけられていることを意味する

のであると. 実際これら三者は被造物のうちに時間的継起の中で順次見い出されるよ

うなものではなく， またことからここまでが限度， とこからとこまでが形象という具

合に被造物のうちに分離されて見い出されるものでもなく， むしろこれらは被造物の

うちに同時的にかつ常にともだった仕方で見い出されるのである. 以上のことからこ

れら三者はそのいずれかが他のものより高次の資格を有していたり， 又そのあるもの

が他のあるものに含まれるというような仕方で関係しているのではなくその意味でと

れら三者は対等関係にあるといえるのである.

しかし疑問として残るのは， 被造物の限度， 形象を有することが同時に秩序づけら

れることになるという表現にみられるごとく， 秩序と限度・形象との間にはやはり異

質なものが介在しているのではなかろうかという点である. 実際被造物において形象
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と限度とば， 被造物の形象を有することが即そのような形象を受けとることの出来 る

ものとして限定されていることを示しているように13) ， ちょうど一枚の紙の裏と表の

ような関係にあるといえる.

しかしながらこのような関係は秩序と限度或いは秩序と形象との間には成り立たな

いように思われる またアワグスティヌスのテキストにおいて被造物の存在が神から

形を受けとることに即して説明される箇所， すなわち存在するとは形象を受けとるこ

とであることが示される所も見い出されるのである14) このように考えてみると， こ

れら三者は確かに同時的にかつ分離しがたい仕方で対等関係にあるものの秩序は他の

二者とは異質的なある商を有しているといわなくてはならない また一般に存在する

ものが形象を受けとることによって示されうるととを併せて考えるならば， 秩序がそ

とに付加されるととの意味， つまり何故二者ではなく三者によって善を捉えるかとい

うととが逆に問われてくるのではなかろうか . しかしその前に限度・形象・秩序の三

者によって捉えられた被造物の善を今少し浮きぼりにしておきたい .

1Il 

そこで先に触れた秩序の全体性というととに再び注目してみるととにしよう.

ととろで『創世記逐語解』ではすべての 被造物を 表わす omnia は また uni v ersa

natu ra ともいわれている15) u ni ve rsus という語は頑来 u nu s + versu s， すなわちー

に向かうという意味を有していることから， 被造界にあるすべての被造物は全体とし

てあるまとまりをもったものであるととが察しられる. また『マニ教徒に対する創世

記註解』では『創世記jJ 1・ 31 {神が造ったすべてのものをみられたところそれらはは

なはだよかった》という箇所をめぐって， 何故 1日 1日の御業の後によしとされてい

るにもかかわらずすべての御業が完了した後改めてことさらにはなはだよしといわれ

ているのかということが問題とされており， それに対してアワグスティヌスは次のよ

うに答えている .1実際神による個々の作品が思慮ある人々によって考察されるならば

それら個々のものが各々の種に従ってたてられるところの賞賛すべき尺度・数・秩序を

有していることがわかる. ではすべてのものをー絡にしたら， すなわち個々の作品が

ーなるものに向かつて集まっていくことによって成り立つところの全体(uni versi t as) 

とするならばどれほど賞賛すべきであろうか. 実際部分から成り立つ全体の美は部分

としてよりも全体として一層賞賛に値するものであるのだ か らJI6). との箇所では個
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々の被造物はーなる全体lこ向かつて集 まるべきいわば部分として解されている そし

て個々の被造物がそのようなあり方をするために全体としてははなはだ よしといわれ

るのである では被造物がーなる全体に向かう部分であるとは如何なることか. それ

はあたかもそれ自体不完全な個々の被造物が申し分のない何か一つの異なる被造物に

なるというような意味で全体の部分としてあるのではない， 又個々のものがちょうど

一つの生命を有する身体の一部分になるというような意味で全体の部分をなしている

のでもない.

そうではなく個々の被造物が全体に向かう部分であるとは， 各々の本性を保持した

ま ま各々の場所に向かうというそのことにおいて全体の部分をなしているのである

ではこのことを我々はどのように理解したら よいのだろうか 思うに個々の被造物は

時には他の被造物から働きかけられ また時には他の被造物に働きかけるととに よって，

すなわち相互に働きあいながら各々の場所へ向かうのである17)

決して他の被造物から切り離され孤立的に自己の場所に向かうのではないのである .

とのことから個々の被造物が全体の部分であるというのは各々の場所に向かうという

そのことが全被造物の相互の働きあいの中で必要不可欠な役割を担った一部分をなし

ていると解されることになる

IV 

そこで最後に被造物の善が限度と形象の二者に よってではなく秩序を加えた三者に

よって捉えられていることの意味を考えてみたいと思う. 秩序は先に述べた ように各

々の固有の場所へ向かう志向性を意味している. しかしもし固有の場所へ向かうこの

性質が神の側カ当らの一方的な働きに よるものであるならば秩序を被造的菩のー特質と

してあげることは不適当であろう またもしこの性質が被造物の倶肋ミらの働きとして

重視されるとしても互いに異なった個々の被造物が他のものと無関係に， いわば孤立

無縁な仕方で各々の固有の場所に向かうのであれば， 秩序の有する全体性の意味は十

分に説明することは出来ないであろう. とのことから被造物の善が限度・形象・秩序

の三者に よって捉えられるとき， 我々は本性的に互いに異なりながら相互に働きあう

ことに よって各々の固有の場所へ向かう被造物のあり方のうちに善が促えられていた

ことを知るのである.

存在するものはすべて善であるという言表は悪は存在しないという結論を容易に導
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き出す故にこの世界にはびこる悪の事実によって一掃される危険を有している目 被造

物が存在するということをそれ自体極めて静的な事態と捉えたり， またその運動性を

認めるとしても神のいわばあやつり人形のように一方的な働きに応じるにすぎないも

のとして捉える場合にはその危険はぬぐし、されないであろう.

このような存在の理解からは被造物の側から悪が生ずることを説明することは不可

能だからである

被造物の存在というとき， 個々の被造物が神の働きを受けながらも各々の本性に従

った固有の働きを行ないつつ相互に働きあうものとして捉えられるとき， 悪というも

のは各々の本性!C基づいた働き乃至は働きあいを欠いた被造物の事態として始めて理

解されるのではないかと思われる18)

存在するものはすべて善であるという立場を出発点として被造物の善を限度・形象・

秩序の三つによって規定することによって ， 神の支配統御の働きを根本的!C受げなが

らも各々の固有の本性に即した仕方で相互に働きあう被造物のあり方のうちに善が捉

えられると同時に， 神が被造物に対して申し分のない仕方で働きかけているという事

実を何ら損うことなく ， 本性に即した働き， 働きあいを欠いた被造物の事態という側

面から悪の問題を考察する道が開かれたということが出来るだろう .
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