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アウグスティヌスに於ける平和paxの概念

1

目白

岡

野

アウグスティヌスの「神国論J De civi ta te D ei 第19巻には，

雄

際立って特

色ある平和 p ax論が展開されているが， これは，三つのlill (いわゆる「神の同」
civi tas D ie と「地の同J

ci v itas t err en a )の終局・目的 fin si を論ずる最終昔[1

(第19-22巻〕の導入であると同時に， 広く彼の思想の中心的茎盤を知る上での
重要な手がかりになると思われる。 そこで， 第19巻の平和論を概刊し， 特に秩序
t ra という二つの概念、との関連に於て少しく考えてみた
or do 及び自然本性 n au
(1)

し、。
{皮は， 平和を論ずるに7うって， 先ず「すべてのものは平和を欲している]とい
うテーゼから出発する。 即ち

喜ぶことを欲しないものがL、ないように， 平和
(2)

をもつことを欲しないものはL、なし、Jと言っている。 一見破壊的と見える戦争や
反乱等においても， 人々は平和を求めている。 つまり， そこに於ては， 彼らは，
平和を求めていないのではなく， 同らの欲するような平和を求めているのである。
人聞のみならず， 動物に於ても， r4らの種 s peCles を保存「るためには， 何らか
の平和が必要であり， まして， その臼然本性の法則l exn a t ur a e によって， 7/.い
に交わり

soci e tas をもつように定められている人間にとって，

平和をもつこと

は， 最も大きな関心事とならざるを得ない。 平和は， 万人が， 円らの存立に下可
欠な目的として求めてやまないところのものであり， 決して， 戎る日的のための
手段といわるべきものではなく， 永遠の生命vi ta a e terna と同様， それ白身が
終局目的 fi ni s である。
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この平和について， アウグスティヌスは， 第1宮市冒頭で， 阿めて筒1誌な表

現をもって， 次のように定義している。
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「身体

corpu sの平和は， 諸部分の秩序ある節度

り， 非理性的魂

i a in ra t i on al is の平和は， 欲求
an m

ord n
i a ta temp era tu ra であ
app etitio の秩序ある休息

r equ iesであり， 理性的魂の平和は， 認識 cogn i tioと行為a ctioとの秩序ある一
致 con sen si o であり， 身体と魂との平和は， 生物の秩序ある生活と健康であり，
可死的人間 hom o m ortal is と神との平和は， 永遠の法の下に於ける信仰による
秩序ある服従

ob oed i en tia であり， 人間相互の平和は， 秩序ある和合 con cord ia

であり， 家庭d om u s の平和は， 共に住む者たちの聞の命令と服従との秩序ある
和合であり， 国家 civi tasの平和は， 国民civ es の聞の命令と服従との秩序ある
和合であり， 天の国civ i ta s ca el estisの平和は， 神を享受 f ru i し， 神にあって
互いに愛し合う最も秩序ある・最も和合した交わり

soci eta s であり，
(3)

すべての

ものの平和は， 秩序の平穏 tran qu ill ita s ord n
i i sである。」
これらの定義は， 三つのグループに分類することができる。即ち， 第一は， 身
体・非理性的魂・理性的魂・身体と魂・神と人間の平和の定義であり， 第二は，
人間相互・家・国家の平和の定義であり， 第三は， 天の国の平和の定義である。
最後にある定義は， 以上の総括ないし結論と考えられる。
3

そして， この一連の定義は， 後のものが先のものを包含するという仕方で，

次第に上昇して行く順序になっている。 第一のグループでは， 人聞を分析して，
下f立のものから順に， 身体・非理性的魂・理性的魂の三つが挙げられているが，
それぞれ別のものとして存在するわけではなく， 人間は， あくまでもこれらの複
合体 comp ositum である。 そして， 被造物としての人聞は， 神との関係iこ於ては
じめて存在意義をもつのであり， このグループは， 個的存在である限りの人間の
平和を定義している， といえる。 第二のグルーフ・は， これに対して， 人聞を社会
的側面から分析したもので， アウグスティヌスによれば， 平和は共同的・社会的
social isなものであるから， 個人を単位とした家， 家を単位とした国家へ， とい
う方向を示している。 第三の種
類に属する天の国の平和は， これまでのものと内
容的・質的に異なり， 時間的平和 p ax t emp oral i sないしは地上的平和 pax ter
r en a に対して， 永遠的平和 p ax a et巴 rn a ということができる。 この永遠の平和
にあっては， 命令・服従の区別もなく， また，信仰による服従もなく ， I顔と顔と
(4)

p eciem 神を見， 神を愛し， 神にあって互いに愛し合う関係の
そ合わせてJ p er s
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みが存在し， 神がすべてに於てすべてとなる天の国の平和こ そ， 真実の恵、味で平
手口といわれる。彼は， これを，
(5)

pa x

m

v lta a e terna 或いは v lta a e terna

m

pa c e

と表現している。
4

アウグスティヌスによれば， 可滅的身体 cor pus c orruptib il e をになった

時間的存在としての人聞の平和は， この身体と魂との聞の秩序ある調和のうちに
成立し， 更に， 人間相立聞の平和は， 命令・服従の秩序ある和合のうちに成立す
る。前者は， {，ぜ康・欲求の健全なパランス・認識と行為の一致
， 言い換えるなら
ば， 神へと向う-1エ;き意志に， すべての欲求・認識・行為が従うところに生まれる。
この反対の典型的な例を， アウグスティヌスは， 有名なロマ書第 7立のパウロの
言葉:二求めている。 後者の平和は， 家庭に於ても， 国家に於ても， 人々の頭 pnn 
c lplUm として立てられた者と，

それに従う者たちとの秩序ある和合の関係，

ll[l

ち， 唯一の神を礼拝することに関しては全く平等であり， その生 活の秩序を統jì[l
するために定められた それぞれの務め offic ium に関しては異なるところの者た
ちの'支の関係に於て生まれる。 支配する者が， 仕える者に愛をもって配慮し， 仕
える者が， 怖れの強制jによってではなく， 愛によって仕えることろに平和は存し，
支配する者が， 自分自身に対してではなく， 自分の機能なし、し務めに対して与え
られたところの力や権威を私有化し・乱用し， 仕える者が， ↑1tiれと憎しみとをも
って仕えるところに， この世の悲惨がある。 しかし， これらすべての関係は， 等
しく不死の至福を与えられる神の国の平和にあっては消滅する。 従って， これら
すべての関係ないし時間的平和は， この地上の生を送る限りに於てのみ必要であ
り， 天の固に於ける 永遠の平和に達するためにのみ意味をもっO アウグスティヌ
スは， それを， 神の国は時間的平和に関連させる， 或いは， 時間的平和を用いる，
(6)

と表現している。 永遠の平和の保証として聖霊を与えられ， 信仰によって歩む神
の国， 或いはむしろ， その部分は， その意味で， 時間的・地上的平和を必要とし，
それを正しく使用するわけで， 正しく， と言ったのは， 時間的地上的平和 それ自
身を目的とすることなく， すべての時間的地上的平和を， 究極的な永遠の平和に
関連させ， その手段としてのみ意味を認めることである。時間的地上的平和は，
従って， 終局目的fini s となり得ず， 真の意味での平和と言われることができな
し、。
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真の平和 といわれる ところの永遠の平和， 即ち， 天の家 dom us c a elest is

ないし天の国の平和は， 復活による霊的な体をもち， 可死的生 vit a m o rt alis で
はなく， 活ける生 vit a vit alis をもっ者たちの問の， 愛に基づく交わり soc i et as
のうちに成立する。 ここでは， もはや， 命令・服従の関係はなく， すべてのもの
が等しく不死性

inm o rt a lit as に於て至福を得ており， 地上にあって信仰に基づ

いて生活しているあいだ誠め として与えられていた神への愛 d i lect oi D ei と隣人
への愛 d i lect o
i pro x m
i um が完成される。 神 との関係も， 従って， r信仰による」
per fid em から「顔 と顔 とを合わせてJ

per s pec iem へ と移行し， その終極に達

する。

III
6

アウグスティヌスは， このように， 天の国の平和 と時間的地上的平和 とを

峻別しているが， 問:/1l となるのは， 両者の関係であり， 後者を否定しつつも， 前
者 との関連に於て何らかの積極的な意味づけをしよう とする ところに， 彼の特色
があるように思われる。 その際重要な働きをなすのが， 創造論を背景 とした秩序
ordo とI�l然本性nat ura の概念、である。 そこで先ず， 秩序の面から考えてみる
こ とに-9る。
先に引用した 一連の平和の定義に於て， その何れにも「秩 序 あ るJ

ordin at a

という言葉が冠せられ， 総括的定義iこ於ても， 1"すべてのものの平和は， 秩序の
i is である」 と言われているように， 平和には， 秩序の概
平穏 t ra nq uillit as o r d n
念、が密接に結びついているこ とが， 容易に窺われる。
7

この秩序を定義して， 平和の定義のすぐ後で， 1"秩序 とは， 等 し い も の

par 不等なるもの d is par を， ぞれそ、れの場所
(7)

loc us へ初当てる配置

d si pos ti oi

のこ とである」 と述べている。 即ち， 万物を創造した神が， それぞれのものを，
それぞ、れあるべき場所に配置し， 支配する ところのもの， というこ とができょう。
万物は， その創造に於て， 至高なる秩序賦与者Ord inato r としての神によって，
それぞれに適合した場所を与えられており，

その場所にある とき，

1"秩序ある」

o rd n
i at a といわれ， また， そこには平和がある， といわれる。 従って， 秩序は，
創造 と ともに万物に賦与せられたものである というこ とが言える。 人間の目には
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無秩序 と見えるものも， すべて， 創造の経倫 という全体的秩序に於て眺められる
とき， ーっ として秩序を外れたものはなく， すべてが秩序あるもの と言える。創
造主の一元的支配を護持する立場からの当然の帰結である。 例えば， 不幸 ml se
na も， それが不幸である限り， 平和のうちにはなく， 従って， 秩序の平穏を欠
いているわけであるが， しかし， その不幸は， 原因なしに起るのではなく， 或る
報い me r i tum による正当な (秩序に過った)代償であり，

その限りに於ては，
(8)

不幸 そのものは， 何らかの秩序なしにはあり得ないこ と に な る。

同様に， 悪

malum でさえも例外ではなく， 悪 そのものは神の創造したものではないが， 悪
が悪である というそのこ とに於て， そこに秩序が働き， かくして， すべてのもの
は秩序のうちに包含されるこ と となる。 蓋し， 区別 と対立のある ところに秩序は
存するからである。この秩序が貰かれ， 完全に保たれる ところに， 秩序の平穏，
Ð[Jち平和が存する。 この点、を， 更に詳しく見て行くこ とにする。
8

アウグスティヌスによれば， 平和は， 単に争し、のない休止状態、を意味する

ものではなく， すべてのものが， それぞれの白然本性 na tura に基づいて， それ
ぞれが置かれている， より大きな全体的創造秩序のうちに， j;dらの場所 と意義 と
を見出し，

その秩序に積極的に参与する ところに生まれる。 「すべてのものが平

和左求めている」 とは， 従って， すべてのものが主主意的に無秩序に平和を求めて
いる というのではなく， それ ぞ、れの白然本性に基づき， 或る止み難き衝 動をもっ
て， 全体的秩序の中での， 本来あるべき白己の場所 lc
o u sへの還帰に駆り立てら
れている， という意味に解するこ とができょう。 この場所にない ときの状態が，
悲しみないし苦痛d olor である。 なぜなら， この秩序の平和に於てのみ， すべ
てのものは真に存在する といわれ， この平和なしには， すべてのものは存在し得
なくなるからである。 存在するすべてのものは， 存在する限りに於て， 何らかの
平和を得ているわけであるが， それは， もはや平和を求める必要のない完全な平
和ではなく， 真に存在する といわれる ところのものへの上昇 と， 存在しない とい
われる ところのものへの下降 との， 絶えざる緊張のうちに置かれた平和である。
9

人聞に関して言うならば， 創造に於て， 非理性的 動物を支配しつつ， 人間

同土は互いに愛
し合う平等な関係におかれていたに拘らず， 白らの罪の故に， こ
の秩序が破られ， 命令・服従の関係が生じ， 可死的生のうちに， いわば， 天の故

110

郷を望み見つつ， 異郷を旅する巡礼者としての生を送るように定められている。
この創造の秩序が回復され・成就されるまで， 人間は， その平和の秩序に達する
に必要な時間的地上的平和， 即ち命・
令 服従の秩序ある和合が許されているわけ
で， 1"秩序あるJ とは， この創造の秩序に関連づけられ， 意味づけられている限
り， という意であるが， それは， 既に， 三つの愛の誠め， 神への愛と隣人への愛
を守り， 信仰に基づいて正しく生きる天の国， 或いはむしろ， その部分の歴史と
して， この時間的生のうちに， その歩みを始めている。 しかし， この時間的生の
うちに完成するわけではなく， 終末に於ける最後の審判をまって， はじめて成就
されるのである。
10

このように， 真の平和， 即ち神の国の平和は， 神が万物を創造し・支配す

るところの創造の秩序が， 完全な形で貫かれ・保たれるところに成立する。 秩序
i is と言われるのは， そのためである。 この秩序の軸になるのは，
の平和 p ax ord n
あくまでも人間であり， 従って， 人間の罪と救済とが， 平和を完成するための中
心的問題となる。 それ故， 平和論は， 救済史ないし終末論という大きな枠組の中
で， はじめて充全な意味で語られることとなり， この終末を先取する信仰に， 積
限的な意味づけがなされるに至るのである。 これがまた， 1"神間論 」 の大ドラマ
を構成するモチーフでもある。

IV
11

次に， 自然本性 n au
t r a の側面から， 平和論を考えてみることにする。

自然本性とは， アウグスティヌスによれば， 1"そこに於て， 神が， はじめに人
聞を創造したところのものJ

n
i u
q a pru
i s De
ushom n
i em con d id ti と言われて

いあ。 すべてのものは， 神によって造られ， その存在を神に負うており， その存
在とともに自然本性を賦与せられているわけで、あ るが， 正確には，存在する

esse

という自然本性 n au
t r a を与えられて存在するものとなった， というべきであろ
う。 アウグスティヌスは， この臼然本性に関して， 1"そのうちに， いかなる悪も
存在しない， 或いは存在し得ないような自然本性というものはあるが， そのうち
(9)

に， いかなる者も存在しないようなl当然本性はあり得ない」と言っている。 また，
悪に関しては， 1"悪魔 d iab ol
us のi当然本性も， それが13然木1生である限り， 悪で
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(10)

はなく， 墜落ないしは惇戻pe rv ersi tas が， それを悪しくしたのである」 と述べ
ている。すべての自然本性は， それが自然本性である限り， たとい悪魔の それで
あっても， 悪ではない， というのである。従って， 自然本性とは， アウグスティ
ヌスの場合， 存在に附与せられる諸々の附帯的性質ではなく， 端的に存在すると
いわれること それ自身にほかならない。存在するものは， すべて， 存在という自
然本性を与えられており， そとには， アウグスティヌスの言葉によれば， 神の菩
b onum D e i があることになる。 ここにも， 存在するすべてのものは善である，
(11)

という アウグスティヌスの根本テーゼが背後に貫かれていることが予想されるの
12

この存在という警は， 神に依存している限り， それ同体として完全なもの

ではなく， 時間的消滅的なものであり， 神の存在に比すれば， 非存在 non ess e
といわれる如きものである。まして， 人間の存在は， その罪により， 絶えず非存
在へとさしかけられており， 木来善なるべき自然本性は， 堕務によって， 悪しき
ものへ， IlPち非存在へと向うのである。悪は， 神が創;査したものではないので，
それ自身， 存在ではなく， 存在の欠如である， ということができる。 神が創造し
たすべてのものは善であり， その存在を神に負うており， 創造の秩序のうちにお
かれている。この秩序の外にあるものは何もないので， 悪もこの秩序のうちにお
かれることになる。 しかし， それは， 存在するものとしての警をもたず， むしろ，
警と区別され・対立するものとして， 非存在として， 全体の秩序のうちに組込ま
れているのである。 「悪魔は， 真理のうちに立っていないが， 賞理のさばきを避
けるととはできず， 秩序の平穏のうちに靭まっていないが， 秩序を与える者の権
(12)

育Eから逃れることはできない」と， アウグスティヌスは表現してかる。更に， 存
在するものは， 神が それを創造したが故に， それぞれ個別的にも誇であるが， す
べてのものが， それぞれあるべき場所に配置された創造の秩序全体は， なお一層
警である， というととになる。
13

しかし， 存在するすべてのものは警であると言っても， その警を完全に実

現しているわけではない。神は， その一部を取会り， 一部を残した， とアウグス
(13)

ティヌスは考えている。 全く取去られてしまったならば， もはや存在しなくなっ
て， 失われた善を求めることもなくなり， ，主に， 警を完全に実現した場合も， そ
れを求める必要がなくなるからである。 彼によれば， すべてのものは， 残された

14三

t m によって取去られた善 b onum ad emptum を求め， 苦痛のう
善 b onum r el ci u
ちに， その存在の完全な回 復を求めているこ とになる。 そして， 存在するも のの
善が完全に実現され， 本来あるべき姿が回復された ところに， 秩序の平穏， 即ち
平和が成立するのである。従って， アウグスティヌスは， 失われた善を， 白然本
s sa n au
t ra e p ax と呼んでいる。
性の， 失われた平和 ami
14

人間に関して言うならば， 人間の白然本性は， 存在する限り善なので， 神

は， さばきによって， I�らの創造した善， 即ち白然本性そのものを断罪するので
(14)

はなく， 犯した悪を追求するのである， というこ とになる。 人間は， 本来， 神の
前に平等に創られたのに拘らず， その罪によって， 他の人間及び罪の奴隷 となっ
ているが， いかなる者も， そこに於て神がはじめに人聞を創造した ところの自然
本性によって， 他の人間の奴隷であったり， 罪の奴隷であったりするのではない
(15)

からである。 人間に於ける善悪二元の本性を説くマ ニ紋に対して， 罪の原因を人
間の自由意志に求める アウグスティヌスの態度が， ここに明確に窺われる。
15

自然本性に基つく存在 とは， 端的にある という志味 と ともに， 秩序の中に

配置された， 本来あるへき場所にある， という意味を合んでおり， その限りに於
ては， すべてのものは， この地上的時間的世界にあって， 債なわれた白然本性し
かもち得ないこ とになる。 それは， 絶えず減ひ・非存立へ とさしかけられている
ものであり， 秩序のうちにあって， 本来あるべき場所から外れ， 従って， 秩序の
平穏・平和を欠いている。 平和は， すべての存在が， 白然本性に基づき， 秩序の
うちに配置せられた， それぞれ本来あるべき場所に 正しく位置づけられた ところ
に成立するので， この平和を実現し， 秩序を完全に貫き， すべてのものの自然本
i ator としての
性を回復するためには， 創造主Creator ないし秩序賦与者Or d n
i ar e のわざ
神への復帰， 或いは， t申の側カ〉らすれば， 神の新たな秩序づけ or d n
が必要 とされる。 ここに， 仲保者Medi at or としてのキリストへの信仰による救
済と ともに， 秩序を統御するための秩序の法 le x or d ini s の概念、が新しく生まれ
るこ と となる。 これは， 旧約のモーセ律j去に対して， �による新しき律法 と呼ば
れる。 アウグスティヌスに於ける， パウロ神学の影響が著しく見られるように思
われる。

プウグスティヌスに於ける平和paxの概念
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V
16

アウグスティヌスの平和論は， このように， 創造論を背景にしつつ， 救済

史な し、し終末論の大きな枠組の中で， 秩序及び自然本性という二本の柱によって
支えられている， ということができる。即ち， 平和は， 秩序の平穏 t ra nq ui l1山5
ordini s と一言われるが，

ぞ れ は， 神によって 造られたすべての存在の白然本性

na t uraが， 本来あるべき姿に回復され， 創造の秩序が完全に実現されるところ
に成立する。これは， 信仰による新しき生のうちに既に芽生えており， そこでは，
消滅すべき時間的地上的平和に， 永遠的平和が二重写しになっている。 そして，
究板的には， 終末に於ける最後の審判によるあらゆる惑の克服をまって解決され
るのであるが， それまでは， 恋を合み， 悪と対決しつつ， 歴史全体は進行し， そ
の意味で， 平和論は， 雄大な アウグスティヌスの歴史哲学といわれるものの， 重
要な一面を表わしている， と言えよう。
‘
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色 ue A ugusti nie nne 37
(1) De ci vi tate Dei のテキストは De sclée 版Bib li othq
を用いた。 以下，

誌の引用文はすべて De ci vi tate Dei XIXからの引用であ

り， 数字は章数を表わしている。
si cut e ni m ne mo e st q ui ga ude re noli t， i ta ne mo e st q ui pa ce m habe re

(2)

noli t . <12>

(3) Pa xi taq田 corpori s e st ordi回t且te mpe ra t ura pa rti um， pa x a ni mae i nra・
tiona li s ordi nata req uie s appe titi oni s， pa x a ni mae ra tiona li s ordi nata cogniti oni s a ctioni sq ue conse nsi o， pa x corpori s e t a ni mae ordi na ta vita e t sa lus
a nima nti s， pa xhomi ni s morta li s et Dei ordi nata i n fide sub ae te rna le ge
ob oedie ntia， pa xhominum ordi nata concordia， pa xd omus ordi nata i mpe ra ndi
a t que ob oedie ndi concordia cohabi ta nti um， pa x civitati s ordinata i mpe ra ndi
a t que ob oedie ndi concordia ci vi um， pa x cae le sti s ci vi tati s ordi na ti ssi ma e t
concordi ssima socie ta s f rue ndi De o e t i nvi cem i n De o， pa x omni um re rum
tra nq uil1ita s ordi ni s.く13>

(4)

1 Cor. 13 : 12

(5) profe cto fì ni s ci vita ti s h ui us， i n q uo summum habebi t b onum， ve l pa x i n
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vita aeterna vel vita aetern a in p ace dicen dus est， ut facilius ab omnibus
possit intellegi. <11>
(6)

Utitu r ergo etiam caelestis civitas in h ac sua pereg rin atione pace terrena
……terren am p acem refert ad caelestem p acem， qu ae vere it a pax est， u t
rationalis dumtax at creatu rae sola pax h aben da atque dicenda sit， o rdi・
n atissima scilicet et conco rdissima societas fruen di Deo et invicem in Deo. <17>

(7) Ordo est p ariu m dispariu mque rerum sua cuique loca tribuens dispositio.
く13> cf. De ordine II， 1， 2.

(8)

P ro in de m問ri， quia， in quantum miseri sunt， utique in pace non sunt，
tanqui11itate qui dem o rdinis carent， ubi pertu rbatio nulla est ; verum tamen
quia merito iusteque sunt miseri， in ea quoque ip sa miseria su a p raeter

o rdin em esse non possunt.く13>
(9)

Quap ropter est n atura， in qua nullum malum est vel etiam in qua nullum esse malu m potest ; esse autem n atura， in qu a nullum bonum sit， non

potest.く13>
(ld)

P roin de nec ip sius diaboli natura， in quantum natu ra est， malum est ;
se d perv 巴rsitas eam malam facit. <13>

(11) Cf. Confess. VlI. 12.
(12)

Itaque in veritate non stetit， sed veritatis iu dicium non evasit ; in o rdinis
tranqui11itate non mansit， ne c i deo tamen apotestate o rdin ato ris e妊ug lt.く13>

[131 Nequ e enim totu m aufert quo d n atu rae de dit， sed aliqui d adimit， aliqu id
relinquit， u t sit qui doleat quo d ademit. Et ip se dolo r testimonium est boni
adempti et boni relicti. <13>
(1司

nec ibi Deus bonum insequitu r quo d creavit， sed malum quo d ille comm・
isit. く13>

{1団Nullus autem natura， in qua p rius Deus hominem con di dit， servus est
h ominis aut peccati.く15>

