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アンセルムスにふ、ける悪の問題

山 崎 裕 子

序

アγセルムスは， 惑の問題を主として， If'悪魔の堕落(D e casu d iaboli).!l及びその

後約20年を経た晩年に書き著わした『自由選摂と神の予知・予定及び恩寵との調和

について(D e concordia p raescientiae et praedestinationi s et gratiae dei cum liber o  a r・

bitr io， 以下『調和について』と略記) .!lの中で， 考察している。

悪を定義して， アンセルムスは， t 善が存在すべきであり或いは存在することが

よい場合に， If' 善ーでーない』或いは 善治:欠けていること( non- bonum， aut absen
( 1  ) 

tia boni ubi debet aut expedit esse bonum) Jであるとする。 この定義がなされる『悪魔
(2 )  

の堕落』第11章には， それ以前に書かれていたと目される書簡97と同じ文面が見ら

れる。 修道士マウリツィウス Mauritius宛て のこの書簡は， シュミット版で91行に

亙るが， 教師と生徒の対話形式ではない点， また， 若干の字句・表現法が異なる点、

を除き， 22行日以降は『悪魔の堕落』第11章の大部分と内容をーにしている。 この

箇所で取り扱われる事柄が， 無としての惑をめぐって， 無( nih il) と何ものか(ali・

quid) と Lヴ論理的 側面から取り上げられていると見倣すことができる の に 対し

て ， If'悪魔の堕落』における アシセルムスの主たる興味の対象 は， 道 徳 的 悪， 即
(3 ) 

ち ， 罪であったようにj思われる。

アンセルムスによる 善の欠如としての悪の捉え 方は， アウグスティヌスの考えを

受け継いではいるが， 探究の過程及びその 強調点において差異が見られ， アンセル

ムスの固有性が現われると思われる。 そこで， この小論では， 悪は何故生ずるのか

を検討すると共に， アンセルムスによる悪の把握の特徴を考察することを， その主
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題としたL、。

1. 悪の起源

罪は自由と係わる問題であるが， アンセルムスは， アウグスティヌスと共通の自
(4 ) 

由観を持 ち， 罪を犯さないことができること(poss e n on pecca re) が意志の第一の自

由で， 罪を犯すことのできないことか on poss e peccar e) が最も自由な最 後の段階で

ある， と考える。 その理由ば， 第一に， もし従来言われていたように， 罪を犯すこ

とも犯さないこともできること(poss e pecca re et n on peccar e) が選択の自由で あ る

ならば， 罪を犯すことのできない神や 善い天使は自由選択を持たないことになるか
( 5)  

らであり， 第二に， 自由選択を持つであろう神・天使・人間において， 定義は同ー

であらねばならないが， 罪を犯すことができること(po悶pecca re) は， 神及び天使
(6 ) 

の在り 方に反するからである。

『選れの自由(D e l ibertate ar bit rii) .ll第3 章に お いて， 生徒が自由選択について

問うのに対し， 教師は， 自由選沢とは， 1意志の正しさを正しさ自体のために保持

することのできる選択( ar bitr ium potens s巴 rva re r ectit u din em voluntatis p ropter ipsam 
(7 ) 

rectitu din em) J で あると答える。 アンセルムスが悪について論 述した目的は， 神が

惑の創り主及び起源ではないことを明示するためであり， その点で アウグスティヌ

スの『自由意志、論』と同じ出発点を有する。 従って， 天使や人間が， 最も自由な段

階に留 まることができずに， 意志の正しさを正しさ自体のために保持できない状態

に陥る時， その原因は神にではなく， 天使或いは人間のう ちにあることになる。 我

我が悪に陥るのは， 意志が欠けているからではなく， 意志を誤って用いるからなの

である。 では， 意志の誤用とは， \，、かなることであるのか。 そして， 意志の誤用が

生ずるのは何故か。

アンセルムスは， Ii'調和について』の中で， 意志は多義性を有し， 三様に語られ
(8) 

得ると述べている。 即ち， 意志は， 意志する道具(instrumen tum volen di) ， 道具の性

向( a f fectio instrumen ti) 及び， この道具の使用(usus eius dem ins trumen ti) を 意味す

る。 例えば， ものを見る場合， 実際に何かを見ていなくても， 見る適性や性向を有

する者・視力のある者は “見る" と言われるように， 欲する道具である意志は， 何

かを欲しない時でさえも， 魂の内に常にある。 他 方， その道具の使用・働きという
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意志は， 何かを 実際に欲する時にのみある。

意志の誤用により 罪を犯す時， その誤 ちの原因は， 意志の三様の在り 方のいずれ

かに求められる筈である。 意志自体は神の業であり神からの賜物であるので， 道具

としての意志は， 寄在する限りにおいて 善いものとして創られている。 同様に， 欲

する働きは， 働いている限りにおいて 善いので， ここにも意志の誤用はない。 その

結果， 悪をもたらすものは， 意志の性向に求められることになる。 アン セ ルム ス

は， この性向について次のように語る 一一 「意志する道具は二つの適性を持 ち， そ

れらを私は『性向』と呼んでいる。 その一つは有益性を望み， 他は正しさを望む。
(9) 

即 ち，道具としての意志は，有益性か正しさしか意志しないということである。」 こ

の文章から， 我々の有する性向とは， 有益性を望む性向(a f fectio a d  volendum com

mo di tatem)と正しさを望む性向( affectio a d  vol endum r ectitudi nem)のニっか ら成

ることを理解することができる。 では， 意志の二つの性向と悪とは， どのように係

わるのであろうか。

11. 在るべき善と正義の欠如

「 罪を犯すことのできないこと」という アウグスティヌス的自由の最高段階に ア

γセルムスが対置したのは， r意志の正しさを正しさ自体のために保持 で き る こ

と」であった。 正しさを望む性向がないということは， 正しさを 得ることができな

いことを意味するので， それは， 正しさの放棄につながる。 故に， 正しさを望む性

向が欠けると， 直 ちに悪に陥ることになるのである。 我々が意志の転倒し た 指 向

(perversa  vol untatis convers io)を避けるためには， 正しさを望む性向が不可欠と な

る。 そして， 正しさを望むのに必要な正しさを持たないならば， 正しさを望むこと

はできなL、。

他 方， 人は誰でも何らかの形で自分に有益なものを望みが ちであるので， 有益性

を望む性向は， 本来， 人に備わっていると見ることができょう。 そして， 我々は，

有益性か正しさのためにのみ意志しているのであるから， 罪を犯すに到るのは， 有

益性を望む性向による筈である。 誘惑によって正しさを放棄する時， 意志はより 強

く欲するものへと自己の向きを変えるが， その際に変更をもたらすのが， この性向

である。
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以上のことから， 意志の性向と惑との関係を， 次のようにまとめることができよ
(10) 

う。 正しさと有益性を問時に望むか或いは正しさのみを望む時， 人は意志の正しさ

を保持するが， 有益性のみを望む時には， 意志の正しさを保持するとは限らない。

何故ならば， 有益性を望むとは， 望むことが役立つものを望むことであり， それ自

体が意志の対象ではないからである。 それ自体のためにではなく 他の目的のために

何かを望むことは， その望む対象が 善と関係するより大きな目的の枠内にあるので

なければ， 有益性を求めつつ惑へと傾く可能性を有する。 従って ， 有益性を望むこ

とは， 必ずしも意志の正しさの保持に 結び付くわけではなく， 正しさを放棄するこ

とへと導く時もあり 得る。

とはL、え， 有益性もまた 善であることに違いはなL、。 全ての 本性は 善であるとい

う 善の見 方を除き， アンセルムスは， 端的に 善・悪と言い 得るものを各々二つずつ

考えている。 それらは， 正義( ius titia)及び有益( commodum)とそれに対応する悪

である不正(i ni us titi a)及び有害(i口 commodum)である。 アンセルムスの考 え る正

しさ( r ectitu do)は， 究極的にこの正義に集約され， 善の欠如としての悪の考 え 方

に正義の概念が介在することにより， 極めて倫理的な色彩を帯びるよう に 思 わ れ

る。 正義に対置される不正は， 善の欠如であるのみならず正義の欠如をも意味する
(11) 

ので， 悪そのものとさえ言われ 得る。 意志は， 不正であることにより悪となるので

ある。

しかし，正義の欠如は，正義が在るべきところにそれが欠けている時にのみ， 不正
(12) 

と時ばれる。 正義が欠けていても ， 在るべき場合に欠けているのでなければ， 不正

とは言われないのである。 何故ならば， 何かを 他人程所有していないことは， 必ず

しも欠如していることではなく， 所有しているべきものを欠くことが欠如している

ことであるからである。 それ故， 正義を保持するには望むべきものを望まねばなら
(13) 

ず， 望むべきではないものを望むことは正義の放棄となるので， 不 正 は， lìiな る
(14) 

「正義の欠如」ではなく， 1"自発的に放棄された正義の欠如」・ 「在るべき正義の
(15) 

欠如( abs enti a debitae i us titiae) Jと言われねばならなL、。

III. 悪のアンセルムス的把捉

(l) 1"望むべきではないものへの指向」としての av ers io
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ところで， 我々は， アンセルムスが アウグスティヌスと同様に， 悪は離反・背き

であると捉えるにもかかわらず， aversio という表現をあ まり用いない と い う特徴

ある事実に気付く。 アウグスティヌスが『自由意志論』第 2 巻第19章第53 節で 述べ

る悪の定義， 即ち， [""不変な 善からの意志の離反と可変的 善への転向 (aversio vo・

lun tatis ab incommutabi li bono， et conversio ad mutabilia bona) jからも理解できる如

く， 悪の局面においては， conve rsio と共に aversioが重要な役割を担う。 無論，

conversi o と ave rsio は別々の事柄ではなく， 実際には， 両者が 結合されて惑が生 ず

るのであり， これに関して アンセルムスも アウグスティヌスと意見を異にするもの
(16) 

ではない。 しかし， 道徳的悪の悪たる所以は， 厳密な意味では conve rsio よ りも

むしろ ave rsio にある筈である。 そのため， 悪の起源は conve rsio にではなく aver.

sio に求められるべきであると思われる。 換言するならば， conve rsio は果たして悪

を成り立たせる究極的要因であるのか， そして また， アンセルムスは何故 averSlo

を conve rsio 程には語らないのか， とL、う疑問である。

この疑問を解決する道は， アンセルムスの悪論の根幹に繋がるように恩われる。

我々は， アンセルムスが ave rsioとL守言葉を用いずして離反の内容を示しているこ

とを見い出すからである。 では， アンセルムスは ave rsio の代わりに， ど の よう

な表現を用いるのであろうか。 若干の 例を挙げると， [""意志から正しさ が灘れ る
(17) 

(sepa ratu r re ctitudo a voluntate) j， ["" (悪魔は)悪い意志だけによって離反した(so ・
(18) 

la mala voluntate abiit) j， [""意志の正しさを放棄すること(dese re re volu ntatis rec ・
(19) (20) 

titudinem) j， [""真理を放棄したのe ritatem dese ruit) j等と語られている。 とりわけ

興味深いのは， Ii'悪魔の堕落』第 7 章・第20章における次の表現， 即ち， [""望むべ

きではなかったものにその意志を向ける こと(conve rtere voluntatem suam ad id 
(21) 

quod non debuit) jである。 この表現は， convertere という言葉を使用してはいる

が， アウグスティヌスが悪を規定して語る conversio と averslOの意味する双 方を正

確に言い表わして いる， と恩われるからである。

( 2) アウグスティヌスとの比較

第 7章のこの 箇所の 直前に， 悪の アンセルムス的把捉を一層明確に呈示する部分

がある。 意志は， 望むべきものに向かう時に普い意志となり， 望むべきではないも
(22) 

のに向かう時に悪い意志となるというのである。 これを アウグステイヌスの考え事
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と対比して整理すると， 次のようになる。

volun tas 

r ad hoc quo d debet velle conversa= volun tas bon a  
Ans elmus --一一!

L a d  i d  quod non d巴bet conversaニv. mala 

r q uo d a d  deum n os convertimus=v. bon a 
Augustin us 一一|

L quod a deo nos avertimus二v. mala 

( An selmus， D e  casu diaboli， c. 7 

Augustin us， D e  pec cator um meritis et r emission e， 

1. 2， c. 18， n .  3 1) 
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善い意志の場合， アウグスティヌス・ アンセルムス共に con vertere を 用 い て お

り， 意志の向かう対象は， アウグスティヌスによれば「神J， アンセルムスによれば

「望むべきであるもの」である。 悪い意志の場合， アンセルムスは aver ter e の代わ

りに con vertere を用い ， 意志は， アウグスティヌスによれば「神」から離れ去り，

アンセルムスによれば 「望むべきではないもの」へと向かう。 善い意志の把握では

両者は共通するが， 惑い意志に関して， 把握の視点に相違が生ずる。 アウグスティ

ヌスば， 善い意志に con vertere， 惑い意志に aver tere と二語を使用するため に， 意

志が向かい また離れ去る対象を 「神」の一語で表わすことができたが， アンセルム

スは逆に， con ver tere 一語により離反の内容をも表わそうとするため に， 対象を表

現するにあたって， 1"望むべきもの」と「望むべきではないもの」を使い分ける必

要が生じ， no口 とL、う用語を挿入しなければならなかったのである。

「望むべきではないものにその意志を向けること」は， より簡単に言うならば，

「望むべきではないものに向かうこと」 若しくは 「望むべきではないものへの指向

( con ver sio a d  i d  quod n on debet)Jであり， これを更に言い 換えると， 1"望むべきで

はないものを望むこと」となる。

上記を踏 まえつつ， 1"望むべきではないものへの指向」を アウグスティヌスの語

る惑い意志の aver sio 及び con verslOと比較 してみよう。 自由選釈によって意志が惑

となる時， 望むべきではなかったものを望んだだめに， 望むべきであったも の を

自発的に放棄する 結果を招いた。 従って， 望むべきものを自発的に放棄して不正と

なった限りにおいて， 悪と言われる。 望むべきものとは， 善である正義 または有益
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性のいずれかの筈であるが， 意志の二つの性向に関する考察で確認した如く， 有益

性は必ずしも正しさを保証しないため， この場合の望むべきものは正義であらねば

ならない。 故に， 望むべきものを自発的に放棄すること， 即ち， 罪を犯すことや惑

に陥ることは， 正義の放棄を意味するに到る。 そして， 正義は， 不変な警であると

解することができるので， 正義の放棄は， アウグスティヌスの語る， r不変な 善か

らの意志の離反」に該当すると言うことができょう。

他 方， 正義以外のものは， 究極的な意味では， 望むべきではないものと言えるの

で， r望むべきではないものへの指向」は， そのまま， アウグスティヌ ス の 言 う

「可変的な 善への転向」に当て般まる。

この 結果， r望むべきではないものへの指向」という アンセルムスの表現は， ア

ウグスティヌスによる惑の定義「不変な 善からの意志の離反と可変的 善への転向」

を包括するように思われる。 アンセルムスが a ver Slo を殊更 強調しない理由を， こ

の点にみることができるのではないだろうか。 表現形式は異なるが， アンセル ムス

もまた，惑の根拠を離反に置いているのである。 従って，いわゆるcon versio は 悪を

成り立たせる究極的要因であるとは言えないが， アンセルムスの語るconvers lO， 即

ち 「望むべきではないものへの指向」には， a versio の意味が内在してい る の で，
(24) 

それのみで充分悪の様相を表わすと見倣すことができょう。

IV. 結 話

以上の考察から， アンセルムスの語る 「望むべきではないものへの指向」がcon

versio と a versio 双 方の意味を含む理由は， 一つには debere の概念の特性のた め，

もう一つには， その背景に正義があることのためであるように思われる。

debere は， 必然性を意味するのではなく， 自由な行為の規範であり， 神からそれ

がもたらされるので， 神へと向かう目的論的構造を築 く。 そのため， debere が否定

されると， その体系は根本から揺がされることになる。 従って アンセルムスにおい

て ， 悪とは q uo d debetを果たしていないこと， と特徴づけることができょう。 悪の

側面における debere は， 次のニつの形態， (1) facere q uod  non debetと(2) non facere 
(25) 

quo d  debet が 結合したものと理解され 得る。

他 方， 正義は， rそれ自身のために保持される意志の正しさ(re cti tudo vol unta ti s  
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(26) 

propter se servata) Jであり， 他のことのためにではな く， それ自身を目的とするこ

とが要求される。 そして， [""それ自身のために」ということから， 正義を求めるか

求めないかではなく， 正義を求めるか正義以外のものを求めるか， という観点が生

ずる。 何故ならば， 正義以外のものを求めることは， 有益なものへの性向が望むも

のを欲することであり， 正義を放棄してこの性向の奴隷になる時 に は， 同 時 に，
(27) 

「不義の奴隷 (ancilla iniusti tiae) Jともなるからである。

アγセルムスは， 惑の問題に関して， アウグスティヌスの思考を取り入れ つ つ

も， deber e と正義の考え 方を 強 く打ち出す点で特性を有し， a ver sio を用 いず に悪

を意味する表現「望むべきでないものへの指向」がそれを顕示している， と言うこ

とができるであろう。
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