
意志の対象への関係性と倫理的自由

一一へンリクスとスコトゥスとの主意主義の相違一一

小 川 量 子

はじめに

アリストテレス哲学の受容以来， 認識対象が意志の働きの能動因であるかに

関して主知主義と主意主義とに分かれて盛んに論議されたが， 13世紀終わり

1286�7年頃に始まったへンリクスとゴッデフリドゥスの論争1)はそのピークを

示している. まずへンリクスが， 対象は意志が働く機会を与える「それなしに

はない原因J causa si ne qua non にすぎず， 意志が自らの働きの自体的な能動

因であると主張すると， ゴッデフリドゥスは自己運動の可能性を全面的に否定

してへンリクスの立場を根本的に批判し， 対象こそ能動的に意志に働きかける

作用困であると捉えたのである.

そのほぼ十年後にオックスフォードでスコトゥスは， 両者のいずれの立場を

も批判し， 意志と対象との両面から意志行為は根拠づけられるべきであると主

張したが刊1302年以降パリに移ると， フランシスコ会の教授たちと共に， へ

ンリクス亡き後ゴッデフリドゥスらの主知主義に対抗するために， この問題に

関してはへンリクスへの批判を取り下げ， 擁護する側に立つ3) そこで， スコ

トゥスはなぜオックスフォードではへンリクスを批判したのに， パリでは擁護

できたのかが当然問題となる. 確かにスコトゥスは表向きには自説を変えてへ

ンリクスの立場を受け入れたようにも見えるが， へンリクスの用語を自らの観

点に即して解釈しており， 根本的にへンリクスの立場に近づいたわけではない.

そこで， まずこの問題を手がかりに， 意志の自由に関するスコトゥスとへンリ

クスの根本的な観点、の相違を探り， そのような相違を裏付けるアンセルムスの
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affe ctioに関する解釈を比較し， 各々の主意主義が究極的にめざしたものが何

であったのかを考察する.

l 自己運動と意志の自由

意志行為の原因性に関するスコ卜ゥスによるへンリクス批判を理解するため

には， まずへンリクスとゴッデフリドゥスとの論争の性格を知る必要がある.

彼らの論争は， 単純にアウグスティヌス的主意主義とアリストテレス的主知主

義の対立としては理解できない. というのも， プラトン的傾向の強いへンリク

スも， 物体的・身体的運動に関してはできるかぎりアリストテレスの運動論に

即して解釈しており， 精神の自己運動を認めることがそれに反するとは考えて

いなしミからであるべすなわち， アリストテレスの運動論を精神的活動にも応

用しえるのかに関して両者のアリストテレス解釈は分かれるのである.

まず， へンリクスが意志の自己運動について初めて論じた『任意討論集』第

九巻第五問では， たんに意志だけではなく， 物体から神に至るまでの様々な基

体における運動が「動かすものJ と「動かされるもの」との差異に応じて六段

階に分類され， それぞれ細かく論じられる. まず， 動かすものと動かされるも

のとの差異が最も大きい段階は， 子が産み出される場合であり， 次に動物の移

動では， 動かす部分と動かされる部分が内的に区別され， 重さや軽さによる単

純物質の落下や上昇においては， 動かす原理である付帯的形相と動かされる原

理である質料は存在論的に区別されるが， 動かされるのは複合体全体であるた

め， 動かすものと場所的には区別されない. それに対して， 身体器官に関わら

ない純粋な精神的能力は， 自己に還帰し， 自らの働きをそれ自体によって産み

出しうることから端的に自己運動が認められるが， 意志は対象から作用を受け

ずに働きうる点で， 知性よりも高い自己運動の段階に位置付けられ， すべての

運動の第一動者である神の意志には， 動かす自己と動かされる自己とがたんに

観念的に区別されるだけの， 最も自己同一的な自己運動が認認、められる町

このようにへンリクスは神， 精神， 物体という様々な基体の能動的な働きを

同じく「運動」として理解するとともに， 自己同一性に即して存在論的な観点、
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から運動を段階づけ， 各々の運動に固有な能動原理を基体自体の内に見出そう

とする. そのため， へンリクスの主旨が， 意志の自由を最高の自己運動として

特徴 づけることにあるとしても， 動かす自己と動かされる自己とが実在的に同

ーだから自己運動と言えるのか， 自己の能動原理によって自己を動かしうるか

ら自己運動なのかは明らかではなし物体にも何らかの意味で自己運動を認め

る余地を残している6) この後すぐにゴッデブリドゥスらの批判を受け， それ

に答えて書かれた『任意討論集』第十巻第九問では， もはや様々な運動の段階

について全般的に論じることはなしもっぱら意志が自らの働きを産出する力

を潜勢的にvirtualiterに有する基体である点から自己運動を理解し， 物体に

は自体的な自己運動を認めない7)

それに対してゴッデフリドゥスは， アリストテレスの自然学の解釈によって，

動かすものと動かされるものとは現実態と可能態の区別に対応し， 動かすもの

が動かされるものと空間的に接しなければ運動は生じないと考えるため， 同ー

のものが動かすものでありかつ動かされるものであることは不可能であると理

解する剖. さらに「動くものはすべて他のものによって動かされる」という自

然学の原理をすべての存在に応用し， 精神も表象対象によって受動的に動かさ

れて活動すると主張する. 彼が普通の主知主義者とは違って， 知性の対象では

なく表象能力の対象が意志を動かすと捉えるのも， 知性によって意志が動かさ

れるとすれば， 身体から離れた純粋な精神内で完結する自己運動を認めること

になると考えたからである. そこで， 表象対象が身体と純粋な精神との媒介者

として知性認識と意志行為の共通の作用因になると捉えるのである9)

このように， へンリクスとゴッデフリドゥスの論点は， 意志の自己運動を認

めるか否かに先だって， 純粋な精神活動と単純な物体運動との能動原理に差異

を認めるかにかかっているが， へンリクスも， 石の落下の妨げが除去されるこ

とが落下の付帯的原因として causa sin e qua nonであるように， 対象認識は

意志する妨げである無知を取り除く点で， 意志行為の causa sin e qua nonで

あると解釈し， 意志行為の原因性を物体運動と類比的に理解しようとしてい

る10) そこで， ゴッデフリドゥスは， もし認識対象が意志の働きの causa sin e 
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qua nonにすぎないならば， 火が近づけられることも木が燃えるための causa

si ne qua nonと考えられ， 木は火によって燃えるのではなく， 木も自らを燃や

すと考えければならなくなると反論する. すなわち， へンリクスが自然学の例

を使つて意志行為の原因性を説明するかぎりt)， 物体にも同様に自己運動を認認、め

なければならなくなると批判するのであるl川lυ)

スコトウスは自らへンリクスを批判する前に， このゴッデフリドゥスの反論

を引用していることからも11 このゴッデフリドゥスの反論はスコトゥスに自

己運動に関して従来とは全く異なる立場を取るきっかけを与えたものとして理

解できる. というのも， スコトゥスは物体にも自己運動を認めるからである.

すなわち， すべての有限的な基体は自らの本性的な完成を求め， それを実現す

る能動原理を本性的に自らの内にもつことから自己運動すると考え， アリスト

テレスの自然学もこのような本性的な自己運動の可能性を排除しないと解釈す

る1へそのため， スコトゥスはもはや精神であるから自己運動するとは考えな

いし， へンリクスのように， 対象によらずに自己だけで運動できるという点か

ら意志の自己運動を特徴づけることもない.

そこで， スコトゥスは， へンリクスとは逆に， 自己運動が現実には行われな

い場合を， 様々な運動の種類に即して段階的に示していき， その最終段階で，

意志だけが自らによって意志しないことができることから， 必然的に自己運動

せざるをえない本性的な自己運動と区別するのである川. すなわち， 対象が与

えられでも意志することもしないこともできるということは， 自己の対象への

関係性を再帰的に捉えて， I自己が何かを意志すること」を意志することを示

している. そのため， それに先だって対象認識が与えられていない場合も意志

できないが， それは物体がより強い力に妨げられる場合とは全く異なると考え，

へンリクスのように物体の運動と類比的には捉えない.

したがって， スコトゥスは自己運動が可能になる条件を能動原理に応じて区

別するので， ゴッデフリドゥスのように精神活動を物体運動と全く同じように

理解することはない. 特に意志は自らの働き方自体から他の本性的な能動原理

とは根本的に区別されるのである. そのため， この論争の背後にある， I自然
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学的な原因性によって意志行為の原因性を理解できるか」というような問題自

体が， スコトゥスではもはや意味をもたなくなっているのである.

2 意志とその対象

意志の自己運動を認める点では， スコトゥスはへンリクスと異ならないが，

それではなぜオックスフォードでは対象を意志行為の原因として考えたのかが

問題になる. スコトゥスは， 対象がいかにして意志行為を可能にするかという

自然学的なメカニズムの解明には全く関心をもたず， ただ意志行為自体の完全

性を決定する根拠が対象であることから， 対象も意志行為の原因でなければな

らないと結論するのである.

そこで， スコトゥスは， ゴッデフリドゥスの見解もへンリクスの見解も意志

行為の完全性の根拠を理解するためには不十分であると批判する. まず， ゴツ

デフリドゥスに対しては， 下位能力である表象能力の対象が上位能力である意

志の働きを産み出すとしたならば， 不完全なものがより完全なものを原因する

ことになると反論する同. したがって， 意志行為の完全性の原因は， 意志と同

じか， それ以上の完全性をもたなければならないと考えるのである. しかし，

へンリクスのように， 意志だけが意志行為の原因であるならば， 神を愛そうが

蝿を愛そうが， 何を愛しでも愛することには変わりがないことになるし16}， こ

の世で、の神への愛と至福における神への愛は， たんに愛の強さの違いしかない

ことになるのでl九完全性の違いにより種 sp ec i esにおいて異なるとは理解で

きなくなると反論する. すなわち， 意志だけからは意志する程度の違いは理解

できても， 行為自体のもつ質的な違いを理解できないと考えるのである.

このような例から明らかなように， スコトゥスが意志行為の完全性を決定す

る最も完全な対象と考えるのは「神」であり， たんにこの世で概念的に認識さ

れたかぎりでの神ではなく， 実存するものとして直観されうる「この神jであ

ることからも， スコ卜ゥスはこの問題をあくまでも神学的な問題として， 形而

上学的に捉えているのである. ゴッデフリドゥスのように表象対象が意志行為

の原因であるならば， 表象対象ではない神を愛する可能性は全く理解できなく
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なるが， へンリクスのように認識が意志するための必要条件にすぎない場合も，

そのつど対象が知性認識されるかぎりで意志されうるにすぎず， 意志が何を自

らの対象とするかは重要な意味をもたなくなると考えたのである. すなわち，

この世では神であれ蝿であれ愛されうるし， 来世で神が直観されればそれが愛

されるにすぎないのである. したがって， スコトゥスにとって神を愛すること

が意味をもつのは， たんに神が認識されて愛することができるからではなく，

神自身が何よりも愛されるべき対象であると認識されるかぎりであり， 対象の

完全性の認識が意志行為の完全性を直接根拠づけると考えるのである.

その後ノfリでスコトゥスはへンリクスの立場を受け入れて， 対象認識を

causa si ne  qua nonとして認めるが， それはへンリクスのように意志行為を可

能にする付帯的原因としてではない. すなわち， たまたま対象認識が意志する

ために必要なのではなし対象認識は意志行為に常に前提とされる存在論的な

関係になければならないと解釈するのである. したがって， 知性認識と意志行

為とは原因と結果という関係ではないが， 本性的に先だっ結果と後なる結果と

いう関係において， 対象に対して存在論的に秩序づけられていると理解する1へ

このような関係は， スコトゥスにおいて『第一原理論』第一章で考察される本

質的な秩序 ordo essenti ali sに属し， 神の存在証明に重要な役割をはたすが，

「本性において後なるものは先のものなしにはありえないが， 先なるものは後

なるものなしにも存在しうるjという異なる本性聞の依存関係を意味する19)

ここで本性において先だっとは， 時間において先だつことではないので， 認識

が成立すると同時に意志行為は可能になると考えられる.

そこで， たとえ対象が意志行為の原因ではなく， 意志だけが意志行為の原因

であっても， 意志は認識された対象の存在性に応じて完全性が異なる意志行為

を産出しうると考えられるので， 意志行為の完全性は意志だけによるわけでは

ないとスコトゥスは考え直したのである20) そのため， へンリクスもスコトゥ

スも認識を意志が働くための causa si n e  qua nonと語るが， へンリクスが

「認識さえあれば意志できる」を強調するのに対して， スコトゥスは認識が意

志行為なしにも存在しうるので. r認識しでも意志しないこともあるJ と理解
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するのである. すなわち， 認識は意志行為を必然的に伴わないことから， 意志

が認識に対して偶然的に働く可能性を理解するのである. ただこれだけでは，

へンリクスとスコトゥスとは， 同じことを別の方向から捉えているにすぎない

ようにも見えるが， スコトゥスはこの存在論的な先後関係を用いて， ここでは

へンリクスの立場を受け入れたが， 他の問題ではへンリクスの主意主義をさら

に根本的に批判しているのである.

スコ卜ゥスの晩年に近い著作と考えられる『任意討論集j21)では， 対象(神)

と直観visioと享受 fruitioの三つがこのような存在論的な先後関係にあるこ

とから， 対象があってもその直観があるとはかぎらないように， 直観があって

も享受があるとはかぎらないので， I究極目的に対して意志は必然的に意志す

るjというへンリクスの立場を反論している. このような究極目的への本性的

欲求の理解はアリストテレスに基づくので， たんに主意主義であるへンリクス

に限らず， 主知主義であるトマスやゴッデフリドゥスにも共通するが22)， スコ

トゥスがオックスフォードから一貫してへンリクスに対して最も強く反対する

観点、である2九

へンリクスにおいて， 対象は意志行為の作用因ではないが， 目的因としては

意志するものを比倫的に me taphorice 動かすと考えられM， 究極目的の認識

が与えられれば， 意志は障害物が取り除かれた石のように必然的に究極目的を

欲求すると考えられている. というのも， いかなる善の欠如もない最高善

summum bonum として普遍的に捉えられる究極目的は， 意志がそれを欲しな

いことはできないと考えられるからである阿. そのため， へンリクスは究極目

的に対する意志の必然的な欲求を， 特殊な目的のために様々な手段を偶然的に

選択する自由 librum arbitrium とは区別し， 意志本来の能動性をあらわす端

的な自由 libe rtas simplic ite rと呼ぶ. すなわち， 意志は外的対象に影響され

ることなし自らの普遍的善への必然的な欲求に基づいて， 特殊な善について

偶然的に選択できると考えるのである.

それに対してスコトゥスは， 意志がいかなる対象を選ぶことも意志の決断次

第であり， 究極目的も意志が偶然的に意志する対象として捉えられる. そのた
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め， 普遍的善が究極目的として意志されるわけではなし各人各様に特殊な善

を究極目的として意志することもできるので26)， 何を究極目的として意志すべ

きかが最も重要な実践的認識と考えられるのである. すなわち， スゴトウスに

おいて， 意志はいかなる対象に対しても必然的に欲求するように本性的に限定

されていないからこそ， 現実に意志がいかなる対象を意志するかが， 意志行為

の完全性を決定すると考えられたのである.

そこでスコトゥスの場合には， たんに普遍的な善ではなく， あらゆる有限的

な善を超えた「無限な善」が究極目的として意志されるべき対象であると理解

される. すなわち， 無限な善はそれ自体では我々の知性には把握しがたい存在

であるが27)， より完全なものを欲しうる意志自体のダイナミズムを最終的に憩

わせる存在として理解されるのである28) したがって， へンリクスのように，

意志が常に愛さないことはありえない善ではなく， 意志が究極的にそれ自体の

ために愛しうる善なのである.

スコトゥスはオックスフォードでへンリクスに対して， 対象認識がたんに

causa sine qua nonであれば， 現世で可能な神への愛と来世で可能になる神へ

の愛は種的に異ならないことになると批判したが， へンリクスにおいてこの世

で 普 遍 的 善 と し て 理 解 さ れ る 究 極 目 的 は， た ん に 至 福 と思わ れ る も の

beat i tudo appare nsにすぎず， 真の至福は個的な善である神自身として捉え

られている29) そのため， この世において意志は本'性的には普遍的善を至福の

ように必然的に欲求するが， 恩寵によって意志が神自身へと方向づけられなけ

れば， 真の至福を欲することは不可能と考えられる30) したがって， へンリク

スでは， 恩寵を介してこの世において意志が神を愛することと至福において神

を愛することとは連続的な発展において捉えられるのである.

スコトゥスの場合， この世において知性に本性的に可能となる「無限な存

在jという概念的な神認識は， 至福直観に比べて不完全な神認識ではあるが，

それに基づいて神を愛する本性的な可能性も理解される. さらにスコトゥスは，

恩寵は能力に本性的に可能な働きを強めるだけであると理解するので， へンリ

クスのように本性的能力だけでは愛しえない神を恩寵によって愛しうるとは考
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えない. そのため， 恩寵とは無関係に， この世で神を愛することも至福におい

て神を愛することも同じ「神」を対象とする愛として理解されるので， そのか

ぎりでは全く区別できない. しかし， そうであれば， 至福はたんに神の直観が

あることを意味するだけになるので， 神への愛にこそ至福があるという主意主

義の主張は理解できなくなる31) そこで， もし神認識の完全性に応じて神への

愛の完全性も異なると考えられるならば， 至福はたんに神の直観だけでも， 恩

寵によって強められた愛だけでもなく， 両者を総合したかたちでの愛として成

立し， この世における神への愛とは質的に異なると理解されるのである.

このようにスコトゥスでは， 神を愛することが至福であるので， 至福よりも

先に神こそが第ーに愛すべき対象であり， へンリクスのように真の至福と神自

身とが究極目的として同一視されて欲求されることはない. このことは， 究極

目的を意志の必然的な欲求対象として意志と相関的に捉えるへンリクスと， 究

極目的となるべき対象を意志の働きに存在論的に先だっ存在としてそれ自体で

絶対的に捉えるスコトゥスとの相違から理解できる. そのため， へンリクスで

は恩寵によって能力が変わると能力の関わりうる対象も変わるが， スコトゥス

では能力も能力に先だっ対象もそれ自体として本質的には変わらず， 究極的に

神によって与えられる神自身の直観によってのみ， 我々の神に対する愛は究極

的に完成するのである. したがって， へンリクスでは行為の基にある本性的な

能力それ自体の完成が根本的な意味をもつが， スコトゥスでは行為それ自体に

よって現実にいかなる対象に関係するかが， 端的に意味をもつのである.

3 意志のAffectioと倫理的自由

アンセルムスは意志の「性向J affectioという独自の視点、を導入して意志の

自由と罪の可能性を理解しようとしたが32)， アリストテレスの影響を受けたス

コラ神学者の意志の理解とは大きな隔たりがある. へンリクスとスコトゥスの

affectio解釈は， その隔たりを埋めるだけでなく， アリストテレスにはない視

点から意志の倫理的な自由の可能性を理解するための重要なモチーフになって

いる33)
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へンリクスがアンセルムスの affe ctioの説を取り上げる第一の理由も， や

はり意志の自己運動の可能性を示すことにある. r任意討論集』第13巻第11

問でへンリクスはíaffe ct io なしには意志は何も欲しないj刊というアンセル

ムスの言葉を， 意志は対象から影響されて形成された affe ctioではなしそ

れに先だって意志本来に備わる affe ct ioによって本性的に対象へと方向づけ

られていることから， 対象の認識さえあれば自由に意志できると解釈する35)

すなわち， へンリクスは自由な行為の可能性を意志それ自体の本性的な傾向性

である affe ct ioから理解するのである.

アンセルムスは， 意志の性向を正義に向かう affe ct io i usti と有益性に向か

う affe ct io commod i との二つに分け， 意志は正義への'性向に従わずに自己に

有益なものを求めて， 正義を放棄した結果， 有益なものしか意志できなくなり，

思寵によって正義が回復されなければ， 正義を正義それ自体のために意志する

ことはできないと考える. アンセルムスにおいて「意志jという言葉は， 意志

する「道具」である能力やその「使用」のみならず， 能力に影響を与える「性

向」をも指しうるので， 正義への'性向は正義への意志とも語られ， 聖人は寝て

いる時にも正しい意志をもっと理解される36) このように正義への4性向は， 意

志が保持する正しさ re ct itudoとして意志自体の正義を意味することから， 意

志が罪によって正義を失うことは， 意志が正義への性向それ自体を失うことと

して捉えられている37)

それに対して， へンリクスはこれら二つの性向のいずれにおいても本性的に

備わる段階とそれを有効かつ容易に実現することを可能にする習性が付加され

た段階とを区別し， 意志の本性的な性向は実在的に意志と不可分であるが， 徳

や恩寵など意志に付帯的に備わる性向は意志から分離可能で失われうると考え

る. それゆえ， 罪を犯しても罪の後悔があるように， 本'性的な正義への性向は

なくならないが， 恩寵による正義への'性向は失われるので， はじめに恩寵が与

えられていたようには正義を意志できなくなると解釈する38) したがって， へ

ンリクスがこのような affe ct ioの段階区分をするのは， 意志の本性的な性向

によって対象へ自由に関わる可能性を理解したうえで， 徳や恩寵によって正義



意志の対象への関係性と倫理的自由 67 

を実現する可能性を理解するためであったと言える.

そこで， へンリクスはアンセルムスにはない倫理的行為によって獲得される

段階をも本性的段階と超自然的段階の中間に挿入し， 三段階に分けて affecti o

を解釈する39) まず， 生まれながらの有益'性への性向は， 善一般に向かう本性

的欲求であり， 人聞に限らず動物にも共通する欲望として考えられるのに対し

て， 本性的な正義へのd性向は， すべての倫理的徳を内包するアリストテレスの

「広義の正義J i ust i tia g e ne r al isとして， 様々な徳を形成するための萌芽的な

道徳心のように理解される. このような正義への'性向は， 根源的な善悪の知に

一致する意志の傾向性であり， 良知 synde r esi s4川こ関わると解釈される.

次に倫理的な段階では， 有益性への'性向は人間関係における親 愛 amor

amic it iae と欲望 amor concup isce nti ae とに分化し， 正義への'性向は公共的

な善に向かう諸々の倫理的徳へ発展する. 親愛は， 欲望と同様に人間的な好ま

しさをあらわす情念 passioとして理解されるが， 中庸に即した愛としては肉

的な欲望と対比され， 他の箇所では， 互いに相手の徳を認め， 徳に基づいて愛

し返す行為によって形成される独特な徳としても捉えられている4九すなわち，

親愛において， 自己の喜びを求める有益性への'性向と徳を形成する正義への性

向は調和し， 互いの倫理的徳を喜び、合うのである.

最終的に意志を完成する思寵として神から注入される愛徳 car i tasは， 意志

のいずれの性向にも関わり， それによって神をそれ自体の善さのために愛する

とともに， 自己の至福としても愛することになると考えられる叫. そこで， へ

ンリクスが真の至福を神自身と同一視したのは， 愛徳によって異なる性向のい

ずれの観点からも究極目的である神が愛されることをあらわしていたのである.

こうして， 二つの意志の性向は， 本性的段階では動物的欲求と良知というよう

に全く異なる根源に由来するが， 人間的交わりを通して倫理的徳を形成するこ

とによって調和し合い， 究極的に愛徳によって神に向かうかぎりで一致する.

このようにへンリクスにおいて， 有益なものは本性的欲求の対象となりうる

善一般を意味するので， 有益ではないものを意志することは不可能であり， 意

志は基本的に有益性への'性向に基づいて目的を必然的に欲求し， 目的に向かう
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手段を自由選択するのである 倫理的には正義への'性向によって欲求の行き過

ぎを整えて， 徳を形成するが， 本性的欲求なしには徳もありえないのである.

そのため， 正義に反して意志することは， 徳が未形成で動物的な欲望に従うこ

ととして理解されるが43)， たとえ有益ではなくても正義それ自体のために意志

するという可能性は全く考慮されない. したがって， 二つの性向はそれぞれが

段階的に発展するかのように平行して語られているが， もともと動物的欲求で

ある有益'性への性向が徳によって正義への性向に一致するようにならないかぎ

り， 単独で分離されたかぎりでは本来的な機能を発揮できないのである. しか

し， 意志の二つの性向が倫理的徳によって統合されなければならないことは理

解できるが， 究極的に恩寵によって共に神に方向づけられて完成することは，

本性的な性向それ自体からは理解できないのである.

スコトゥスも， へンリクスの affecti o解釈の影響を受けていることは確か

であるが， 考える方向性は全く異なり対照的である. まず， 意志はあくまでも

知性的欲求であると理解されるので， 有益性への'性向も動物と共通する欲望な

いし感覚的欲求としては理解されない. そこで， もし意志が有益性への'性向し

かもたないならば， 感覚的欲求が感覚に適した善を求めるように， 知性的欲求

である意志も知性に適した善を求めるしかないため， 意志は感覚的欲求よりも

自由であるわけではないと述べている州. したがって， スコトゥスにおいて有

益性への'性向は， 知性的本性である自己に適した善を求める意志の本性的傾向

性として理解されるが， 本性的傾向性をもつことから意志の自由な行為の根拠

づけるへンリクスとは異なり， たんに本性的傾向性に従うしかないことは， た

とえ知性的欲求であっても自由ではないと捉えるのである.

それに対して正義への'性向は， 正義を正義それ自体のために意志する可能性

であるので， 自己のための善しか求められない本性的傾向性から自由であるこ

とを意味すると理解される. そのため， 正義への'性向こそ意志の内的自由

li bertas i nnataであり， 意志を他の本性的能力から区別する究極的な差異

ulti ma di fferenti aであると語る. すなわち， 本性的傾向性は意志だけでなく

知性など意志以外のすべての本性的能力に共通するが， 正義への性向は意志だ
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けに固有であるので， 意志を意志として特徴づけるのである. そこで， 意志は

正義への'性向をもつかぎりで， 自由に行為を引き出すことができると解釈す

る45) したがって， スコトゥスは意志が有益なものを欲することも， 正義への

性向があることから可能になると捉えるのである.

しかし我々が何かを自己に有益であるから欲する場合， かならずしも正義を

意識しているわけではないので， 正義へのd性向なしには有益性へ性向も自由に

は実現できないというスコトゥスの言葉は理解しがたい. スコトゥスもそれ以

上説明しているわけではないが， スコトゥスにおいて有益'性への志向のみに従

って何かを欲することは， 動物のようにただ、本性的欲求に従って必然的に何か

を欲することではなく， 自己にとって善いと思われる対象を自己のために意志

することであるので， 対象が本当に自己に適合するかを対象と自己のそれぞれ

のあり方から正しく判断することが要求される. そして， 自己に適した善を求

める場合であっても， それを現実に実行する際には， 倫理的に正しいかが問わ

れうるのであり， 正義と全く無関係に行為することはできないのである. たと

えば， 食べることが有益だとしても， いつでもどこでも食べることが正しいわ

けではないように， 本性的欲求を行為として現実化することは， 正しく意志す

る可能性を前提し， そこから規定されると考えられるのである.

さらにスコ卜ゥスは何かを欲求することは， 自己ないし他者のために欲求す

ることであるので， いかなる欲望も常にそれ自体で愛される人格的な親愛を前

提とすると考える. そのため， へンリクスのように親愛は徳に基づくので正し

く， 欲望は動物的欲求として悪であるとは考えず， 無秩序な欲望は無秩序な親

愛をあらわすと理解する46) たとえば， 自己の限度を超えて何かを欲求するこ

とは， 自己が自己を限度を超えて愛していることを意味するので， 欲望の根底

にある自己自身への愛が正しくならないかぎり， 表面的に欲望を抑えるだけで

は， 欲望は正しくならないと考えるのである. したがって， 何を欲求する場合

でも， 自己が根本的に何をそれ自体で愛するかが問われうるのである. それと

同様に， 倫理的な徳も， へンリクスのように正義への性向の中間段階として重

要な意味をもたない. 徳は習慣的に獲得された傾向性として正しい行為に役立
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つとは認められるが， 正しい行為のために端的に必要なのは， そのつどの現実

に即した倫理的判断であるので， 徳なしには正しい行為は不可能であるとも，

徳があれば正しく行為できるとも考えられないのである.

スコトゥスにおいて， 正義への性向は対象のもつ完全性に即して対象を愛す

る可能性であるので， 我々の本性的完全性を超えた無限な善である神を神自身

の完全性のために愛する可能性を究極的に含むと理解される. そのため， スコ

トゥスはアンセルムスの語る正義への'性向が本'性的な'性向なのか思寵による性

向なのかを論じることなく， 思寵なしには神を愛する可能性を意志がもたない

とは考えない. ただ， 不完全な人聞が無限な神を愛する場合には， 常により完

全に神を愛する可能性があるので， 自己の神への愛が愛徳 caritasによって強

められることを希望することができると考える. すなわち， 愛徳は神を愛する

ために正義への'性向に注入される恩寵であるが， 希望 spesは自己における神

への愛が完成することを求めるように， 有益性への'性向に与えられる恩寵とし

て捉えられるのである47) そのため， 自己が神を神のために愛する完全性を，

自己のために欲するというような再帰的なかたちで， 神への愛と自己愛とは表

裏一体となる. したがって， スコトゥスにおいても， 正義への'性向と有益性へ

の性向とは， 恩寵によって完成されるが， へンリクスのように愛徳によって神

が至福として欲求されることはなく， 神を完全に愛することが至福として希望

されるのである.

そのためスコトゥスでは， へンリクスのように意志の二つの性向の調和的統

合はめざされず， 意志はいずれの性向を優先するかという根本的な選択の前に

立たされる. そこで， 罪を犯した天使のように， 有益'性への'性向のみに従って，

自己の知的完成である至福直観を求めることにより， 神に背くことも可能であ

るとともに， 受難におけるキリストのように， 自己の欲求を満たすことをもは

や望まずに， ただ正義への性向にのみ従うことも可能なのである. その場合，

至福のために苦しみが耐え忍ばれるのではなく， 苦しみを受けること自体が端

的に神の意志に従うこととして理解されるのである. すなわち， キリストは人

間であるかぎりで有益性への性向をもち， この世で有益性への性向に反して起
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こる様々な出来事に対して， 人間と同じく苦しみを感じるが， その苦しみを通

して人間であることを全面的に受け入れて， 義とされたと理解するのである4へ

このように， スコトゥスの正義への性向の解釈は， キリストに固有な， 神と人

聞に対する全く自由な愛の理解をめざしたものである点で， たんに神の直観を

知的本性の究極的完成として求める主知主義に対するだけではなく， 目的論的

に本性的欲求に基づいて自由の可能性を捉えるへンリクスの主意主義とも異な

るのである.

結 論

へンリクスとスコトゥスは同じ主意主義でも観点は大きく異なるが， 意志自

体の対象への関係'性から意志の自由と倫理性を理解しようとした点では， 基本

的に方向性を同じくし， へンリクスがスコトゥスの道を聞いたことは明らかで

ある. さらに彼らの主意主義はたんに倫理学や神学だけではなく， 自然学や形

市上学の面でも革新的な解釈の可能性を示したのである. 特に， へンリクスが

自己運動の理解から， 意志をたんに自己の働きを受容する基体 subiect umと

してではなく， 自己の働きを通して自己を限定しうる能動的力を有する

subie ct umとして捉えたことは， スコ卜ゥスにとってもきわめて大きな意味を

もつが， スコトゥスは意志の対象 obiect umを本性的欲求に相関した， 自己に

とって善なる対象としてではなく， 意志の働きに先だっそれ自体で独立した完

全性をもっ存在として捉えることにより， 意志が自己の本性的欲求に限定され

ずに， 正義への'性向に即して対象の存在性に自由に応答する可能性を理解した

のである.
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