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形而上の悪と人間

−

ヤコ ブ ・ ベ ー メ に お け る 悪 の 思 索

はじめに

中 山 みどり

存在論︑悪の形而上学は︑悪が人間の意志︑意識︑心理︑行

ニ教の善悪二元論と︑善なる一者の流出という一元論的体系

闘争し最終的に悪が滅ぼされるとする︑ゾロアスター教やマ

れてきた︒例えば︑悪を実体的なものとし︑善と悪の二神が

化されて捉えられ︑また哲学的問題として悪に関して思索さ

う︑カントやバーダー︑またシェリングら観念論哲学の悪に

りではなかろう︒だが︑人間の自由な行為と悪との関連とい

に入れて考察している︒もとより︑それをなしたのは披ひと

は︑形而上的悪の本質について︑人間の実存の次元まで射程

私見によれば︑本稿で取り上げるヤコブ・ベーメ︵−∽謡⊥琵e

の省察を含んでいなければ説得力に乏しいといえよう︒

為の次元と関わり︑人間が悪をなす存在であることについて

の中で︑善のみが存在し悪は存在が欠如したもの︑すなわち

ついての問題意識に一定の影響を与えている点でも︑ベーメ

古来より︑様々な神話︑説話︑文学などを通じて悪は具象

非存在であるとした新プラトン主義の思索は︑悪についての

の悪についての思索は重要性を帯びている︒このことは従来

可避的に深く関与しているからではないだろうか︒人間は自

虚なキリスト教信者も︑晩年には宗派間の激しい対立から引

であった︒無学だが空んじる程聖書に親しんでいた︒その敬

ベーメは︑ゲルリッツの靴職人で︑敬虔なルター派の信者

あまり注目されて釆なかった︒

代表的な存在論である︒
ところで︑﹁悪とは何か﹂というアポリアをなぜ人間は問わ

己の内面に巣くう悪に苛まれたり︑理不尽な悪の脅威に晒さ

き起こされた三十年戦争︵−巴∞1畠︶に直面しなければならなか

ずにはいられないのであろうか︒それは悪が人間の実存に不

れ苦悩することから容易には免れがたい︒したがって︑悪の
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して︑現象の背後にある悪の本質の探求をめざしたのである︒

験を自身の根源的な体験としつつ︑聖書を最大の知的源泉に

った︒そうした荒廃した時代を背景に︑彼は個人的な神秘体

あり︑すべての物体ほ自己自身と一つにまとまらず矛盾し

のであって︑すなわち一切の被造物の中には反逆の意志が

し合い︑互いに敵対するという不快なものも見い出される

た後に︑そうした形而上の悪が人間の実存といかなる関係に

体系のうちに位置づけられている形而上的悪について概観し

在するが︑そうあらねばならない︒もしそうではなく︑そ

革のうちにも見られる︒万物の内には毒と悪しきものが存

けではなく︑星辰︑エレメント︑大地︑石︑金属や木︑葉︑

ているのである︒そのようなことは生き生巷と動く生物だ

あると彼が考えたのかを解明したい︒その際︑創世記に記さ

うした悪しきものが存在しなければ︑生命も運動性もなく︑

本稿では︑神︑人間︑自然を包括する︑ベーメが構築した

れたアダムの堕罪神話についてのベーメ解釈の分析が中心と

7︶

色︑働き︑太い細いも︑わずかな知覚もなく︑一切は無で
あろう

なろう︒
1．悪の起源 − 形而上の悪の省察

このように︑あらゆる存在の中で働き︑そのもの自身に反

抗し︑矛盾や内部分裂を引き起こす﹁反逆の意志﹂︵空derwil訂︶

はじめに︑ベーメが悪について基本的にはどのように理解
しているのかをみる︒彼は人間をはじめとして︑万物のうち

として悪を捉え︑そのような反逆の意志である悪がなければ

存在そのものがありえない︑というのがベーメの悪について

一切の善と悪の起源はそもそも何であろうか︒どこから︑又

る必須の力として︑あらゆる存在の内部で機能しているので

考えている︒そして︑そうした悪は存在を存在たらしめてい

﹃神の本体の

して認識している︒例えば︑悪の実在に関して

の基本的な見解である︒ベーメは倫理・道徳的次元で悪を把

はどこを通って悪は悪魔や人間のうちに︑同様にすべての

とするならば︑キリスト教の世界観においては︑なぜ書なる

ところで︑悪は存在しないのではなく︑リアルに実在する

ある︒

被造物においてはいがみ合い︑殴り合い︑ぶつかり合い︑潰

ったし︑人間もまた書きものとして作られたが︑あらゆる

被造物の中に入って来るのだろうか︒悪魔は聖なる天使だ

握しているのではなく︑悪とは自己自身に逆らう力であると

三つの原理について﹄ では︑以下のように言及されている︒

に悪が実在することを︑自己の内面の省察や万象の観察を通
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いて素朴な疑問を投げかけている︒これは︑のちにライブニ

ちに存在するようになさらないの﹂などと複数の著作にお

生じるの呵︶﹂︑﹁なぜ神は悪を消滅させて︑善のみが万物のう

には悪への始まりはないのに︑どのように永遠の善から悪が

ならば︵マルコ空軍どこから悪は来るの﹂︑﹁善のうち

が浮上するのは避けられない︒ベーメは﹁神だけが着である

神が悪の存在を許すのか︑という神と惑との関係性への疑問

って︑神のエネルギーによって生み出され︑像を結んだもの

間に至るまで︑あらゆる存在が底無しの神の意志の顕現であ

るのである︒したがって︑人格神から天便︑宇宙︑自然︑人

領域が重層的に成立する︒神の自由な意志が一切をあらしめ

って︑神の内なる世界と神の外の世界という異次元の存在の

認識しようとする﹁意志﹂︵空−−e︶を持つ︒この意志の動きによ

のような底無しの神が︑自己を顕現させることで自己自身を

なのである写
ッツが﹁弁神論﹂︵TheOdiNee︶と命名した神と悪の問題を先取り

吉富︶と呼ばれる存在の一領域に︑その起源をもつのであ

そして︑悪は神自身の内的性質である﹁永遠の自然﹂︵ewi常

係への問いは︑形而上のレベルで悪の起源がどこにあるのか

る7︶具体的には︑﹁永遠の自然﹂のうちの神の怒りの性質に

した問いであるといえる︒そして︑このような神と悪との関

を明らかにしようとする試みに繋がっていくのである︒

︵原理︶﹂が︑悪の

よって成立する領域﹁第一プリンキピウム

に向かって収縮する力と︑それに反発して外へ出ようとする

次に︑ベーメの悪の起源に関する考えをみてみよう︒

求めている︒つまり︑善だけではなく︑恵も神のうちに包摂

のことを意味する︒旧約聖書において﹁妬み深い神﹂といわ

力が対立し︑緊張が高まって鬱積される破壊的なエネルギー

直接的な起源である︒第一プリンキピウムの神の怒りとは︑内
﹁全体﹂

ベーメは悪の起源︑悪が実在するこ七の究極の根拠を神に
されるのである︒なぜなら︑神は一切を包摂する

だが︑ここで肝心な点は︑悪の起源は確かに第一プリンキ

れる︑神の中にあって神とは呼ペないような︑恐ろしい神の

︶
︵GaヨNe︶であるか鴎︑とベーメは考える︒悪は︑全体である

しかし︑注意しなければならないのは︑ベーメのいう神と

ピウムにあるが︑第一プリンキピウムそのものが悪であり︑神

神から排除されることばなく︑神のうちにあるべき座を占め

は﹁底無し﹂︑﹁無根拠﹂︵亡点2ヨd︶と呼ばれ︑その存在の根拠

の性質が即悪である︑とベーメは考えていないことである︒

闇の原理である︒

を持たず︑三位一体の人格神に論理的に先行する︑存在の範

﹁憤怒︵Gユヨmigkeヱの中に︑生命とあらゆる運動性の始源があ

るのである︒

疇を越える究極の神性である点である︒ベーメによれば︑そ
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︶

郁﹂と述べているように︑ベーメによれば︑生命誕生の基底
には破壊力をもつほどの充溢したエネルギーが不可欠なのだ
が︑この凄絶な憤怒と呼ばれるエネルギーは︑神の内なる世

の第一プリンキピウムから

であるが︑悪の顕現を神が意志する訳ではないのである︒

2．天使ルチファIの墜落

﹁永遠の自然﹂

第二プリンキビウムへの移行の可能性がな．くなり︑悪が顕在

それでは︑神の

変容︑移行していくという等イエス・キリストの愛と光の領

化するのはどのような場合なのであろうか︒

界では﹁第二プリンキピウム﹂を形成する神の愛の性質へと
域である第二プリンキビウムにおいては︑第一プリンキピウ

しの神自身の顕現の運動の第一段階として︑神の怒りと愛の

である︒換言すれば︑いかなる根拠︑支えをも持たない底無

れによって︑生命は神の内部で身体性を獲得し︑形をなすの

天使として神によって創造されたとされる︒ベーメによれば︑

キリスト教の伝統において︑ルチファーは天上の最も美しい

たな解釈を加えながら︑悪の顕現の問題を考察している︒

つである堕天使ルチファーを受容し︑ルチファーについて新

この点についてベーメは︑聖書に基づく神話的な形象の一

性質︑闇と光の両世界が展開するのである︒矛盾する神の両

ムで鋭く対立していた力の間に調和と統一がもたらされ︑そ

性質は互いにその存在を知らないが︑解けることのない紐帯

︵神の霊︶によって創造され︑解けることのない紐帯によって

に移行し︑神

そもそも天使とは第一プリンキピウムの沸き上がるガイスト

第二プリンキピウムの天上の国︵パラダイス︶

で結ばれ︑一方が欠ければ他方も存在しないという関係にあ
る︒

エネルギーそのものとして顕在化したものである顎いわば︑

ムから第二プリンキピウムへ移行することがなく︑破壊的な

に背く︒ベーメはルチファーの反逆を次のように描写してい

が︑ルチファーは己の美しさと力強さゆえに葡慢になり︑袖

体現し︑永遠にパラダイスに留まるペき存在だった笥ところ

の光に照らされ喜びに満ち溢れて﹁愛の戯れ﹂︵Liebe・Spie−︶を

永久に光が射し込まない闇︑和解し愛に変わることのない憤

る︒

それに対して︑ベーメによれば︑悪とは第一プリンキピウ

怒の火が︑悪である︒したがって︑悪は第一プリンキピウム
悪が顕現する可能性が神の第一プリンキピウムの中に潜在的

分を見たので︑神の心の誕生とその柔和さと愛に溢れた性

ルチファーは第一プリンキピウムに王として立っている自

そのものではなく︑悪の起源が第一プリンキピウムであって︑

に秘められているといえよう︒悪が実在する究極の根拠は神
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ろしい主︵Herユが存在するのだと誤って考え︑火の力のうち

質を軽蔑して︑第一プリンキピウムにこそ優れて力強く恐
ンスが崩されたのである︒

の意志に反逆したルチファーによって︑神の内的世界のバラ

和さをルチファーは嘲り︑自分の想像力をその中に置こう

地創造︶が行われたのである︒﹁なぜ︑ルチファーの反逆を神

に︑新たに﹁第三プリンキピウム﹂であるこの世界の創造︵天

そして︑天国と地獄︑光と闇に分裂した永遠の自然の外側

とはしなかった︒だから︑主の言葉から食べ物を得ること

は許したのだろうか︒︵⁝︶ルチファーは第三プリンキピウム

に自分を引き入れて火の性質になろうとした︒神の心の柔

イスで吐き気を催させる存在になるやいなや︑ルチファー

ができず︑ルチファーは光を失った︒したがって︑パラダ

ある通りである︒

の誕生の原因であるといえるので︑そうであればこそ︑キリ
ストもまたルチファーをこの世の王と呼んだのである顎﹂と

顎︶

に付き従う全軍勢とともに︑彼は天使の王の座から吐き出
されたのである

このように︑ルチファーが神に反逆しパラダイスから墜蒋

た︒つまり︑紐帯で繋がる永遠の自然の両プリンキビウムを

巌で恐ろしい怒りの性質だけで神の性質として十分だと考え

とが理解で卓なかった︒そして︑神の愛の性質を軽蔑し︑峻

怒りと柔和さや愛という相反し矛盾する性質を合わせ持つこ

リストのことである︒ベーメによれば︑ルチファーは︑神が

く︑その成立からいって︑万物は悪と善の両方の性質を必然

神の光と闇の両性質が注ぎ込まれ︑大地は悪に汚染されてい
るという顎悪の顕現がなければこの世界が存在することばな

メは考えている︒そして︑世界には︑その誕生のはじめから

が我々の生きる世界が創造される直接の契機となった︑とベー

創造されることばなかった︑ルチファーに体現された悪こそ

することがなければ︑第三プリンキピウムとしてこの世界が

分離し︑第一プリンキビウムのみを神の内なる世界として︑自

的に抱えている︑というラディカルな認識をベーメは持って

ここで﹁神の心﹂と言われているのは︑子なる神イエス・キ

らその間の世界に君臨しようとしたのである︒その結果︑ル

いるのである︒

これまで形而上の悪がこの世界の成立にまで深く関与して

3．最初の人間アダムの完全性と転落

チファーは神の激しい怒りを買い︑光の世界を追われて︑永
遠に闇の世界に閉じ込められる︒これは︑悪の起源ではあっ
ても︑要そのものではなかった第一プリンキピウムが︑悪と
して顕在化することになってしまった状況を表している︒神
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の問題をベーメはいかに考えているのだろうか︒

いるというベーメの見解をみてきた︒では︑人間の実存と悪

の自己顕現の完成はあり得ないのである︒

顕現運動の全体が真に実在的になる︒人間存在なしには︑神

映し出しているのだと彼は認識している︒したがって︑ベー

っては自分自身のことであり︑人間の実存の真実を普遍的に

たのである︒アダムの原罪の物語は︑それゆえにべーメにと

さを意味し︑そしてアダムにおいてすべての人間が罪を犯し

していない︒堕罪前のアダムとは人間のうちの無垢︑汚れな

めに背き罪を犯したことを︑ベーメは単なる神話として理解

ダムの完全性は内臓や恥部をもたず︑睡のない目ですべてを

な人間とは︑男女の性を超越した存在なのである︒さらに︑ア

という︑両性具有の存在とされている︒つまり︑原初の完全

パートナーであったソフィアがアダムの内に寄り添っている

あるように︑旧約聖書の知恵文学の伝統から生まれた︑神の

を持った乙女︵−点ぎ︶であり︑つまり神の似姿だった顎﹂と

そのどちらでもなく︑完全な純潔性︑しとやかさ︑清らかさ

する︒転落する以前の原初のアダムは︑﹁男でも女でもあり︑

ベーメはアダムが完全な人間として創造されたことを強調

メは創世記の記述に沿ってアダムの原罪を考察することを通

創世記のアダムは最初の人間である︒そのアダムが神の戒

じて︑人間と悪の問題について思索する︒次にその内容をみ

見通し︑眠ることなく︑神の代わりに各々の動物の性質に応

じて名前をつけることができる︑などといった特徴によって

てみよう︒

ルチファーが墜落したために︑神は第三プリンキピウムに

意志がアダムとして像を結んだのである︒三位一体の神やル

似姿とはどういう意味か︒ベーメによれば︑神の自己顕現の

の実を食べるという二段階にわたって媛やかに起こる︒そこ

まう︒転落は︑アダムの眠りと︑アダムとエヴァが禁断の木

だが︑転落によってアダムのそうした完全性は失われてし

﹁神の似姿﹂︵GOtteSEb望bild︶としてアダムを創造する︒神も
の語られている顎

チファー︑この世界の自然など︑多様な像を生んだ神のエネ

にべーメ独自の原罪解釈がみられるのである︒

まず︑アダムが動物たちに名前をつけた後︑深い眠りに落

ルギーが最後にアダムに凝縮し︑神の内部で対極にある閤と
光の原理が︑最も深まり最も鮮明になった形で︑アダムとし

ちた︵創N﹀曇︶のは︑アダムをめぐって神と悪魔とこの世の自

然の三者が争った結果なのだとする︒アダムは︑悪によって

て顕現したのである︒その上アダムは︑神の顕現像の一つで
ある宇宙︵マクロコスモス︶

汚染された︑神の内的世界の回復のために創造されたのだが︑

に対して︑その一切を内包する

ミクロコスモスでもある︒すなわち︑アダムにおいて︑神の
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の塵から作られたために︑ルチファーの墜落によって悪に汚

含まれていた︒なぜなら︑彼は神の似姿であると同時に︑地

自分の中から取り出されたことを知った︒そして︑エヴァ

はや天使ではなかった︒︵⁝︶

しかし︑アダムが眠りから目覚めた時︑アダムは人間で︑も

アダムの内には神︑悪︑自然の三つの要素が誕生の初めから

染された大地の性質も身に帯びていたからである︒したがっ

を抱き締め︑あらゆる動物がなすのと同じく︑彼女と結ば

立する﹁三つの王国﹂

ムは大いなる喜びのうちにエヴァとともにエデンの園を歩

れた︒けれども︑彼はまだ澄んだ瞳をしていた︒︵⁝︶アダ

アダムはエヴァが女であり︑

て︑以下の引用にみられるように︑アダムは自己の内面に存

応し︑内部分裂を起こして︑疲労国債し眠ってしまったので

き︑そこで善悪を知る木の実だけは食べてはならない︑と

ったエヴァは︑アダムの言葉に注意を払わず︑アダムから

に呼びかけられると︑そのすべてに反

ある︒

アダムの内には三つの王国がある︒・アダムの外にもある︒そ

離れて物欲しそうに木をじっと見ていた︒すると︑彼女は

いう神の戒めをエヴァに伝えた︒しかし︑この世の女であ

して︑エセンチア︵性質︶のうちで激しい争いになった︒ア

く嘘に耳を傾け︑木に手をかけ木の実をもぎ取って︑四つ

次第に欲情の虜となって︑悪魔の声とは知らずに悪魔の囁

のエレメントと星辰の実を食べて︑アダムにも一つ手渡し

ダムの内でも外でも︑あらゆるものがアダムを引き寄せ︑自

叶‖︶

分のものにしようとした︒なぜなら︑アダムは自然の一切
の力の粋を集めた大いなる人間だったからである

た︒アダムはエヴァが死なないのを見て自分も食べた︒す

光に陰りが見え始めている事態を意味している︒アダムのパー

ダムの完全性が徐々に損われ︑神の似姿としての独立性と栄

ある︒︵⁝︶二人は互いを見つめあって恥ずかしくなり︑自

を四つのエレメントで捕え︑彼らに胃と腸を与えたからで

のを知った︒なぜなら︑大いなる世界のガイストは︑二人

ると二人の限は開かれ︑自分たちが肉と血をもち裸でいる

トナーとして彼の内にいたソフィアは︑悪や自然にも惹かれ

このように眠りと全く無縁だったアダムの深い眠りとは︑ア

る彼に失望し︑アダムのもとを去る顎神はアダムが眠ってい

れは神の怒りだったからである顎

分たちに注がれる怒りが恐ろしくなった︒というのも︑そ

る間に︑彼の肋骨からエヴァを作り出す︵創N﹀NN︶が︑そのエ

ヴァを契機として第二の転落が起こる︒
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手ではなく︑﹁アキレス腱﹂になってしまう︒悪魔に誘惑され

彼とは異なった意志と心性を持ち︑結果的にはアダムの助け

れながらも︑アダムから独立した別個の存在であるエヴァは︑

を追放される悲劇の要因と捉えている︒アダムから作り出さ

男女に分裂した︒ベーメは︑性の分裂を神の意志に背き楽園

を授ける︒これによりアダムは両性具有の身体を完全に失い

神はアダムの﹁助け手﹂が必要だとして︑アダムにエヴァ

ことを︑人間の悲劇として捉えているのである︒

して︑悪からの暗い牽引力に抗し切れずに惑されて罪を犯す

きないもの︑人間を越えた絶対的なものだと考えている︒そ

覗くかのように︑悪とは本質的に人間の力でコントロールで

れる︒このようにベーメは︑不安定な人間存在のその深淵を

る性をめぐる︑人間の苦悩を見つめるベーメの視線が感じら

罪を結びつけた原罪解釈にも︑人間にとって生得のものであ

うして地上に転落した人間は︑苦労して日々の糧を求め︑ア

る︒なぜなら神に背き悪をなす自由がなければ︑人間の生の

でなく︑人類の歴史にも重要な役割を果たしていることにな

類の歴史が始まるのであるから︑悪は宇宙や万物の創造だけ

だが︑アダムが神に背き楽園を追放されたことによって︑人

ダムとソフィアの両性具有の完全な一体性に憧れては性の営

営みを︑神から独立した人間固有のものとみて︑歴史を語る

て︑アダムに罪を犯させる役割を彼女は担ったのである︒こ

みを繰り返し︑カインの弟殺しのように︑悪事に手を染める

訳ではなく︑悪に引き寄せられ︑誘惑の罠に陥って最終的に

チファーと比較すると︑アダムは積極的に神に背こうとした

点を重視している︒明瞭に袖に反逆する意志を持っていたル

ば︑人間ばかりでなく︑悪に汚染されたまま︑アダムの転落

来する苦悩からの救いが求められるのである︒ベーメによれ

たくついてまわるのも事実といえよう︒したがって︑悪に由

や楽園にいられなくなったこの世のあらゆる存在者に避けが

ことはできないからである︒同時に︑悪に因る苦悩が︑もは

ようになっていったのである︒

神から離反した︑といえよう︒ルチファーが神の内的世界に

ベーメは︑アダムの転落について︑﹁悪への誘惑﹂という視

創造されたにも拘らず神に造反した︑いわば絶対的な悪の体

では︑ベーメは悪からの救いについて何を語っているのだ

4．第二のアダムーーイエス・キリスト

によって救われることなく放置されている自然も救済を求め
顎
ているという

現︑具象化だとすると︑神の外の世界に創造され神だけでは
なく︑悪や自然からの影響も受けているアダムは︑自分にほ
どうすることもできない力に屈したことによって︑悪に手を
染めたといえる︒また︑両性具有の存在でなくなることと︑堕
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ろうか︒

間の力で自然にも救いがもたらされる︑とベーメは考えてい

る︒人間は善と悪︑愛と憎しみ︑光と闇の双方に対して開か

れた存在であり︑どちらに進むかば人間の自由な意志に委ね

最初の人間アダムが転落したあと︑人間と自然の救済のた
めに神から送られたのが︑神の子にして人の子であるイエス・

られているのである︒

言葉が人間となったのである︒そして︑神の言葉は再び神の

れ︑︵⁝︶聖なる人間の心情に敏感に感じられた︒まさにその

を試みた︒﹁悪がなければ︑あらゆる存在︑生命はない﹂と彼

在が確立していく神の運動全体の中に︑悪を位置づけること

はなく︑その積極的な意義を認め︑神の自己顕現によって︑存

ベーメは︑否定的な原理である悪が存在するとしただけで

5．結びにかえて

キリストである︒創世記に﹁女のすえが蛇の頭を踏み砕く﹂︵創
ごu︶とあるが︑ベーメによれば︑この女のすえとはイエスの
ことなのである︒﹁神が天国でアダムとエヴァに蛇を踏み砕く

智の乙女のうちに入って行った笥﹂︑﹁第二のアダムは人間に

は明確に主張した︒悪とは︑人間の理解の及ばない︑神の暗

者について語った言葉は︑生命の光の玉座において形づくら

なることによって魂を再び導き︑愛と義において天上の子と

闇に由来する圧倒的なエネルギーであり︑人間の実存に纏わ

る苦悩の源泉であるが︑悪を通じてこそ︑逆説的に人間は愛

して魂を神の言葉と結びつけた笥﹂という︒

第二のアダムであるイエス・キリストにならって︑神の意

る倣慢によって袖に反逆した意志なのであるから︑意志の方

る︒なぜなら︑ルチファーに体現された悪は︑己を頼みとす

一体になり︑イエスを倣ぷ︑再生した人間の内面に戻ってく

とされる︒アダムから離れ去ったソフィアも︑再びイエスと

の自由な決断で選び取ることによって︑救いはもたらされる

では認識できないことを認めている︒また︑人間本性のうち

ことばできない﹂と述べ肇︑人間のうちの悪の根拠は︑理性

我々の本性に属する根本性質についてと同様に︑原因を示す

まさしく最高の格率︵Ma已ヨ巾︶を腐敗させたのかについて︑

﹁悪は我々自身の行為であるにも拘らず︑なぜ我々の内で悪が

ところで︑カントほ﹃理性の限界内における宗教﹄の中で︑

の本質に接近し得るのである︒

向を再び神へ向けることによってのみ︑つまり謙虚さや柔和

に惑への性癖として︑深く普遍的に根づいている︑生得的な︑

志に逆らうエゴを捨てる自己否定を︑一人一人の人間が自ら

さと愛によって神の意志を受け入れることで始めて︑人間の

にも拘らず自らの行いによって招かれた悪は

﹁根源悪﹂と呼

救済は実現する︒そして︑神の意志を受け入れ︑再生した人
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たアダムを思い浮かべることは自然である︒カントは悪につ

ばれる顎この根源悪という概念から︑悪に誘惑されて転落し

との関連で詳細に考察していく試みが重要であると思われる︒

分裂の悲劇といったテーマヘの問題提起と捉え︑近代思想史

起源︑自由と必然︑人間の行為と悪︑神の意志と歴史︑性の
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