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自然法と正義一トマス説の再検討
稲

垣

良

典

トマスのI正義摘を， ふつう行なわれているように， 向然法ないし自然、権
の立場に属するものと解する ことは， どれほどその理解を助けるものであ
ろうか。 たしかにかれは正義の対象たる正(jus )は， 最終的には事物の本
性にもとづく(e x ipsa natura rei ) と考えており， また実定法の正 ・ 不正
の基準は(j然、訟であるとこ主張した。 しかし， 上の解釈は トマスの正義論の
一面をてらしだすにととまり， しかも「白然法J I白然、権」という言葉に
よって， 個人主義へと定位された近代の臼然、法 ・ 自然権思想が思いうかべ
られるかぎり， ことがらの解明よりはむしろ紛糾をひきお こすほうが多い
であろう。
おそらく これと同様の ことが正義の概念と離れ難く結びついている法や
共通善の概念についてもいえると思う。

トマスが法は理性に属するもの

(ali quid rati onis )と語っていると ころから， かれの法思想は主知主義とし
て特徴づけられるのがふつうであるが， こ こで理性(rati o )という言葉に
よって卜マスはいったいどのような ことを考えていたのであろうか。 この
論文では この点のJ写ー察に立入る ことはできないが，
深くmしんでいた トマスのごとき人物にとっては

J.

トノーは， 聖書に

rat io という言葉は

V
er bu m や).óyos からきり離されえないものであった こと， 法の観念は
}..óyosにおける rat lO と verbum の結びつきを考慮に入れる ことなしに
は十分な理解は不可能て、ある こと， など注目すべき指摘を行なっている。
共通善については，

トマス的理解においては， 共通的 ・ 普遍的なる こと

が善の本質(rati o boni ) Vこ属する ことを指摘しておきたい。 善そのもの
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とは普遍的なる善( b onu m universa le ) であり， また善はおのれをおしひ
ろめるものである (b onu m est diffusivu m sui ) o そして このような共通
的 ・ 普遍的なる善を対象とするところに， 人聞が人格的存在であることの
しるしが認められる。 したがって人聞が政治共同体の-0として公共の福
l
c ommunis ) の追求を責務づけられる ことは， かれが人格的存
祉(uti itas
在として共通的 ・ 普遍的なる善
体を趨越する善である

それは同時に人格的であり， 政治共同

の追求へとfl然本性的に秩序づけられている こ

ーー

とを子想し， また後者をはなれては理解できない。 人間の社会的活動の根
底にある， 普遍的善への自然本性的傾向 に目をむける ことなしには，

トマ

スの共通善思想、は理解できないと思'う。

L

正義の共同体性
まず， Iなんびとにたいしてもかれのものを帰せよiという要請が トマ

スの正義論においてどのように捉えられているのか， またかれのlE義理解
においてどのような位位をしめているのか， という問題を再検討するとこ
ろからはじめたい。 この要請をそのまま日然法の第一の提と解したり， あ
るいは， この要請は形式的な原I[I'であり， rかれのものー|が人聞の本性に
もとついて確定される ことによって， この原則は実質的内科を与えられ
る， といったふうに説明する ことは， はたして卜マスの立場の解釈として
正しいであろうか。
たしかに トマスは「なんびとにたいしてもかれのものを帰する」 ことは
止義の同有行為である， とのべている( II

-

ll，

58，

11)， またかれは，

ローマ法の有名な正義の定義「正義とはなんびとにたいしてもかれのもの
を帰すると ころの， 恒常的で堅|司な意志である」は， I正しく珂解した場合
には適切な定義とみなしうると考えている。 かれn身が示している定義
は， 正義とは「それによって或る人がなんびとにたいしてもかれのもの
を， 堅固で恒常的な意志、をもって帰してゆくところの， ??何|である， と

!'I然訟と[1義一一ト マス説の再検討

いうものである(ll - ll，
り，

58，
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1)。 このような個所について見るかぎ

トマスは「なんびとにもかれのものを帰せよ」という正義の要請を，

かれの正義論の中心にすえているように思われる。
ところで， このl正義の要請については内符空虚な形式的原理である， と
の批判がある。 たとえば， ケルゼンは， この定式白身は各人のものとは何
であるかという決定的な問L、には答えていないので， 内容空虚な定式にす
ぎない， と批判する。 かれによると， この定式は各人のものがなんである
かが既存の社会秩序

実定法および実定道徳

によってすでに確定さ

一ー

れている場合にのみ適用可能であり， したがってまたいかなる社会秩序を
も正当化しうる定式である， とし、う。 これにたいして 自然、法論者は「各人
のもの」は究極的には人間の本性からして(ex ipsa natu ra hom inis ) 確
定されている， と答えるであろうが， これはケルゼンにたいする反論とし
ては有効なものではないの なぜ、なら， ケルゼンは具体的に「各人のもの」
を確定するのは実定法， 実定道徳であることを主張しつづけるであろう
し， そしてぞのことは正しいからである。
問題はケルゼンも自然法論者も当の定式を完結的なものとみなし，

I各

人のもの」を確定する基準を正義の外に求めているところにある。 し か
し， 当の定式についてはもうひとつの解釈の巧能性が残っているのであ
り， それによればこの定式は正義のー側面
あらわすものにすぎないのである。

それも末端的な

をいい

トマスはこの正義の定式を後者の意味

に解していたのではなかろうか。
トマスは「かれのもの」とは「なんびとにたいしても比例的均等性にし
たがって川せられるべきもの」であると説明している( II - II ， 58 ， 11)。
ところで「比例」の基準となるのは， 各人が 共同体のなかでしめる重要

1''1: (p rincipalitas，

condit io

ve l dig nit as

pe rso nae ) ( ll - rr，

61， 2 )

であり， したがって「かれのもの」の確定は共同体あるいはその福祉を考
慮にいれることによってのみ可能である。 ケルゼンは， 正義の定式におい
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て決定的な意味を持つ「かれのもの」は， 正義にもとづいてではなく， 既
存の社会秩序によって決定されるというが， それは 正義を{同人主義の立場
から捉えるという隠された前提があってはじめていえることであろう。 こ
れにたいしてトマスにおいては法をふくめた社会制度の形成が正義の主要
課題であると考えられているように思われるの かれにおいては正義はなに
よりも共同体的な視点から捉えられている， といえるであろう。
したがって， トマスの場合， 正義の基本的な要請は「なんびとにたいし
でもかれのものを帰せよ」ではなく，

I共通善を追求せよ」といいあらわ

すことができるのではなかろうか。 トマスによると， 共通善は法的正義
(j ustitia l egal is) の固有対象である(ll - ll， 58，

6)。 そこで， もしも

法的正義の概念が正義のもっとも全体的で具体的な珂解をあらわすもので
あるとすれば， その対象を実現すべきことを命ずる提を， 正義の基本的な
要請と解することができるのではなかろうか。
ここで，

Iなんびとにたいしてもかれのものを対せよ」の「なんびと」

(つまり他者) は， 個々の人間のみではなくj七[，司休をもふくむかぎりにお
いて( ll - ll， 58， 5 )， そこでいいあらわされている正義の要請は「共
通善を追求せよ」とし寸命令をもっつみこむごとき包括的なものである，
との反対論が予想される。 これにたいしては， 全体たる共同体に属するも
のは， 個々の人聞に属するものと同じような仕方で確定することはできな
いことを指摘しよう。 この二つの聞には前後関係があり， 共同体にたL、し
て帰すべきものがなんらかの仕方で確定されはじめて， {I.'，j々の人聞にたい
して帰すべきものを確定することが可能になる。 またこの前者は後者の場
合と同じような厳格さでもって確定することは不可能で、ある。 したがって
「なんびとにたいしでもかれのものを帰せよ」という定式における「なん
びとJは個々の人間としての他者であると見て， この定式にいう「かれの
ものJを確定するための， より基本的な正義の要請として「共通善を追求
せよ」という定式を考えてゆくほうがよいと思う。

1'1然#、とiI花

1，

-"ス説の再検討
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さらに「共通善を追求せよ」については， それがふつうわれわれがL、だ
いている正義の観念とはかけはなれているという理巾で， それを正義の基
本的要請とみなすことはできない， とし、う反対論が予想される。 これにた
いして，

Iなんびとにたいしてもかれのものを帰せよ」は， 一見きわめて

厳格であり， またわれわれがふつうにいだいている正義の観念とよく一致
するように思われるであろう。 しかし，

じつは後者が提示する正義の観念

は「われわれにとってJ(q uo ad nos)あきらかなものではあるが， 検討
を重ねると種々の暖昧さをふくむものであり， それ自体においては( in
se)あきらかなものではなく， とうてい正義理論全体を支える礎石として
はその重さにたえきれるものではない。 これにたいして「共通善を追求せ
よ」は一見暖昧な要請であり， またわれわれの通常の正義観念とは縁遠い
ようであるが，

じつはその根拠として要求されるものであり， それ 自体に

おいてあきらかなl正義観念を提示する。 したがって， この要請にふくまれ
ている洞察を展開してゆくことによって， 正 義E埠早
になる， と考えられるのてで、ある。
正 義のもっとも基本的な要請が「共通善を追求せよjとし寸定式て、し山、
あらわされているとした場合， 第一に問題なのは共通善の概念である。 こ
の点については，

トマスの共通善概念は個人的利害にたいする全体の福祉

あるいは効益( utili tas)の優先， につきるものではないことを指摘する必
要がある。 たしかに卜マスは「すべての部分が有する主要な傾向は全体の
益( util itas totius)になるような共同の働きにむかい

市民たちは共通

善のためにrl分の所有物や， 時によっては一身にたいする損失をも忍ぶ」
(ll

-

ll，

26，

3)とのべており， 社会の部分たる個々の人間に固有の善

にたいする， 社会全体の善としての共通善の優越が肯定されている。 しか
しながら，

トマスは社会の部分たる例々の人聞を， 最終的には政治的共同

体との関係においてではなく， むしろ 神との直接な結びつきにおいて捉え
ていることを見続しではならないであろう。

I人間はその全体， およびか
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れの所有するものすべてにしたがって政治的共同体に秩序づけられている
のではなL、。 …・・そうではなくて， 人聞はかれがあるところのもの， あり
うるところのもの， 持てるものすべてにしたがって， 1'111に秩序づけられる
べきである。 J (1

-

n，

21， 4，

ad 3) このように捉えられた人聞が

追求することを命じられている共通善は， 例人的利害を脳えでるところの
全体的あるいは社会的効益たるにとどまらず， 政治的共同体そのものを超
え出るとし寸意味で超越的性格を有するものと解されている。 つぎにこの
点について考察しよう。
さきにものべたように，

トマスにおいては共通的あるいは全体の効益，

福干止という意味での共通善は， つねに， 善そのものともいうべき者遍的な
る善( bonum uni versal e)との結びつきにおいて捉えられている。 ここで
トマスがI (法的) 正義の固有対象は共通善である」といっていること
と， I正義は普遍的なる善に達しうるところの知的な欲求(意志) にやど
るものであるJ ( n - n，

58，

5，

ad 2

cf 58，

こととの聞の結びつきに注目したい。 しかるに

4) といっている

ìヰj届的なる善とは或る伺

人， あるいは少数の人聞によって専有されるものではなく， むしろすべて
の人聞がそれに参与することが可能であるような善である。 したがって，
普遍的善たる共通善の追求においては個と全体との対立 ・ 緊張は原理的に
ありえず， むしろそこにおいては人間における共同体件Aと人格性とが一致
する。 けだし， 普遍的なる善とは人間の究極目的なる善にほかならず， 幸
福あるいは宅福とはそれをさしていう言葉である。 したがって共通善は共
通的なる幸福( felicitas comm unis)であり， (1

-

n，

90，

2) あるい

は端的に幸福そのものである。 なぜなら， そこで意味されているものが普
遍的なる善であるかぎり，

I共通的」はむしろ冗語といえるからである。

このことは「神は共通善である」という トマスの肯定においてはっきりと
示されている。
トマスにおける正一義用解の出発点は， 上にのベた意味での共通善である

11タ犬、U、とII'k

1，-，ス説の11i検討
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といえよう。 共通苦ーから什i発して「なんびとにたいしてもかれのものを帰
せよ」とし寸要請にゆきつく間において， かれの正義概念が形成されるの
である。 つぎにその点を見てゆこう。
第 ーに 共 通 善 を 対 象 と し て ， こ れ を欲求す る と こ ろ の 内 的 状態
( h a bitu s， dispositio)が トマスのいう法的正義である。 このよ うな内的状
態は共同体全構成するすべての人間のうちに形成されるべきものである
が， その在り方は社会的機能に応じて異なってくる。

トマスの表現にした

がうと， 法的I正義は「主配者においては主要的， いわば棟梁的なる仕方
で， 従属者においては第二次的， いわば奉仕者的なる仕方でj ( rr
58，

-

n，

6) 見出される。 さきにのベた「共通善を追求せよ」という正義の

基本的な要請は， まず共通善を志向する内的態度(法的正義) が形成され
ることによってはじめて， その実現が可能となるのである。
ところで共通善を外的な行為を通じて追求してゆくためには， 内的態度
としての法的正義を制度化することが必要になる。 法的正義の制度化と
は， 共通善を目的(fin is)とするところの実定法会( lex hum an itus posita)
の定立である。 実定法が直線に対象とするのは共通善そのものではなく，
共通的あるいは全体の効益である ( rr

-

rr，

63，

2 ;

63，

2，

ad

2)。 実定法は最終的に共通善が維持され ・実現されることを意図しつつ
その意味で共通善を目的としつつ

直接には伺別的 ・特殊的な利害

を調核して， 全体の効益を実現することを課題とする， といえるであろ
う。 ところでこのような実定法の定立はひとつの実践的技能(ars)を要求
するものであり， それがいわゆる配分的正義(ju stitia distri butiva) であ
る， と思う。

トマスの表現をかりると， 比例的均等性( aeq ual itas p ropo r

tionis)を実現することが配分的正義の課題で、あり， これは現実には法の
定立を通じて行なわれるのである。
しかるにひとたび実定法が定立されると， それによって各人に帰せられ
るべきlかれのものjが確定される。 このように確定された「かれのも
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の」を各人にたいして過不足なく帰すべきことを要求するのが交換正義
(j ustiti a comm utati va)である。 したがって「なんびとにたいしてもかれ
のものを帰せよ」とL 、う正義の要請は， 交換正義の要請をいいあらわすも
のにはかならない。 しかるに， ここで厳格に各人に帰すべしとされている
ものが真に「かれのもの」であるかどうかは， 実定法が配分l正義にしたが
って定立されたかどうかに依存する。 そして配分il二義が真に正義の名にあ
たL 、するか否かは， それが共通善を志向するところの法的正義に根ざすも
のであるかどうかに依存するのである。
こんにちでは， 正義はふつう公共の福祉や法的安定と対立する要求とし
て， 個人に内属する権利にもとづいて捉えられている。 \.、し、かえると， 正
義は全体の利益に名をかりて， 個人の権利が佼されるのをチェ ックする原
JI�_として考えられているように思われる。 これにたいして功利主義の正義
理局においては， 正義は個人的な利害に優先する全体的-社会的効益とし
て捉えられている。 このいずれにおいても

[ト義は共同体における例と全

体との要求を合理的に解決するための原JlI!ではありえず， 倒あるいは全体
の要求を強化するための手段になり下っているように思われる。
これにたいして，

トマスにおいては， 正義は共同体的て、ありつつ人格的

であるところの共通善の追求を通 じて実現されるものと考えられており，
したがって正義自体も共同体的であると同時に人格的であるという性格を
持つ。 いうまでもなく，

トマスは現実に共通善が追求されるにさいして，

共同体の要求と人格的要求との聞に深刻な緊張や相加が生ずることにたい
して盲目ではなかった。 かれが共同体的であると同時に人格的である共通
善をかれの正義理解の基礎にすえたのは， 人格性かあるいは共 同体性のい
ずれかを斥けたり， 二次的なものにすることによってこうした緊張や相旭
をあらか じめ川避するのでなく， かえってそれらに直1Mするためであっ
た， といえるのではなかろうか。

1'1扶叫、と11.&
n.

--

1
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jus naturaleとjus positivum
前 節で， なんびとにたいしても掃すべきことが命 じられている「かれの

もの」とは， 安定ì.tによって確定された実定的な正で、あるとの解釈をとっ
たのであるが， つぎに トマスが実定的正の根拠であるとしている白然的正
について見てゆくことにしたい。 まず正(jus)について，

トマスはそれは

正しいこと(justum)であり， 士、I 他的なiEしさ( rectum) であるという。
正しさとは烈性の基準に合致しているという意味での「正しさ」であり，
対 他的な正しさとは， 他者にたいする働きが理性にてらして他者に適合的
(comm ensuratum， adaeq uatum)であることを意味する。 この適合性はさ
しあたり一種の均等性( aeq ual itas)であるといえよう。 ここからして トマ
スはIEを「成る均等性とし寸仕方で他者に適合するところのなんらかの働
き」と定義する( n- n，

57，

2)。

ここでただちに， 一種の均等件一 あるいは適合性といわれるものの意味，
およひーそれはいかにして確認されるのかが問題となる。 たとえば仕事をし
てもらった人にたいする正とは， 適正な報酬(m erces de bita)を支梯うと
いう働きであり， それによってかれとの聞の均等性がいl復される(日
n， 57，

1)。 では「適正な」つまり仕事をしてくれた人にたいして「適

合的な」報酬はとのようにして決定されるか。

トマスはこれにたいして，

適合性は或る場合には「事物の本性」により， 他の場合には I(人間の)
同意」 に よ る こ と を指摘す る ， そ し て か れ は前 者 を什然 的 正( jus
n aturale)
， 後者を実定的正(jus positivum)と呼んでいる( n - n，

57，

2)。
自然、的正は「事物の本性Jにもとづくといわれるのであるが， 現実には
或ることが「事物の本件jにもとづくことはいかにして確認されるのであ
ろうか。

トマスはn然、 的正の例として， vJZる人が他者に与えたと同 じだけ

受けとる場合をあげている。 たとえばよ 4キロを用立てて， あとで麦一キ
ロ返してもらう場合を考えることができょう。 この場合， 友一キロの返却

2自

が相手にたいして適合的であり， したヵ、って，Fであることについて， 二人
の聞の合意が必要であるとは考えられない。 その意味でそれは n然的正で
あるといえるであろう。 だがこの場合， 事物の本何:とはなにを指すもので
あり， またいかにして認識されるのであろうかの この問題をはっきりさせ
るために， 金を貸す場合をJラえてみよう 。

トマスによると， 金のl唯一の用

途はそれを消費すること(co nsumptio)であり，

十地のように生産的な用

途は考えられなかったので， 貸したと同 じ金額を受けとることが， つまり
利子をいっさい任定することが， I事物の本性」にもとついて適合的であ
り， iEであるとされた(II一日 ，

78，

1) しかし， こんにちではこのよ

うな トマスの考えはそのまま受けいれられない。 そのJ4'111は[事物の本
性jが変化したということに求めざるをえないであろうの それではこのよ
うな事物の本性の変化はどのようにして起り， またF211[虫されるのであろう
台、。
わたくしは， ここでいわれる事物の本性は共通普との関係において成立
するものであり， また認識される， というのが卜 rスの立場ーであると思
う。 したがって事物の本性にもとづくところの n然的J)ーも， それ n体にお
いて日明的に認識されるのではなく， あくまで共通善を志向 する実定的正
を通 じて， それの根拠として認識される， というべきであろう。 この点を
財の私有をめぐる トマスの考えをふりかえることによってあきらかにして
λ<tこL、。
トマスはまず「外的事物を所有することは人間にとって n然、であるかJ
と問い， 外的事物が内的に， つまりその(J然本性(natur a) に即して考察
される場合と， 外的に， つまりその使用(usus)に即して考察される場合
とを[又別する(ll - ll，

66，

1)。 この前者についていえば， 外的事物は

創造者たる神にのみ従属するものであり， したがって事物を絶対的な意味
で所有しうるのは神のみである。 これにたいして人聞は， 事物をいわば神
から委，i{されたものとして， 委，ftの目的にかなうかぎりにおいて使用しう

i'I然1J、と 11 .& - - - - 1， -..' 7， I丸町再検討

29

るのであり， その意味においてのみ事物を所有しうる( n- n，

66，

1，

ad 1 - 2 )。 いいかえると， 事物を主要的に(principal iter)所有するのは
神であって， 人間は事物を第二次的に， 定められた目的のために使用しう
るかぎりにおいてのみ所有しうる。 この目的というのは， すべての人間の
生命をJLえるという共通的もしくは全体の効益である。
したがって，

トマスによると人聞は使用という面に関するかぎり， 外的

事物に対して 1'1然的な所有権(dom inium natural e rerum)を有するので
あり， その意味で外的事物を所有することは白然的正であるといえるので
あるが， それはあくまで事物が共通的な効益のために使用されるかぎりに
おいてである。 いいかえると，

トマスにおいてはn然的正としてのいわゆ

る所有権は， あくまで共通的 ・ 全体的な効益と結びついた共同的性格のも
のであって， かれが財の私有についてのべているところは， すべてこの観
点から解釈しなければならないであろう。
トマスによると財の私有は人間f里性の考案にかかる制度であり， そのめ
さすところは外的事物の所有 a般の目的， つまり共通的な効益の実現とい
うことでなければならない。 ここで トマスは人聞が財を所有する能力につ
いて二つの段階をl)(jJIJする。 第ーは， いわば現実の使用に先立つ予備的段
階であり， 管fヰ1能)) (potestas proc urandi et dispensandi) と呼ばれる。
これは財の使用を最人ーの効益あるものにするための準備とみなすべきであ
って， このlfiîに関しては人が財をi'Jらに固有のものとして所有することは
l正当であり， しかも人間生活のために必須て、ある， という。 ところで人間
による財の端的な所有とはそれの使用にほかならず， この点に関しては人
は財を 11らに固有のものとしてではなく， 共同のものとして所有すべきで
あり， 他人がそれを必要とするときには進んで与える心構えがなければな
らない， というのが トマスの考えである。 その理111は， くりかえしのべた
ように， 外的事物を所有することの目的は， 人間生活の共通的な効益を実
現することにはかならない， ということである。 したがって，

トマスは財

30

の私有を個人に内属する不可奪の権利として， 共通善あるいは共通的な効
益とは無関係に 自然的正て、あるとしているのではない。 その意味でかれの
立場は近代の白然権思想とはいちぢるしくへだたっているように思われ
る。 他方， かれは財の私有を排除する意味での財の共有をt'1然的正として
いるのでもない。 財の所有に関する白然、的正とは， 共有あるいは私有とき
めてしまうことは不可能であり， ただ財はすべての人の共通的な効益のた
めに使用すべきであるということ， その意味での財の所有が 1I然的iEなの
である。 このことをあきらかに示しているのは， たとえ制度上財の弘有が
認められていても， なんびとでも内分の生活に必要なもの以上に所有して
いる者は， それを窮乏している者に与えることは1I然的Wìこ属する， とい
う トマスの言葉である は- rr，

66，

7)。

このような トマスの考え方を， かれが具体的に財の|ベ分や帰属 (div isi o
et appr opriati o reru m)を定める実定法についてのべているところにてら
して， さらにあきらかにしておこう。

トマスがとりあげている例でいう

と， 旧約聖書の律法(レビ記25 ・ 28) に， 人が困窮して士地を売った場
合， たとえ買いもどすことができなくともョベノレの年(第五十年目) には
もとの所有者の手にもどるという 規定がある( 1

-

rr，

105，

2，

ad

3)。 また城壁に囲まれた町の住宅をを売った場合， 買い主は永代にその
所有主となることができるが( 25 ・ 30)， 城壁のない村の家はヨベルの
年にはもとの所有主の手にもどる( 25 ・ 31) と定められている。

トマス

は， このような所有の規制 (regul ati o p ossessi on u m)は， 国あるいは民族
の福祉のために益するところが大きいとして， これを是認している。 U1fの
住宅に関する規定も， 村の家に関する規定も， その共通の根拠は広が少数
者によって独占されることを阻止するということである。 しかるにこれら
三種の住宅に関して異なった規定が設けられたのは，

トマスによると， 土

地と結びつかない町の作宅は無際限に増加できるので少数者による独占の
おそれはないが， 村の家は土地の耕作， 竹.fI�と結びついているためにその

11然μ、とII'.JQ
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数は有限であり， 少数者によって独占されるおそれがある， とし、う事情に
よる。 しかし， こうした実定法による所有の規制が正当化されるのは， つ
ねにそれが共同体の福祉に益すると ころがある限りにおいてである。
したがって， トマスにしたがえは， 財の種類に応じてその私有を大幅に
認める場合も， あるいは私有を厳しく制限する場合も， その根拠はつねに
共通的な効益を最大限に実現する， という ことにほかならず， それが向然
的正にほかならなし、。 し山、かえると， 財の所有を規制する実定法にとって
の基準たるf'i然的正は， 共同体的な視点から捉えられている ことがあきら
かである。
これまでの考察にてらして， 自然的正と実定的正との関係について一般
的な結諭をひきだしてお こう。

トマスは実定法によって実定的正

的に各人に帰すべき「かれのもの」

具体

を確定する場合， それは自然的正

に反するものであってはならないとのベ， もし自然的正に反するならばそ
のような法は不正であり， 拘束力を有しない， という(II - II ，
2 ; 60， 5 ，

57，

ad 1)。 と ころでトマスは同時に， 法はつねに共通善を

目的として定立しなければならない， と主張する(1 - II， 90，

2)。 そ

こで， かれは， 共通善を目的として法を定立する ことが， そのまま白然的
lEに)えしない仕方で実定的正を確定する ことにつながると考えているよう
に思われる。 じっさいに トマスは， いかなる立法者の場合も， その意図は
第ーかつ主要的には共通善へとむかい， 第二に(それによって共通善が維
持されるところの) [正義ならひJこ徳の秩序へとむかう， とのべている( 1
-

II，

100，

8)。 こ こで「正義の秩序」といろれているのは， 実定法に

よる実定的正の確定をさすものと考えられるであろう。 そして実定的な正
の確定は， 直接には共通的な効益の観点から特殊的な利害の調整をはかつ
てゆく， という仕方で行なわれるであろう。 しかもそのさい向然的正に反
してはならない ことが条件とされるわけて、ある。
このように見てくると， 共通的な効益にたいする実定的正の関係と.

l2

(必魅的な) 共通善にたL 、するlï然的正の関係との聞に対応、を認めること
ができると思われる。 つまり， 白然的lHi共通善を予想し， それへの秩序
っけにおいて成立する， と考えられる。 ところで トマスによると， 人聞は
共通善にたいするt'l然本性的な傾向を有するのであるから， i'I然的iEにつ
いても一般的かっ漠然、とした仕方でJ忠誠しているといえる。 しかし， 具体
的 ・ 個別的な場合においてれ然、的正を認識することはなんびとにもi可能な
わけて、はなし、。 そのためには共通善への明確な秩序づけが必要であるが，
われわれは或る具体的な共通的効益において， その恨拠としてのみ， 共 通
善へと秩序つけられることが可能で‘ある。 そのためには， IÏ然、本性的な傾
向ではたりず， さきにのベた内的態度あるいは宵性としてのw的l正義が必
要とされるわけで、ある。
したがってトマスにおける自然、的JEは， 近代のIÏ然権思組、におけるよう
に， 個人に不可奪的に内属する「権利」あるいはむしろ「能力lとして，
11明的に認識されるものではない。 それはあくまで， 特殊的利害の調整と
しての共通的な効益を超えて， そこにおいてわれわれが人格的完成を見出
しうるごとき共通善を追求してゆくことを前提として， それへの秩序づけ
において捉えられるものである。 そして， 共通善へのこのような内然的JF.
の秩序づけをあきらかにするのが臼然法の概念であると考えられる。 そこ
でつぎに自然法的正と自然、法との関係をめぐる トマスの議論をふりかえる
ことにしょう。

皿

自然的正と自然法
これまでの考察によって， トマスにおいて正義の概念は共通善の概念を

予想するものであり， 後者への秩序づけにおいてはじめて成立するもので
あることが或る程度あきらかにされたと思う。 ところで，

トマスにおける

共通善と正義との結びつきは， 1':1然t去を媒介とすることによってよりよく
舟!解されると思われるので， つぎにこの点について考察しょう。

11然仏三 illi.

--

- 1，-7λ説の内検H

l:l

まず 1'1然訟とJf誌との関係にふれているつぎのテキス卜から出発しt
r
j

。
Iì.t'工l正義の要素を有するかぎりにおいて法たるの効力(virtus leg is)

を有するハ しかるに人間的な ことがらにおいては， 或ることは理性の規則
(regula ration is)にてらしてl正当であるときに正しい(j ustu m)といわれ
る。 と ころでflHM:の第一の規WHi(前述のごとく)自然、話、である。 したが
って， すべての人間によって定立された法は， 内然法から導きだされたも
のであるかぎりにおいて法たるの資質( ratio legis)を有 する。 J
ll， 95，

(1

2)。

このテキス トにおいて，

ト 才スはまず， ì去を法たらしめる正義とは法に

おけるIIIげ1:的要素であると規定Lた上で， この照性的要素をそのtt�ìL'fi、たる
t'l然、iよーまでさカミのぼらせることによって， 正義がt'J然、法から導き7こされる
ものである ことを示している。 しかしながら， この箇所では， fl然、法から
或る ことが導きだされる仕方として結論(pe r modu m co nc lusio nis) と特
殊的規定ないし適用(pe r modu m dete r minatio nis)とが区別されてはいる
が， これらの場合に， 1'1然必と具体的正義とがどのように結びつくかは十
分に解明されていないの
この点はもうひとつのテキス卜において説明が与えられているように思
われる( 1

日， 96， 4)。 それによると， 法のlEしさはその目的， 立i1、

者， およびi去を法たらしめる形相という三つの観点から判断されるのであ
るが， この形相に関して「法のドにある者にたいして， 共 通善を考慮し つ
つ比例的均等性(ae qualitas p ropo rtionis)にしたがって負担が課せられる
場合J i1、 はJI.しい， といわれている。 そして， 法が正しいものであれば，
それはその似であるところの永遠法にもとづいていて， 人の良心を拘束す
る}Jがある， といわれるの ところで， 法がJfしいかぎりにおいて永遠法を
M!とする， ということは， jLAの源泉は永遠法て、あり， 1I然t.tだというこ
主である{

:14

ところが， トマスによると正義とれ然、法との関係については 二つの場合
をい;別しなければばならない。 ひとつはn然法によって命じられているの
が人間的善( b onu m hu manu m)である場合であり， 他は伊1I的善( bo num
divinu m)である場合である。 人間的善とは， これまで用いてきた表現に
したがうと共通的な効益であり， 負.J'fl.の比例均等性という意味でのl正義
は， じつはこれとの関係において捉えられている。 負担の均等な配分を無
視するような法は不正であり， 白然、法にlえする。 しかし， このような法へ
の不服従がかえって共通的な効益を害うことがあきらかである場合には，
不正であってもその法に従わなければならない， とトマスはし、う 。 これは
円然法に反するような法にも従わなければならないということではなく，
共通的な効益， つまり人間的善と自然、法との結びつきは直終的なものでは
なく， そこには一義的な明確さはない， という意味に解すべきであろう。
ところで， 法が神的善に反するとの意味で不I十ーであるといわれる場合に
は

たとえば偶像礼拝を命ずる法一市民はいっさいそれに従ってはな

ーー

らない， というのがトマスの立場てあ
、 る。 \，、し、かえると， ìl、 が神的善に反
するという意味で11然、法と対立する場合には， 人は n然法にもとついて明
確にその不正な法にたいする不服従を義務づけられるわけである。 ここで
1'111的善といわれているものは， さきにのベた超越的な意味での共通善であ
ると考えることができょう。 そうすると， 1'1然、法と共通善との結びつきは
直銭的であり， 一義的な明確さを持つ， といえるであろう。
このように見てくると， 法のrEしさ

正義

は， 究極的にはfi然拡ー

にもとづくものでありながら， そこに二 つの意味を|ベ別しなければならな
い ことがあきらかである。 その[メ;別は， ひとつは実定的IEを， 他は1'1然的
iEを対象とする， ということによって説明されよう。 トマスは， 実定法は
'k�心的正をふくむとともに実定的正を成立せしめるのであるが， I'f然的IE
については， それをふくむとはいえ， それを成立させるのではない， とい
勺

(11

11，

60，

引っ n然的正を成立させるのは，t'ALtJ、ではなく， 1'1然

1'1然目、と，1，1主
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位、である， といわなければならないであろう。 そして， 自然法は(超越的
な) 共通善への秩序づけにおいて， I'i然、的Ifを成立させる， というべきで
あろう。
ところで， 自然、法が(超脳的な) 共通善への秩序づけにおいて白然的正
を成立させる， とはどのようなことであろうか。 さきにのべたように起腿
的な共通善とは， I'Htl的 ・ 人格的な存在としての人聞が欲求する普遍的な
る善にほかならないのであるから， ここでいう自然、正は人聞が人格的存在
として尊t主されることを指すものと考えられる。 L、L、かえると， 共通的な
効益(人間的善) の追求は， あくまで人聞が人格的存在たることと矛盾し
ないような仕方で、行なわなければならない， ということである。

トマスが

正義を人間的善なる共通的効益との関係においてのみではなく， 神的善な
る共通善との関係において考えたことの意味はここにあったと思われる。
これまで、のべたところから， n然法とn然、的正との関係について一般的
な結11Î命を下すことができるであろう。

トマスが「すべての人聞によって定

立された法はn然、ì.tカミら導きIHされたものであるかぎりにおいて法たるの
資質を有する」とL寸場合の自然、法は， 個人倫理的な意味に解された[善
はなすべく， 忠は避けるべしjでもなければ「なんびとにたいしでもかれ
のものを与えよJ r契約は遵守さるべしJなどの提てではない。 それはむ
しろ「共通善を追求せよlとし寸要請の意味に解すべきであろう。 そして
自然的正とは超越的な共通善への秩序づけにおいて成立するものと考えら
れる。
このように卜マスにおいては， (実定) 法を通じて実現されるべき正義
は， 共通的な効益を超えて， 共通善へと秩序づけられているのであり， そ
のことが「正義の源泉はt'j然法である」ということの意味であった。 向然
的正に反する実定的正は「正」ではない， ということの意味もそれと同様
に解釈することができょう。 ところがトマスにおいては， 正義の源泉とし
てのn然、法一あるこは共通汚についての認，;ì'iXは， (安定) l去を通じて実現さ

%

れるべき(人間的)正義の不完全さについての深刻な意識を生みだした。
このことは トマスの正義論を考察する場合に見落すことはできないであろ
う。 かれにおいて 自然法はたんに実定法や人間正義を基礎づけ， 正当化す
るものではなく， それらにたいする絶えざる批判を意味していた。 この点
についてつぎに簡単にのべよう。

N.

人間的正義の限界
トマスは人聞が自らの力によって実現しうる正義の限界を深く 自覚して

いた。 人間的1F.義は， 神的正義と比較するときにはほとんど無にひとし
く， 不正といえるほ どである， とかれはいう。
Sancti Job，

2 5， 1; In Psalmos Davidis Exρositio，

(Expositio in Librum
25 1; 42， 1 )そ の 理

的は， 人間的正義にとっての直接の基準たる実定法(l ex hum ana )
れによって実定的正が確定される

そ

は， あらゆる個別的事例を考慮する

一ー

ことはできず， 大多数の場合に起るところのことがらを一般的に考慮でき
るにとどまる， ということである( 1

-

n， 96， 6)。 このため， じっさ

いには不正であっても実定法に反しないこと， 逆に， 正義を実現するため
には法(の字句) から外れなければならないこともある。 このように， 実
定法によって実現される正義は， きわめて厳格なように見えながら， じっ
さいにはきわめて多義的であり， 不明確であるといえる。 これにたいし
て， 神の英知のうちに見出されるかぎりでの神法は， すべての個別的な事
例におよぶものなので， 神法に反することなしには不正をなすことは不可
能である。
人間的正義の不完全性は， 正義における理性的要素と意志的要素の区別
においても認められる。 すなわち， 正義はそれを規制する法に関するかぎ
り， 理件ーもしくは知性に属するものであり， その法にしたがL、つつ行為を
規制してゆくところの命令に関しては意志に属するものとされる。 ( 1 ，
21，

2，

日b

1)。 ところで， 人間の場合にはr nらの意志の傾くまま

1'1'人d、と 11持

1，

-< ス説の山検，:，1

:\7

にすべてを為す」ならばIi義を実現できtr.いことはあきらかである( ] ，
21，

1)。 むしろ， 人間がl正義を実現するのは法にしたがって行為する場

合である。 これにたいして， 何lの意志は， その英知の瑚念にふくまれてい
るもの(最尚善)以外のものへと傾かしめられることはありえないので，
f'llの意志はつねに11:しいとされる( ]，

21，

ad 2)。 例Iの英知にふく

まれてし、るJll i念は， いわばl正義の11、であり， tljlの意志は正義のi去にしたが
って万事を意志するのである。 人間の場合には， かれの意志のうちに， そ
れがつねに法にLたがって意志するような内的状態をかたちづくることが
必要であり， これがI正義の徳てあ
、 るυ いいかえると， 人間の怠志のすべて
の働きが訟によって惨透されるにいたること， それが1 1義実現への道であ
る。 そLて， 人間の意志はìJ、による惨透にたL、してはL、まだ11[能性の状態
にあり， その現実化は困難であること， そこに人間的TE義の不完全さが認
められるのである。
ところで， 訟による人間の意志の惨透というとき， その法は[i'l:i&には実
定法ーであり， それはlï然、法へと連続しているの そこでつぎに人間的正義の
源泉たるn然、法に円をむけよう。 ききにのべたように， n然法は「共通善
を追求せよ」と命ずるが， 人間は共通苔に到注すべき本性的な能力もしく
はn[能性を有Lてはいるが， 現存:の生においては， 特殊的な善において共
通言ーを追求しうるのみで， 共通善そのものに生Ij注することはできない。 し
たがってれの要請も， 共通持そのものを実現せよという実体的な意味にで
はなく， むしろ共通善， 人格的疫が保持され， 傷つけられないような仕方
で特殊的な普(共通的な効読) を定刻せょとし寸手続き的な意味に解され
るであろう。 いいかえると， 1正義の実現をめざす人間の0/;力は， ü-:義その
ものをいま， ここで'だ現するというよりは， 1Li'主実現のための条件をつく
りだすことをJ:.要課題としているように思われる。
このような人間的l正義の不完全さの1']覚は， しかしながらトマスの場
合， 11よ主主ヒイ、合J�I'なもの， 恋意的なものとして市定もLくは軽視する方向

:lH

をとりはしなかった。 むしろ， かれにおいては， 神的Ih実との比較を通じ
て人間的正義の限界を什覚したことが， かえって人間的l正義の機能ならび
に本質に関して明確な認識に達することを助けたように思われる。 これに
よって トマスは， 人間的正義をもって人間の共同体性の最終的表現である
とする考えにおちいらず(cf，

1 -IlI， 1 0 5， ad

1)
， むしろ共同体的作在

たる人聞がt'!己の完成を追求してゆくさいのひとつの段階として正義を捉
えることができた。 このことによってかれは正義に関するさまざまの幻想
を避けることができたと考えられる。
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