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倫理学について

ーーその中世哲学に於ける特色一一

今 道 友 信

超性的内面化

倫理を重 んずる人々は， 古来， 伝統的慣習を遵守する人々である場合が

多いので， ややともすると， 倫理学は保守的な学問と考 へ ら れ 勝ちであ

る。 それゆゑにまた， 倫理学の歴史は， 常に基本的な道徳観念の継承維持

の歴史， 安定した伝承的行為典型の反復の歴史と思はれることが多い。 し

かし， それは誤解である。 倫理学の歴史， それは革新の歴史なのである。

特に， 我々中世哲学を研究する者にとって， 聖書の記録は無視しえないも

のであるが， 聖書は倫理学に関しでも， ひとつの革命的な運動を内包する

書物であることを忘れてはならない。 例へば， 律法を致つのではなく完成

するために来た， と自らの使命をイエズスは語るが， 彼は律法の中に含ま

れた古代部族倫理としての復警の倫理を否定し， 許しと和解の倫理を提示

するのである。 これはただの一例に過ぎないが見逃しではならない革新で

ある。

このことは， 私が屡々力説して来たところ で あ り， こ の『中世思想研

究」に於いても， その一例として， ニッ サのグレ ーゴリオス研究に関して

ゐ卯ééα (勇気〉の意味塑性の現 象を介 して， 倫理的徳の内面化の問題を

論じたこともあったし， また， 手稿本研究の一環として Hervet iusN at alis 

の解読を介して p aup ert as( 清貧〉の問題を論じたこともあった。 今回の
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講演は， それら一連の中世倫理学の研究の大きな展望の試みである。

倫理学の主要課題のひとつである道徳を表はす語 virt us自体が， すでに

して， vi r ( 男〉 たること， 男らしさのことであり， それは， 古代社会の集

落の勢力を維持し発展する た め に 必要であった戦闘の為の暴力的エネル

ギーが賞讃されたがゆゑに， 戦士たりうる vir( 男) の男らしさが徳として

尊ばれたからであった。 やがて， virt usは脱=男性的力量として女性にま

で拡張せられ， 超性的な徳としての道徳一般になってゆくのは， 野蛮の時

代から文明 (都市化〉の時代に歴史が歩むとともに， 徳の内面化が進み，

それによって生起した革新の事例と見なくてはならない。 類似のことはギ

リシア語のむか ( 男〉に基づく&}.)oPééα( 男らしさ， 勇気〉が女性にも

適用されてゆく傾向や， シナ語の勇についても見られるが， ここにその詳

細を一々述べることを省略する。

これらの例は， 徳が男性のみの述語であった時代から， 女性にも適用せ

られるやうになった超性的内面化の革新が， 倫理の歴史の中で古典古代以

前に効果的に生起したことを意味する。

価値転換

しかし， 徳に関するかかる倫理的革新は， 何も性別に関する差別の解消

の問題とは限らない。 善悪に関する完全な価値転倒が行はれた事実があっ

たことも， ひとつの歴史的所与として銘記しなくてはならない。 それは何

か。 それは， ほかでもない， &pé吋のことである。 誰しも， このàpé吋

こそは， 倫理学の祖と言われて然るべきソークラテースの求めてゐた道徳

的徳自のことではないか， と言ふであらう。 その通りな の で あ る。 しか

し， その答へは通時的展観を欠いてゐはしないか。
たぢから

ホメーロスに見る限り， このàPéτザとは手腕であり， 子力であり， 海

賊の略奪行為の成功するための力でさへあった。 そのやうな戦闘のみが自

己の属する団体や社会を守る術として立てられてゐた時代には， そのやう
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な略奪行為こそが， 戦かひの場では， ひとつの公正な徳と認められること

は， 思へば， 当然のことである。 略奪によって自己の自然的生命を支へる

ための力を&ρε吋と言ったことから， 修養によって自己の精神的生命を

支へるための力をàPé切と言lまうとしたとき， àpéτやは本当に徳、となっ

たのである。

人を斬ること， それは当然， 今日の考へから見ると悪 事 で あ る。 しか

し， 武士道が盛んであったとき， 責めを負うて切腹 を す る 人の介錯とし

て， 切腹する人が自ら万を腹に立てたあと， その人の首を斬り落とすこと

は， 武士の友情のつとめであった。 この形式の自殺とその暫助とを否定す

るならば， 武士道が支へたあの， 責めを他に帰せず， 従容として死を択ぶ

立派な道徳体系は崩れるのである。 仇討ちも， また， 人を殺めることでは

あるが， 特別な関係に於いては， これを是認する考への表はれであらう。

これらのことが認められなくなったのは， 人命を尊重することが優先する

やうになった明治維新に於ける反封建的な倫理的革新が生起したからであ

る。 このやうにして， 略奪が肯定的徳であったのに否定せられ， そして略

奪のエ ネルギーを意味してゐた力 (アレ テー〉が略奪を抑制する精神的徳

に意味変換を受けたり， 或る形式で人を殺すことが是認されてゐたのが否

認されるやうになるといふやうに， 徳の価値変換を来たす革新があること

に注意しなくてはならない。

このやうに， 倫理の歴史は革新の歴史をもってゐるといふ共通認識の上

に立って， 西洋中世が倫理といふ課題について何を示すかを考へてゆきた

いと思ふ。

キリスト教の新徳自の発明について

最初に知っておかなくてはならないこと， それは， 西洋中世思想、の基本

線を形成するキリスト教が， 倫理の主要問題たる徳目に関して， 大変革を

もたらしたといふ事実， 及びこの大変革が同時に新しい徳自の 発明 ( i n・
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venti o)になってゐるといふ事実である。 イエズス・ キリストが教へたと

ころは宗教のことである。 しかし， それが， パウロによって体系化せられ

るに及んで， 幾つかの実践目標として具体化してゆく道程の中で， 従来の

倫理学の体系の中では見出されなかった徳目を設立するといふ， 倫理学上

の大革新を果たして行った。 それには大きく分けて二つの種別がある。 先

づ， この節ではそのひとつを扱ふことにしよう。

そのカテゴリーは古典古代の倫理学の徳目の中に全く見当 ら な い 徳目

の， 人間的水準に於ける新設という事件である。 人々は， 謙遜 の 徳 な ど

は， 当然， 少くとも古典時代以来から存立してゐた， と思ふであらうが，

例へば， その時代の倫理学の総括的体系と見られる 「ニコマコス倫理学」

に於いて， そのやうな徳、に当たるものを見つけることは で き な い。 むし

ろ， そこに於いては，これに対して逆の，反対の徳目とも見らるべき大風な

態度とさへも考へられさうな戸内Àoif;uχfα が寛容にして雄大な心として

称へられてゐる。 これに則って見直してみると， 例へば， ソークラテース

は， その法廷に於ける弁明に於いて， それに鑑み自らの果たした役割 りが

思想や教育の上にいかに重要であったかを述べ， 自らをπρuταlJEêov( 顧問

室) の食事の席に列なりうる者に価ひする， と堂々と宣言する の で あ る

が， これは自己評価に関していささかも過大な点はないにしても， 自らの

功績をか程も誇らかに主張し， その酬ゐを要求するところは， 謙虚といふ

点からみると， 果たして有徳の人にふさはしいか杏かを， 多少は疑ふこと

4まできょう。

これとは全く反対に， 自らへり下って小さき者と思ひ， その存立は他者

に仰ぐといふやうな心， それは古典ギリシアの世界では最も蔑まれた乞食

(πτωXÓ�)の「いやしいJ(m�gωÓ�) 心がまへ (仰0σúvマ)であった。 と

ころが， イエズスが教へたところは， 先づ自らの心を教養高きものにして

新しい教へを受ける必要のないものと誇ることを警め， 自らの罪を悔ゐ，

神の前には小さき貧しき者として， 教へを乞ふところの乞食の「つつまし
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い心がまへJ( ταπSWOIfJPOIJÚ岬 )こそが大切である， といふことであった。

この語そのものは， ギリシア語であるから， アラメア語で語った イエズス

の造語ではないが， その弟 子たちの聞で語られ初め， パウロの書簡 ， エ フ

ェゾ書( 4 ・2)には出て来る。 これは， それまでの西方 の世界が知らなかっ

たところの徳である。 それは， 飢ゑてゐる乞食が手を差し延ばして何であ

れ他人の与へるものを有難く受けとる思ひを像 ( imago) としたものであ

るから， 神の賜はる一切のことを如 何なるものであれ， 有難く拝領しよう

といふ宗教上の 私心なきへりくだりの態度である。 これが一般化せられ，

謙遜と言はるべき倫理の徳目となった。 ラテン訳では言ふまでもなく hu-

mil it asである。

対神徳の定立

エプェゾ書で， 新しい倫理徳としての タペイノプロシュネーのすぐ後に

書かれてゐるàrá切も， もともとは他人を招き他人に食物を惜しまず与

へる宴のことであるが， それから転じて， 求めるところのない神の愛と考

へられるに至り， そこから人聞の場合， それに応じる対神徳が生じなくて

はならない。 それこそが， 人間として神に対してもたなくてはならない三

つの対神徳としての信仰・希望・愛である。 これらはいづれも パウロに於

いて立てられた徳目であったが， 周知のやうに， アウグスティーヌスがそ

の著rEnchiridionJ に於いて「使徒信経」に依拠して三者の関係と意味と

を神学的に省察し， 中世に於ける t heol ogia moral isを含 むキリスト教学

の全体像を構成する手がかりとした。

ここに， すでに謙遜(ταπSWO仰0σωりの如 く人間同士の倫理的徳目に

もなりうるものと， 例へば救ひの希望の如 く神に対してしかもちえず， 従

って道徳神学の徳目としかなりえないものとの明瞭な対立が， たとひ充分

には意識されないままの形であれ， 初期キリスト教や教父時代に， もとも

とは同じ宗教上の徳に関して認められることは注目に価ひする。 これはー
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言で言へば， t heologia morali s と et hica との対立を秘めてゐる。

類似の問題を探せば， イエズスの教への中から立てられて来た p aup er 

t as (清貧〕の如 き徳目も， obedientia (従順〉とともに， 一般の人聞社会

に妥当しうる倫理的徳目と見なすことができるかと思ふが， 基本的には独

身を意味する貞潔( cast it as)に至つては， 教会を離れた社会では必ずしも

妥当しない徳目として， t heologia morali s の中の徳目にしかならないであ

らう。 それでは， それそも， 何故， 一般にスコラでは t heologiaet hica と

言はずに t heologia moralis と言ってゐたのか， といふ問ひを含みながら，

倫理とは何かを， 中世哲学の中で， 探求することにしてゆかう。 そのため

には， 先づet hica といふ元来はギリシア語吋�(}'Káに由来するラテン語

は何時頃から， どのやうな意味で使はれてゐるのか， 語の歴史を辿ること

から始めなくてはならない。

ethicaの用例

中世哲学の完成期には， トマス・アクイナスの Sententia Libri Ethico・

rum (�ニコマス倫理学註解J)を始め， その前後の多くの哲学者たちが同様

の試みを企ててゐたし， また， すでに十二世紀に訳出されたニコマコス倫

理学の部分訳 (二巻及び三巻のみ〉を et hica vet us と呼び， 十三世紀初

頭に第一巻の訳及びその他若干の訳が断片的に加はったものを et h ica n o ・

v a と 呼 ん でゐた。 そして， 周知のやうに， 十三世紀中棄にはロベルト ・

グロセテスト (Robert Grosseteste )のラテン語全訳は完成した上， その頃

にはヘルマヌス( Hermannus Alemannus)がアラピア語で書かれたアヴエ

ロエスの 「ニコマコス倫理学註解Jもラテン訳してゐて， その い づ れ も

ethica といふ語を当然ながら使ってゐた。

否， そのやうな註や訳の世界ばかり で は な い。 体系的な思索に於いて

も， すでに十二世紀にアベラールの影響下にあったラドゥルフス・アルデ

ンス (Radulp hus Ardens )のものと思はれるS peculumuniversale (r宇宙
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の鏡J) のヴァティカン写本( Vat . lat . 1175 f. 1 vb )には， さまざまの学

聞がいかなる欠如 を補正するものであるかを論じてゐるところで， I t heo・

rica n imirum medet ur ign oran t iae， et hica in iust it iae， logica in eloquen t iae， 

mechan ica mi seria巴 ( 確かに， 認識論は無知を， 倫理学は不正を， 論理学

は言語不全を， そして機械学は貧困を補正する)J と あ る の を 見ると，

et hica は t heorica， logica， mechan ica と並んで quat uor art es ( 四つの学)

を形成しており， 七科の学とは違 ふ形式で， 中世に於いて学問的市民権を

得て久しいかtこ 見えもしよう。 しかし， これらの事実は， 十二世紀頃から

識者にとっては et hica は知られてゐた， といふことを示すだけなのであ

って， 中世が最初から et hica なる語やまたその内容を有してゐたといふ

ことにはならない。 その前史を辿ってみよう。

ethica lingua in latinaの歴史

ラテン語では et hica といふ単語はいつ頃から使はれるのか。 女性名詞

形 et hica はすでにラク タンティウス(C aelius Lact an ti us F i rmian us 250 

-330) によって使はれてゐる(Institutiones Divinae 3. 13) が， この語

形はラテン語としては比較的新しく， このやうに， 古典末期に使はれては

ゐる例はあるものの， 決してその時代には一般化せられず， 後に， 中世以

降でしか弘くは使はれなかった 。結局のところ， この形に変化して行ったに

せよ，最初にこの形に類似したものとしては， 古典ラテン語に於いて et hice

といふ女性名詞が クインティリアーヌス ( Marcus F ab ius Quin t i lian us 

35←100) によって使はれてゐるCInstitutiones Oratoriae ][. 21. 3)。 こ

れは， 言ふまでもなく， ギリシア語のがl"�すなはち手Fos に由来し，

「抑osに聞はる J といふ形容詞の音訳ラテン語である。 詳しく言へば， こ

れは， アリストテレ ースの「分析論後書J1 .  33. には ザカFl吋Fgω'péα

とあるのに基づき， ギリシア語法の一般的風習に従い， 学科名は名詞が省

略されて言はれるため， すでにギリシア語でザ伊c吋 といふ言ひ方 がで
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きてゐたのをラテン語にそのまま音訳した， といふことである。 ただし，

アリストテレ ース自らは， ザ奇{)C，，�といふ語をその著作の中では用いて居

らず， 彼の倫理学書として伝へられてゐる三つの著書のうち最 も 有 名 な

「ニコマコ ス倫理学』も伊c同Nc"oμáXE:Cα と呼ばれてはゐ る が， この

守{)c"áは倫理的なるものτd伊c，，6)) の複数形のτà �{)c"á なのである。

この言語的事実が暗示するやうに， エートスの学として始まった西洋の倫

理学は， ひとつひとつのエートス的なるもの， すなはち個別的習俗として

の性格の集積として， 個人のものである， といふところに， ひとつの忘れ

てはならない特色をもってゐる。 それは， このやうなものとして， 家 の学

としての， 01，，0))0ρ吋， ポリスの学としてのπoÅcα吋につ ながら なくて

は， 人閣の行為全体を覆ふ学にはならないものであった。 この性格は， 語

が背負ひっつ暗示するところである。 そして， それはまさしく， 儒教の修

身斉家 治国と並ぶものであった。

それはそれとして， 古代末期に於けるラテン 的世界に於ける ethice は

いかなるものであったか。 「形成者としての神 Deusart ifex が言語を与へ

たのは， ただ人間に対してのみであるから， 言語に関する学問としての修

辞学( rhet orica)は自然学や数学よりも造かに高い位置を占めるJ (Insti

tvtiones Oratoriae XII. 2. 10)と確信したクインティリアーヌスは， この

やうな言語の学こそ， rect a h onest aque v it a の rat i o (理拠〉であらねば

ならぬと考へ， 都市を治めることを始め， 生活の向上を含めて実践的倫理

に関はることは orat or( 弁論家 〉の仕事と言ふのである。 彼は哲学者の仕

事を自然学と論理学とに限定し， 倫理学を弁論家 に適当な課 題 と す る。

Pars illa m oralis， quae dicit ur eth ices， certe t ot a  orat ori est acc om odat a. 

(道徳、の部門， すなはち倫理と言はれるところのもの， それらは確かにす

べて弁論家 に委ねられてゐる) (Ibid. XII. 2. 15)。 このやうにして， 修

辞学の機能が倫理的実践として現 象しなくてはならないと考へた。

このことは， 言ひ負かすこと乃至説明して納得させることが打ち殺すこ
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とよりも civit asの為になる， といふ civi li -sat io (都市化としての文明

化〉の論理を明らかに示したものであって， ここに virt us(勇気〉として

の eloquen t i a を理想とする et hica の萌芽が見られる。 そして， これこそ

が十二世紀ルネサンスが求めたところの古典古代の真の姿 なのである。

まさしく orat or とは orare する人なのであるが， 中世に於いては orare

は dicere よりも神に向かって祈る意味であった。 et hica は神に語る語り

方( rhet orica religiosa)を介して神に祈る人 (orat or a d deurn)としての

司祭の仕事とならなければならなかった。

しかし， et hica が中世的な意味での orat or に結びつくとき， それはい

かなる変貌をもたらしたか。

Ethicaの自己崩壊とtheologiamoralisの成立

中世の卓れた思想家 にとって， この修身としての個的エートスの学たる

et hica の目的は， 人間的な自己形成もさることながら， 結局は神に救はれ

るか否かといふ宗教上の救済の問題である。 それゆゑ， ここには， 本来，

斉家 も治国も問題にならないのを通り越して， 古典古代的な修身としての

et hica そのことすら問題ではない， と言ってよい。 アウグスティーヌスの

よく引かれる言葉， I汝の内に憩ふまでは常に不安である」と い ふ言葉で

もわかる通りに， 基本的には n on - agere の神秘的な安らぎとしての神と

の一致が理想となる。 それゆゑ， 行為としての善が自己目的な の で は な

く， 善そのものたる神の中に抱かれて安らふ自己委託的な救ひの幸福が目

的なのであり， 倫理的完成はそれに至りうるために， 神の恵みが降り来る

やうに神に嘉せられんがための営みに過ぎない。 このことは， 善への人間

の倫理的営みが主体的見地から人間に不可能であるといふ人間の主体的な

弱さを救はうといふばかりではない。 前にも触れたが， 律法の完全を期す

るといふイエズスの語が明 示するやうに， キリスト教は宗教としてこの世

の立派な倫理的規定を以て充分と思ふことはなく， 宗教の補完性に倹たな



10 

くてはならない， という倫理そのものの対象論的な， 客観的不充分性を主

張するものである。 それゆゑ， その名が何であらうと， 本来 et hi ca と呼

ばるべきものは， このやうに考へられた限りでのキリスト教の道徳的世界

の中では， 今のべられた二重の欠如 によって， その重要性を， 一般には，

主体的にも対象論的にも， 喪はざるをえなくなる。

この視点からみると， 上のやうな欠如をもっ et hica を補ふものとして

の oik on omi ca に当るものは， 実際は ordon ica とも言はるべきo rdo (修

道会〉の regula ではないかと考へられる。 Ben edict usの建立した大修道

院の規模は， 古代の犬家族制 を遥かに超える大きさでは あ っ た が， しか

し， 大修道院長 を父とするひとつの家族であり， それは向性のみの集団 で

はあったが， 相互 を兄弟と呼ぶひとつの家族であった。 これは個人的静修

に徹したところの荒 野の聖者の伝統， 言はぱ et hice の中に宗教を吸収す

る形で宗教に於ける集団 を忘却した修道生活に対する批判であるよりも，

形としては et hice の oik on omia への補完を考へた古典古代のキリスト教

化が意識されずに行はれてゐる， と見ることができる。

そして， 古典古代の politi k e に当るものが， それぞれの ordo をも包含

してゐる教会 ecclesia を治めるところの can on ica であった。

このやうな救ひのための修道院の意義が成立するにつれて， 修道者たち

の見地からすれば， 家 を治める oik on omia は ordon ica に較べれば当然二

義的な学問となり， また， ポリスは世界史から姿 を消して久しく， これに

代った国家 もその長 である国王が教皇に脆く以上は大した権威 をもつもの

ではなく， 従って can on ica に較べれば， polit ik e も二義的な 学 問 と な

る。 かうして， 古代の実践学は三っとも本来的な意味を喪って， これらに

代るものとして， ひとつの学なる t heologia moralis が 成 立 す る。 それ

は， 個人に於ける善の実現 を自擦とした et hi ce を基礎にして， それらの

集団 の善の実現 を目標とした oik on omia， polit ik e に展開するギリシア古典

時代の実践学ではなく， キリスト教による個人の救ひの実現 の見地から，
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それに有効な方法や集団 の形成を制度化しようとした新しい実践学の組織

化の成果なのであった。

二分法と三分法の逆転

Ethice が意味をもたないやうな世界が成立してゐた こ と， その中では

むしろ古典古代が崩れなくてはならないやうな世界が成立してゐて， そこ

に於ける行為の学として th巴ologia morali s が成立した。 それは， 人閣の

行為の問題に， 古代とは異なったところの大きな寄与を果たした。

それは罪の放しを説いた福音書に基づき， パウロを継承したアウグスティ

ーヌスの仕事である。 古典古代は行為の主体的な能力に つ い て は dicho

tomia を以て考へ， 客体的な価値としての徳の構造については trichotomia

を以て考へてゐる。 具体的に言ふと， アリストテレース はψp6lJT}σt� (善

なる実践理性〉に対して悪なる技知1T:alJouprEα を立て， これらは一人の

人聞に於いて対立的に内在する実践的能力であった。 そして， 徳は過剰と

不足の中間に位置すると同時に高さに於いて極点に立つといふので三角形

の頂点に置かれてゐる。

これに対し， 中世は能力について trichotomia を以て考へ， 徳について

dichot omia を 以 て考へる。 具体的に言ふと， アウグスティーヌスは 「告

白」で屡々述べてゐるように， 行為への能力として， 神の聾と悪魔の聾と

自己の意志といふ三者を立てる。 ここに個人的な行為の決断に宇宙的なひ

ろがりが意識せられてゐる。 行為の選択の場が個人の枠を超 え た tricho

t omia の構造を有してゐる。 更に， 徳については， アウグスティーヌスは

『ユリアヌス反駁論J (Contra 1 ulianum haeresis pelagianae defenso・

rem) に於いて， rすべての v itium は v irtus の反対で は な く， dol us が

intel lectus に対しであるやうに， 徳に或る程度接近し， 真実にではないが

偽装によって徳に似てゐる悪徳がある。 ……悪徳と徳とは行為自体によっ

ては区別されず， 行為の目的によって区別せられるに過ぎない。 なさなく
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てはならない目的のためになされない限りは， 行為は無罪に見えても， 実

は無罪ではない。 又， 人の善行によらずに， 善がなされることも あ る。 」

(C. Jul. 4. 20. 1) と述べて， 徳と悪徳とが類似して見分けにくいもの

であることを述べてゐる。 ここには， 徳が過剰と不足の中間にある高さと

して悪徳とあまりに明瞭に区別された徳の古典古代的明瞭性に対し， 人間

の行為としての限りでは善悪の区別は存在せず， ただ目的によってのみそ

の差異が成立すると考へ， 徳を目的と行為の dichot omia によって考へる

展望が聞かれてゐる。 「存在する限りのものはみな 善 で あ るJ CEnchiri

dion 4. 13 ) と い ふ存在論上の有名なテーゼも， 行為が存在として考へ

られる限りは， 徳と悪徳、との基本的差異を膜ませるところがあると言はな

くてはなるまい。 しかし， その不明瞭性は非論理的な陵昧さな の で は な

く， むしろ， 論理的に導出されて来た考へとして， 常識のもつ見せかけの

明瞭な差異に対する t heol ogia mora l is の側からの反論なのである。

二分法と三分法のこのやうな相互 逆転によって， 人間にとって極めて重

要な自由概念の革新も生じた。 古典古代の indiff er ent ia に於ける自己決定

としての自由の倫理とは相異なった自由観が成立する。 すなはち， 自らの

能力として善悪のいづれを自分が選ぶかといふ道具選択ではなしに， 神の

方 に接近するか悪魔の方に接近するかといふ存在論的移行としての決断が

聞はれ， 神が悪からは全く解放された全き自由であることを考へれば， こ

の移行は全き解放への接近として， ここにèJ..wBepíα とは全く異質の， 悪

や罪からの解放としての l ib erta s， 救ひへの道としての自由が成立するこ

とになる。 そして， この目的に向かふ行為のみが， 人聞社会のあらゆる価

値観を超えて善なのである。 父母は敬はなくてはならない。 しかし， その

孝行が譲らるべき財産を目当てにするならば， 社会が何を言はうとも， 宗

教としては悪と言はねばならず， 父母を捨てる不孝が自己の救霊のために

聖者のもとに赴く出家 を目的とするならば， 社会が何を言はうとも， キリ

スト 教としては善と言はねばならない。 このやうにして， 人間社会に於け
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る個的実存の一般的な行為規範に闘はる ethica と神との個的実存の個的

遭遇に関はる宗教的現 実に関する theol ogia moral is の対立の場も明らか

となって来るのである。 そこには， 行為が行為として妥当しでも罪とつな

がる深さをもち， 行為が行為として挫折しでも救ひにつながる高さをもっ

ところの思想， すなはち， 善悪のみならず， 恵みとしての救ひと背きとし

ての罪が併せ聞はれる体系， そのやうな， 宗教に収数せられ補完せられる

道徳の自己変貌が成立してゐる。 もはや， それは， この世のエートスとは

闘はりの少い永遠との交はりの問題となる。 それゆゑ et hic a は殆んど語

られることのない言語となった。 人聞が人間としてのエートスを問ふに過

ぎない ethica は， そのこと自体L、かに大事であるにしても， 神と人 と の

交はりにつながり， 遠く原罪の重みにつながる行為の， 時間的， 宇宙的拡

大の前には何ものでもないであらう。

潜伏する ethicaとその浮上

T heol ogia moral is を樹立して行ったと見られるアウグスティーヌスに

よって et hica は亡びたか。 罪人が悔俊によって救はれるのに反して， 善

行を誇る君子は， むしろ， その1居倣のゆゑに救はれないかも知れない。 か

かる た l ix c ul p a (幸福なる罪〉の思想が無批判に拡大されれば， 確かに

反倫の徒が勝利に酔ふことになりはしないか。 それを抑へるためには， 罪

の告悔をきびしくせざるをえず， かくてデムプフ(A. Dempf )が指摘した

やうに， I告悔が聖体拝領よりも大切であるは ie Buß e  w ird f ast w ich

tiger al s die Eu charisti巴)J (Ethik des Mittelalters， M ü nche n  1971. S. 

67)といふ状況が成立するに至る。 これは， 本来， 価値転倒である。 神と

の一致よりも一致に至る条件や方法として告悔の方が重視されて来る。 そ

してそのために l ib ri p oe nit e nt ial es (告悔手引書〉の類が公刊せ ら れ て

来た。 それは主として聖職者や修道者たちの日常の生活に於ける指標とな

るもので， 道徳神学的原理に基づくところの， 修道院のエートスの書であ
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った。 これはtheo logia mor ali s によって一旦は否定された共同体の常識

路線の権威 としての ethica が， ほかならぬ theo logia moralis の宗教的

権威 を守るための集団 の共同生活を規整する必要上， 再び浮上して来た一

種の歴史的イロニーとして見ることができる。 但し， この種の書物はそれ

ぞれの修道院の regulae(会則〉とともに， 外的行為としてあらはれる失

策や過失， また更に現 象的な罪を規定し， これらを痛悔するための， また

処罰 するための法的外面性からまぬかれることはできない。 ここには， 従

って， theo logia mor ali s によって抑圧された ethic a がlUS乃至lUra の

形をとって， すなはち c a no nica の形をとって浮上して来たものと見なけ

ればならない。

これを真に ethic a の形にしたもの， この cano nica 的な ethic a の在りゃ

うを， その真の形に深めて浮上させゃうとした人がアベラールであった。

アペラーノレは極めて神学的な問ひに出発して， 而も哲学的な倫理学への

道を理論的に拓いて行った。 どのやうにしてであ る か。 彼ば v itium (悪

徳) と p eccatum(罪悪〉と を 区別する。 前者は罪を犯 す方向に我々を駆

るところのもの， すなはち， ふさはしからざる所行に賛同せしむる傾向性

である( Vitium est quo ad p ecc a ndum p r o ni e ffìcimur， hoc est i nc li na 

mur ad co nse ntie ndum ei quod no n co nv e nit )が， 罪悪とはこの悪しき

賛同そのことである( H u nc v er o  co nse nsum p rop r ie p ecc atum nomi na 

mus) (Scito teipsum 3. 636A) ， と言って， 悪徳を悪への傾向性乃 至 は

性僻であり， 従って， 人聞はこれとの内的な戦かひに自力で立ち向かふこ

ともできる。 これに対し， 罪悪は i n co nse nsu ma li 罪主同意すること，

悪と方 向を同じうして進むことに於いてある(Ibid. 645C ) から， 神への

背反の中にあることで， 従って， Co nt emp tus C reatoris (創造主なる神を

蔑視すること〉 である(lbid. 636A) 。 ここでは入閣は自己を自力で救ふ

ことはできない。 罪悪とは創造の秩 序を蒸 すことであり， 創造されたもの

を汚 すことである， と言ふとき， í何故， 彼の言ふ i nte ntiob o na すなはち
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善の人間的根源としての善き意向が単に主観的によく見えることだけでは

なく， 神の意志に合致しなくてはならない の か(Non est itaque intentio 

bona dicenda， quia bona videtur ， sed i nsuper quia tali s est sicut exi sti. 

mat ur ， cum videlicet illud， ad quod tendit， si Deo placere cr edi t， i n  hac 

insuper existimatione sua nequaquam fallatur )  J (Ibid. 12. 653B)といふ

ことも明らかになる。

この短い叙述でもおよその概観は知られるやうに， アベラールは人間の

内部に於ける傾向性を個人倫理としての ethica の課題とするとともに，

行為の善悪を法とは異なった内的意向に於いて判定することにより， アウ

グスティーヌスによる内面化を生かしつつも， 自己の救霊にのみ関心の集

中したそのitheologia mor ali sJ的な求心性とは別に， 内的志向と創造秩

序との関係といふ存在論的省察への手がかりを残すことによって， 哲学的

et hica の可能性を回復させてゐる。

十二世紀ルネサンスとethica

ブィリプ・デレ ( Phi lippe Delay巴〉は十二世紀に支配的であった学科分

類をみると， この時期にすでに哲学的倫理学と神学的道徳体系が区別され

てゐた(占 cett e époque déjà on di stinguait une ét hique phi losophique et 

une mor al巴 théologique)ことがわかる， と言ってゐるC Ph. Delaye : L'en. 

seignement de la Phil osophie Mor ale au XUe siらcle. Mediaeval Stu. 

dies XI. 1949 ， p .  77)。 しかし， 私の見るところでは， 今まで述 べ て 来

たことで明らかなやうに， むしろ， それまでは神学的道徳体系乃至道徳神

学が哲学的倫理学を抑圧してゐて， ethica は殆んど表面に出る こ と は な

く， 漸く十二世紀になって甫めて ethica philosophica が theologia mor ali s 

に対して対立して来る形で復活して来たのである， と言はなければならな

L、

しかし， 何故， 十二世紀になってそのやうな 巴thi ca の復活は可能にな
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ったのであらうか。 もとより， アベラールの思弁の力が， 甫めでこの種の

問題でアウグスティーヌスに対抗しうる考へ 方を提出した事実を忘れては

ならない。 確かにアベラールの倫理学史上の意義は， 忘れらるべきではな

いが， それが同世代に直ちに影響を及ぼしてゆくには， またそれだけの時

代的情勢も考へてみなくてはならなL、。 何故ならば， 周知のやうに， アペ

ラールには宿敵とも言ふべきベルナールがゐて， この人の方 策によって，

同世代からは容れられなかった説も多々あったからである。

ソールスペリのヨハネスがその著Metalogicon で述べた言葉で誰でも

がすぐ想起するの は， iDicebat Bern ardus C arn oten si s n os esse quasi 

n an os， gigan tium humeris in ciden tes， ut possimus pl ur a  ei s et remotior a 

videre， n on utiqu巴 pr oprii visus ac umin e， aut emin en tia corporis， sed 

quia in al tum subvehimur et extoll imur magn i tudin e gigan t田(シャルト

ルのペルナールの言ふところでは， 我々は巨人の肩に乗った小人の如 き者

であって， 成る程， 巨人達より遠く多くを見ることができるが， しかし，

それは自らの視力や身体が秀れてゐる故ではなく， 我々が巨人達によって

高く揚げられてゐるからである) J(Metalogicon 4 . 900 C) といふ文章であ

る。 今更言ふまでもなく， 周知のように， gigan tes ( 巨人たち 〉 とは古典

古代の学者たちのことを指し， その肩上にあって眺望をゆたか に す る と

は， 人文主義の伝統に従って古典をよく学べば， 研究成果の上がることを

言ふのであって， 十二世紀ルネサンスの精神を最もよく表はす文とされて

ゐる。 これが ethic a といかなる関係にあるのかと詩る向きもあるに相違

ないが， 実はこの文章に含まれる思想、が窒息しかけてゐた ethic a を浮上

せしめた大きな原動力なのである。 而も， それは三つの契機を も っ て ゐ

る。 それらはいかなるものか。

先づ第一に， 十二世紀が中世に於ける古典文華の復興期であり， それ以

前とは比較にならない程， 古典古代の作品が教育機関で読まれたことを挙

げなくてはならない。 デレは前掲論文C Ibid . p .  84-85) に於いて， コ ン



倫理学について 17 

ラード(Conra d d'Hir scha u)の書物を介してその頃のスコラで読まれた古

典主挙げてゐるが， キケロー， ホラーティウス， ヴェルギリウス， オヴィー

ディウス， ユヴェナーリスら主なラテン文人の名は殆んど蓋くされ， ピエ

ーノレ・ ド・ プロワ( Pierre de Bl ois) は更にセネカ， スウェトーニウス，

タキト ヮス， ティトゥス ・リー ヴィウスらを加へて ゐ る か ら， 十二世紀

前半にすでに古代ローマの文人たちはほぼ洩れなく読まれてゐたと言ふこ

とができる。 そして， これらの人々の作品には， 必らず高潔の士や英雄の

行績が讃えられて書かれてゐるので， コン ラードによると， ut vitia e tia m  

in min or i a eta te a ddisca t  esse í ugien da et  n obil ia ge sta eor um de sideret 

imita r i. (若い頃から悪徳を避け， 高潔な行ひに倣はうと欲するや う に)

(Ibid. p. 84 。 尚デレはこれを C. Ha sk in s : Studies in the History 01 

Mediaeval Science， Ca mbr idg巴 19 24. Cha p. 18， p. 372より引く) 教へ

ることができるので， 結局のところ， 文法家 や註釈家 すなわち後代に我々

が人文主義者(huma n i st) と呼ぶ人々が， キリスト教の theol ogia mora l i s  

とは別の， 古代人の是とする倫理観を具体像を以て教へ示すことになる。

第二の契機は， このやうなラテン 人の作品ばかりではなく， 次第にギリ

シアの作家 も読まれて来るが， 殊にプラト ーン はもともと中世初期から読

まれ， ソークラテースを古代倫理の祖とする考へは連綿として続い て お

り， rティーマイオス』すらもギョーム ・ド ・コン シュ( Guilla ume de Con

c he)によれば正義の reca pitula tio (要約 )があるので pra c tica (実践学)

の部門をもっとさへ言ってゐる程である。 (In Timaeum. MS. Pa r i s  B.N. 

1.  14065. fo1. 53r .  cit. Dela ye Ibid p. 83)。 しかし， ここで注目したい

のは， ethica vetusの訳に具体化されてゐるやうなアリストテレース研究

である。 それが学聞の名称としての ethica を盛んならしめた。 それは，

つまり， 第一契機として述べられた古代倫理観の渉透 が， こ こ で ethica

といふ学聞の形式と格式に於いて理論化せられるのである。

第三に， そのやうに組織化された e thica が哲学の重 要部門として再認
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識され始めたことである。 ソールスベリのヨハネスは ethica を称して，

sine qua nec philosophi subsi sti t  nomen (それを欠けば哲学者の名が棄た

るやうな学) (Metalogicon 1. 24. 854.) とさへ重視するに至ったし， そ

の他の例についてはすでに前述した通りである。

Ethicaの本来的使命

神学や哲学の領域で， 十二世紀に再浮上して来た ethica は， 今述べら

れた文 暮復興の波に支へられてゐたので， また， 当然のことであるが， 詩

と無関係ではなかった。 この当時の文 学 の 中 に， ラグアルダンのイルデ

ベール (Hi ldeber t de Lavardin)のrLibellus de quatuor virtutibus vi. 

tae honestae (正しい人生の四つの徳に 関 す る 小冊子)J やアベラールの

rCarmen ad Astralabum (アストララプスへの歌)J またリ ユ のアラン

(Alai n de Lille) のrAnticlaudianus seu libri de officio viri boni et 

p町fecti (アンテイクラウディアヌス一一善き完き人の義務についての書)J

などは， いづれも教訓詩であり， 宗教的規範とは異質の新しい倫理への精

神的意欲の表はれと見ることができる。 事実， イルデベールの挙げる四つ

の徳は prudentia， temperantia または sobrietas， f orti tudo， iusti tia であっ

て， これらは後にトマス ・アクイナスがニコマコス倫理学を承けて， その

「神学大全J LQ.61 . A. 2 で挙げる四つの枢要徳(virtutes cardinales) 

と全く同一で， いかにこの時代すでに古典古代の徳論が渉透してゐたかを

示すものである。 リユのアランの挙げる徳、は枢要徳の外に， トマスでは知

的徳と言はれる理性や節制に含まれる casti tas(貞潔〉などを同列に列挙

し， 中には ri sio (笑ひ) をも入れてゐて， 体系的な整理はなされてゐな

いが， 興味深い洞察に充ちてゐる。

このやうな， 新しい倫理道徳を求める一般的な精神的風土に於いて， 前

に述べられたアペラールやソールスペリのヨハネスに次いで注目すべき人

は， サン ・グィグトーノレのフーゴー (H ugo de St. Vi ctor 1 09 6-1 141)と



倫理学について 19 

その弟子リカルドゥスCRichard 1173 残)の二名である。 前者の学問分類

はBöhner が甚だ要領よく図示してゐるので， 以下の論述に 資するため，

借用することにしよう 。 (Gilson-Böhner : Christliche Philosophie， Pader 

born 19 54， S. 38 7)。

Philosophia 

theoretica practlca mechanica logica 

Theologia Ethica Lani ficium (紡織術〉 Grammatica 

Mathesis Oeconomica Armatura (武具制作〉 Rhetorica 

Astronomia Po litica N av igatio (航海術) Dialectica 

Geometria Agricultura (農業学)

Arithmetica Venatio (狩猟術〉

Musica Medicina (医学〉

Ph ysica Theatrica scientia (演劇学〉

学問の分類としては， 大略上のやう なことを 考 へ た が， もとよりフー

ゴーは一人がこれらをすべて学ぱなくてはなら ないとは考へてゐない。 し

かし， いかなる部門を学 ぷ にせよ， 学ぶ順序があって， それは彼 に よ る

と， iTalis ordo ...ut prima ponatur logica， secunda ethica， tertia theoreti 

ca， quarta mechanica. (先づ論理学， 次いで倫理学， 第三に理論学， 第四

に技術学といふ順序に学んでゆかなくてはならない)J (Di双山calion VI. 

14.)。 とこ ろ で， このやうに ethica が位置づけら れてゐるのは何故 で あ

らうか。 言語を正しく有効に使へる術としての eloquentia の基礎となる

logica を学んだ上で ethica を学ぷ といふことは，正しく考へら れ，正しく

語られた ethi ca こそは人聞の学の基礎でなくてはなら ない，といふことで

ある 。 正しい行為 についての学聞を学んだ上でさまざ まの理論学 を習得す

るのは， その理論を悪用しないためであり， 最後に技術学を学 ぶといふの

も， さまざ まの物理的影響力をもっ技術を倫理的に使ふことが必要だから



20 

であるo eth ica のこの位置づけは， logik e， ph ysik e， ethik e といふように順

序づけたストア以来の方法とは異なるし， かなり年長になってからでない

と人聞の哲学としての倫理学は学んでも甲斐がない， とするアリストテレ

ースの考へ 方とも違ひ， 弱年から高士の生き方を模してその co nsuetudo

によって間違ひのない人聞を形成しようとするのは， すでに述べられたコ

ンラードの意見でもあった。

フーゴーによれば， I eth ica に 於ける徳の研究により心の目が浄化され

れば， 甫めて真理の探究を理論 学に於いてなし 了せるし， 最後に技術学 を

学ぶのも， 理性が先行しなくては結局無効 に 終るか ら で あ る。 CPr imum

e nim compara nda est eloque ntia， deinde， ut ai t Socrates， in eth ica per 

studium virtutis oculus cord is mu nda ndus est， ut de inde i n  theor ica ad 

i nvestigatio nem veritatis persp icax esse possi t .  Nov issime mecha nica 

sequitur， quae per s巴 om ni modi ine伍cax est， nisi ratio ne praecede ntium 

f u lc iatur .) J (lbid. cit. Ph. Delaye 前掲論文〉。

この考へを継承しつつ， eloque ntia と rhetorica を分けた上で， ethica 

に決定的に重 要な役割 を与へたのが， フーゴーの高弟た るサン ・ヴィク

トールのリカルドゥスであった。 Iln lege ndis artibus tali s ordo serv a ndus. 

Pr ima om nium compara nda est eloque ntia， et ideo expete nda log ica， 

deinde per eth icam pur ifica ndus oculus me ntis， et sic ad rhetoricam 

trans巴u ndum. (言 論に関する種々の学聞に於いては以下のやうな学習順序

がなけ ればならない。 何よりも 先づ雄弁術( 話し方) が用意されなくては

ならず， それ故に 論 理学が求められ， 次ぎに精神の眼が eth ica によって

浄められたならば， その上でレトリカにまで超越してゆかなくてはならな

L、。)J (Exceptionum priorum 1. 23， PL. 177， p .  208. cit. Ph . Delaye 

Ibid. p .  77)。 リカルドゥスのこの文章はその師フーゴーの用語と酷似し

てゐるが， eloque ntia と rhetor ica を明らかに区別してゐる点は注目しな

くてはならず， 更に， eth ica の体系的位置や使命については本質的に同じ
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考へであると見ることができる。 El oquentia は一般に話すための術として

文法や発音と関係の深い言語理論であり， 論理学はその言語を駆使して思

考する術として説を立てるための術であるが， そのまま rhet orica すなは

ち聖書解釈や説教に結晶する伝達修辞の学に直行せず， その前に ethicaを

以て見地を浄めると言ふ考へ方がヴィクトール学派によって確立されたと

言ってよし、。 Ethica によって道徳的に浄化された人でなくては， ethica の

彼岸にあるものの内容を伝へることはできないのである。

このやうに見てみると， ethica は世の中を代表する職業に携はる人が，

その職業的な奥義を修める前に， それ以前に必ず学ぱなくてはならない学

問と考へられてゐた， と言ふことができる。周知のやうに，アリストテレー

スやストア学派に於いても， またデカルトに於いて も， す な は ち， 中世

哲学の以前でも以後でも， ethica は本来的には哲学体系の冠飾的補完部，

言はば体系の頂点に近い所に位置するものであり， 自由人の自己完成の学

(アリストテレース〉と考へられたり， 世界全体の知識をえてから構築さ

るべき学問であるからこそ， 現 在は暫定的道徳で満足するほかはない(デ

カルト〕と考へられたりして， ethica は本 質的には最後に学ぱるべき学科

であった。 しかし， 十二世紀の学者たちは， the ol ogia m oral is の中に沈ん

でゐた et hica を復活せしめ， それを文法学や論理学の次ぎに学ぶべき修

身浄心の学， 職業倫理の学として樹立した。 そのやうにする こ と に よっ

て， しかし， 却って the ol ogia m oral is は学全体の体系の頂点に安んじて

位置しえたのではなからうか。 言語が支配した時代としての中世に説教者

や解釈者の職業倫理としての ethica は， 屡々文法と rhet orica を結ぶも

のとすら考へられた。 それゆゑに こ そ ， Del aye はソールスベリのヨハネ

スの書物に依拠して， Ainsi ， peut- on dire ， l e  triv ium enseigne à l a  f ois 

l'él oquence et l a  vertu . とさへ言ふCDel aye Ibid. p .  78)。 倫理学がこ

のやうにして職業倫理として具体化されうるものであるといふことは， 思

へば， 今日の技術の時代に， 技術社会の職業倫理乃至社会倫理としての新
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しい倫理が立てられなくてはならない， といふことを中世が我々に教へて

ゐ ることにな り はしないか。 技術聯関による新しい ecologi a の中で 私の

提唱して久しい eco- ethi ca の問題は， ここにひと つの先例があると考へ

られなくてはならない。

この ethi ca への 十二世紀の注目は， やがて十三世紀に， ethi ca と th巴0・

logi a morali s の関係は対立ではなく， 体系的な 宥和として幾つかの興味

深い問題を提起する。 それは如何なることであらうか。

ニつのperspectiveについて

中世の哲学的な ethi ca の成立の歴史を考へるに際し， 十三世紀に注目

したヴィーラント (G巴org Wieland)はその著Ethica - Scientia practi

ca， Die Anfänge der philosophischen Ethik im 13. Jahrhundert，Mün

ster 1 9 8 1. に於いて， その頃有名な大学は， パリと並んで ポロニヤやオク

スフォードにもあったけ れども， 十三世紀前半の倫理思想史の 関 す る 限

り ， パリ大学人文学部 だ け が考察対象になってゐ る理由を， ポロニヤ大学

は法律に執して哲学的な E thik は重視されてゐ なかったし， オクスフォ

ード大学はパり大学と 密接な関係をもって ゐ たのに哲学的E thik に 関 し

ては i ntensi ve な研究はなかったからである， と述べた後， Posi ti v  for

muli ert  liegt der entschei dende Grund der Beschrä nk ung auf Pari s dari n， 

daβ es hi er Z eugni sse gi b t， i n  denen di e E thik zw ar k ei ne bedeutende 

Rolle sp i elt， aber i mmerhi n vork ommt (G. Wi eland : Ibid. S. 4 0)。 そし

て彼は， ethi ca が哲学の一 つの分科としてパリ大学で教へられてゐ た証拠

の公文書として，印刷された manuscri pt の中から，次ぎの四つを挙げて ゐ

る (Ibid. S .  4 0- 4 1) 0 a) Robert von Courç on 枢機卿の 1 21 5年 8 月の

特許状 ， すなはちChartulari um U ni versi tati s  P ari siensi s (CU P )  ed. H. 

Denifl e， auxi li ante A. Châ telai n， Pari s  1 899. 1. n. 20. b) 教皇グレゴ

リオ九世の 1 23 1 年 4 月の書簡， すなはちCU P n. 79. c) 1 252年の natio
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Anglicana (パリ大学英国学生寮〉の学則すなはちCUP 1 .  n .  201， d )  

1255年 3月19日付のパリ大学人文学部学則すなわち CUP 1. n .  246。 彼

のこの公文書の指摘は， 大学の歴史にとっても， et hica の歴史 に と っ て

も重要な業績であると言はなければならない。 そして， 我々は， このや

うな結果を見るときに， 十二世紀に et hica の運動が， やはりパリ大学の

前身の一つを形成したアベラールによってパリで惹き起こされ て ゐ た こ

と， また， すでに述べられた訳者不詳の et hica vetus が十二世紀末に書

かれてゐて， 市もその最古の写本はパリ大学の学者と関はりの深い図書館

( Av ranc hes， B ibl. munic ip . 232) にあるといふことも忘れ で は な ら な

L、。

このやうに， et hica が重視されてゐたのは， ただパリ大学のみのやうに

見えるにしても， しかし， et hic aの内容に関するものが極めて重要である

ことは， すでに十三世紀になれば， オクスフォードでも認められざ るをえ

なかった。 それは， 単にグロセテストのニコマコス倫理学の訳の問題のみ

ではない。 ヴィーラントが別の意味で注目したところのオクスフォードの

未印刷の手稿本， Hen ricus B ri to の学問分類 ( Cor pus Christi College 

283 f 146)を見ると， iIntellectus a p rima sui c reatione natus est im 

pe rf ectus， pe rf ectibi li s  tamen vi rtut ibus et scientii s ( 知性はその最初の創

造では生れとして不完全であるが， 徳と学問とによって完成されうるもの

である)o J と言ふ箇所がある(Wieland . Ibid. S. 84)。 これは人閣の知

性がどのやうに構成された学習経験を介して育ってゆくべきであるか， と

いふことを考へた十二世紀のサン ・ ヴィクトール学派の主張を充分想起せ

しめるものである。 ここでも， 知性は先づ専門学問の前にその基礎として

vi rtus を養成しなければならないが， それは et hica によるものであるか

ら， 従って， この文章も， et hica と諸科学によって入閣の知性はより高め

られてゆく， といふ考へであると言はねばならない。 十三世紀に於いて，

大学では体系的に et hi ca が教へられ， またニコマコス倫理学の註釈書も
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多く作られて来た。 その文脈から見てみるとき， キノレウァノレピイ(Ki l w ar -

dby)のQuaestiones in librum tertium sententiarumの1. Christologie 

に関して Elisabeth G δssmannの卓れたテキスト校訂が出されてゐるが，

(Bayerische Ak ademie d巴r Wisse nschafte n， Ver る妊e ntlichu nge nder Kom 

missio n für  die Herausgabe u ngedruck ter Texte aus der mittelalterli 

che n  Geistes w elt. B a nd 10. M ü nche n 1982 ) ， その Quaestio 42 にある

v irtus (p. 176)の語でさへ， 格別のひびきを以て迫るものが あ る。 これ

については， 他の Comme ntarium との異同を省察した上で， 上来の考察

の線で或ることを述べる機会があらうかと思はれる。

トマスが「神学者たちは罪を神に背く行為とするが， 道徳的な哲学者は

これを理性に反する行為といふ(a theologi s co nsideratur peccatum prae

cipue secu ndum quod est 0妊e nsa co ntra Deum ; a Philosopho autem 

morali， s巴cu ndum quod co ntrariatur ratio ne.) J (S. Th. n， Q. 71， A. 6 

ad 5 )と言ってゐるので， 彼に於いても神に対する裏切りや謀叛が神学上

の罪となるが， この同じものが倫理学上は知的な過誤となる と こ ろ に，

theolog ia morali s と ethica philosophica のひとつの統一的 perspective

に於ける二つの独立の perspective が甫めてここに成立したと見ることが

できょう。 この点でも， トマスは偉大な存在であると言はなくてはならな

い。 しかし， 人間の世界にも， 裏切りや謀叛は存在するであらうから， 神

に関するこのことだけですべてがつくされてゐると言ふことはできないで

あられそれにも拘はらず， すべての罪は基本的に神との関はりに還元し

てゆくことを念頭におくならば， 我々の志向する eco -ethica に於いても，

罪過と過誤の問題は， 単に意向の主観性の差のみではなく， 対象の客観的

な差異の問ひに深めることもできるにちがひない。 中世哲学の研究は過去

の人類の最も哲学的な時代の一つの業績を明らかにするだけではなく， 今

日の最も尖端的な哲学的課題のーったる eco -ethica にも指標を幾つも与

へるものである。



倫理学について 25 

後記 本稿は， 19 82年11月聖心女 子大学で行なはれた中世哲学会の公開

講演(宮内久光教授司会〉の原稿である。 論文として投稿するに際して ，

講演に必要であった反復を除いたが， 註記等は本文の中に入れたままにし

て， 講演のおもかげを残すことにした。




