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「天使の自由決定力(liberu m arbit riu m) は神の自由決定力 と人間の自由決定力の

中間に位置している」口 とトマスは言っている. 自然本性に関して， 人間 と 天使の自由

決定力は悪へ傾き得る. 自由決定力に先行する判断に関しては， 神 と天使はその知性の

卓越性の故に. r自由決定力の明確な選択を持つが， 人聞は不確実性 と疑わしさの為に

選択する際に困難に直面するJ2)のである.

天使 と人間 との共通性. r悪に傾き得るJ8)こ とも， より詳細に検討するならば， 相違

が見出される. 天使が悪に傾き得るのは， 実際にはある瞬間においてである. 至福の天

使 と悪魔 とに分離された後は， 普を選んだ天使はその後も善を選び続け， 悪を選んだ天

使はその後も悪を選び続ける. ところが， 人間はこの世にある限り， 善を選択した後に

悪を選ぶこ ともあれば， 悪を選択した後に善を選ぶこ とも出来る. また， 人間は時間の

継続の中で多くの選択を為し， 功績或いは罪業を為すが， 天使はそれらの選択をある瞬

間において為すのである. そして， その結果に応じて， 至福の天使 と悪魔 diabolu s (或

いは悪霊 daemon) に分離される. この分離に関わ る自由決定力を本稿では考察の対

象 とする. その前提 として， いつ， どのようにこの分離が生起したのか， が重要な問題

となる.

上記の問題に関してトマスは二つの見解を呈示している4) 第一の見解 に 従えば， 全

ての天使は創造された最初の瞬間に功績を為し， その「後， 直ちにはat im postJある

天使は究極的至福の享受へ， 他の天使は罪を犯して至福への障壁を作り出し， 意志的に

悪なる者となった. 第二の説は. r創造と失落の問に若干の間隔が存在した」という説
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である.

トマスが「比較的蓋然性が高く， 聖学者の所説に一致する」日 としたのは前者の見解

である. 実際， トマスはこの見解を多くの箇所で採用している. そこで， 蓋然性が高い

とトマスが位置付けた第一説の見解に立って， 天使の自由決定力の考察を進めよう.

I 第一の働きとしての自由決定力

第一説は， トマスによれば「全ての天使が成聖の恩寵において創造さ れ た」町こ とを

前提 としている. この恩寵により. í全ての天使は功績を為した」りのである. 更に， 天

使は人間的時間の外にあるのだから. í創造の 終局 と白由決定力の終局 とが同時に同じ

瞬間において在るこ とを何も妨げないj8l ところで恩寵 は 自然本性を 完成 す るのだか

ら， どのような自然本性の働きが恩寵の基体 となり， 全ての天使が罪を犯さないことが

出来たのかが問わなければならない.

トマスはその根拠 として， 神が「欠陥的能動者ではない」的こ とを挙げ ている. だか

ら， 最初の瞬間において全ての天使は罪を犯さなかった と言う. しかし， この根拠は外

的原因からの論証であ る. 天使の内的能力を根拠にトマス は論証しよう と はしていな

い. t.::.だ， 全く言及していない訳ではない. トマスが明白に論証しよう としない理由も

一つの考察の対象 となるが， ここでは， 最初の創造の瞬間における自由決定力の働きを

天使自身の内的原因から解釈出来る可能性を追求して見たい.

最初に「功績 mer itu mj という面に 注目する と， 功績 に 値 す る 働 きはそれが愛徳

charit as によって形成されている場合である. それについてトマスは「至福に値する功

績 というものは， 天使のみならず人間もまた， 単一な行為によって， これを持つこ とが

出来る. 何故ならば， 愛徳によって形造られた行為ならば， それが如何なる行為であっ

ても， 人間は至福に値する者 となるからであるj'0l と述べている.

トマスがここで例 として出した人間の場合が天使 と全く同一だとすれば， その場合，

天使の功績， 自由決定力の内容は確定出来ない. í如何 なる 行為」でも構わないからで

ある. しかし， もし， トマスが「単一の行為」の類似性においてのみ， 人間の場合にも

言及しているのだ とすれば， 天使の愛徳、によって形造られた行為は明確にされ得る.

愛 という意志、の働きはその対象が自然本性的に欲求されるか， 選択的に欲求されるの

かによって， 自然本性的愛 と選択的愛に区別される. 功績や報酬に値する愛は選択的愛
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である. 自然本性的愛は選択的愛の根源 としての位置にある11)

何故ならば， 意志、は自然本性的に自らの目的に向かう. 目的を意志するが故に目的へ

のてだてを意志は選択的に欲求する. 自然本性的愛は目的に関わり， 選択的愛は目的へ

のてだてに関わる. 従って， 自然、本性的愛は選択的愛の根源としての位置にある .

と ころで， 意志の目的は善である. 善には「完成されたもの」 という性格が属する.

何故ならば， 全てのものは自己完成を欲求するからである. だから， 天使も自然本性的

に自らの善 と自己完成を意志する. し かし， 天使も被造物である限り， 個別的善であ

る. 部分より全体が完全である という意味では普遍的善が個別的善より完成されたもの

である. そ こで， 意志自体の善への傾向性に従えば， 天使は普遍的善 としての神を自然

本性的に意志するのである. そして， 知性的自然、本性の有する完全な善が至福1むなのだ

から， 至福が意志の究極目的 となる.

トマスは天使の至福を第一の至福 と最終的な究極的至福 とに区別している13) 天使の

最初の創造の瞬間において考察の対象 となるのは， 当然， 第一の至福である. 第一の至

福 とは自然本性の完成であり， その至福は天使の自然本性の尊厳性故に自然本性的力に

よって直ちに天使に臨在した. 天使は「第一の至福」 という意味では至福なる者 として

創造されたのである.

トマスは この第一の至福を知性の働きに即して説明している. それによれば， 第一の

至福 とは「神 という最善の可知的なるものJ14)を観照する こ とである. 無論， この観照

は自然本性的能力で可能なものであるから， r神を神自身の本質によって」観照したの

ではなく， 神の似姿が刻印された天使自身の本質による神の観照である.

一方， r意志のあらゆる運動には必ず把捉が先行するJI5l. この知性の把捉に後続する

意志の働きがある とすれば， 天使は神を普遍的善 として意志するのである. 従って， 最

初の瞬間における意志の第ーの働きは神を意志する こ とである.

この意志の第一の働きは愛であるが， 但し白然本性的愛である. 天使は選択的愛によ

って神を意志したのではないのだから， 如何なる天使も罪を犯さない こ とが出来るが，

同時にまた功績を為す こ ともないのである.

自然本性的意志の働きが同時に自由決定力の働きである こ とは， 通常両立しない. と

いうのも， それらの働きの対象は実在的に異なる. 人聞の場合はそれらの働きの前提 と

なる把捉の仕方も異なる. 自然本性的意志が前提とするのは知性による対象の端的な把
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捉であり， 自由決定力が前提とするのは， 理性による対象の自由な判断である. ところ

で， 人聞が推論， 分割， 複合という理性の働きによって把捉する対象を， 天使は自然、本

性の卓越性故に単一な知性の{動きのも とに把捉する. しかしその天使の知性の卓越性を

もってしても， 自然本性的意志と自由決定力の対象が実在的に異なる限り， 意志の最初

の働きが自由決定力の働きでは有り得ない.

さて， トマスは実在的には同ーの対象が異なる概念の対象 として把捉される場合に言

及している山. 意志、に関して言えば， 神が普遍的善 として意、五忘される場合 と究極的至福

の対象として意志される場合である. 但し， 究極的至福は自然本性に属する何かではな

く， 自然本性の目的である. 実際， r天使も恩寵の助けなし に は究極的至福へその意志

でもって転回するこ とは出来なかったJ17) とトマスは述べている. ここで， 成聖の恩寵

を前提 として考察しているのだから， 神は自然、本性的意志の対象 としては普遍的善であ

り， 自由決定力が係わる対象 として， 神は究極的至福の対象 となる. その究極目的への

てだて， Þ!Pち自由決定力の直接的対象は， 自らの自然本性の完成である.

また， トマスは内容を異にするこつの働きが一つの働きのも とに生起し得るこ とを知

性の場合でも， 定、宏、の場合でも認めている. その場合に二つの条件を挙げている18) 第

一の条件は対象がーであるこ と. 第二に一方の能力が他方の能力に還元されるこ とであ

る.

神を普通的善 として意五忘する場合 と究極的至福の対象 として意志する場合， 上記の条

件は明らかに充たされている. 更に普遍的善 として神を意志するこ とで意志の自然木性

が完成され， 第一の働き としての自由決定力が究極的至福へのてだて として自らの自然

本性を完成するのならば， 上記の条件はやはり充たされる. というのも， 対象は自らの

自然本性の完成であるからーであり， 自由決定力 という能力は意志 と同じ能力だからで

ある.

従って， 第一の働き としての自由決定力は， 最初の瞬間の天使の意志の働きにおいて

生起し得る. そして， 一つの意志の働きにおいて生起し得る複数の働きが， 複数の働き

において生起しても不都合はない. だから， 上記の自由決定カ と意志の働きが区別され

る瞭聞において生起し， 二つの瞬間の終局が同時である場合でも何ら不都合はないはず

である. それ故， 恩寵の助けによって究極的至福 へ と意志が転回さ れて い る の だか

ら， 創造された最初の瞬間において天使は選択的に神を愛するこ とも出来たのである.
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また， 意志の第一の働きは全ての天使に共通であり， 全ての天使に恩寵が与えられた

のだから， 天使は最初の瞬間においては罪を犯さない こ とが出来たので、ある. 但し， 自

由決定力の非必然性は対象の多様性にでなく， 欲求の側に措定さ れる. 何故なら， I意

志するか否か」という非必然、性は被造物の自然、本性 として可能だからである.

従って， この結論により， 先に述べた功績に関する人間の場合 との類似性は行為の一

回性にある こ とになる.

E 第二の働きとしての自由決定力

このようにして， 全ての天使は最初の瞬間において功績を為したにも関わらず， 分離

が起きた. そ こで， この分離に係わる第二の自由決定力について次に考察する. トマス

は多くの箇所で悪魔， 悪霊の場合に言及しているので， 悪魔の 場合 か ら 考察 を進めよ

う.

罪に関しては二つの仕方がある19) 第一は選択対象が悪である場合 と第二は選択対象

が本来的な善であっても， その際， 然るべき準則 r egula， 尺度 mensur a を遵守して

いない場合である. 天使には無知や誤謬 という判断の過ちゃ先行する情念， 能力態もな

いのだから， 第ーの仕方では如何なる天使も罪を犯し得ない. トマスは第二の仕方を更

に限定して， 準則からの逸脱が準則に関する無知にではなく， その考慮の不在に原因が

ある としている.

そのような罪 としてトマスは具体的に三つの場合を挙け'ている20) 第一は神に似る可

能性に関して， 神の類似性を獲得する こ とを神の力にではなく， 自力で意志する こ とを

正義 とする場合. 第二は神に固有な こ とに関して神の類似性を意志する場合である.

第二の場合には更に二つの場合がある. 第一は自然本性の力で獲得し得るものを究極

目的 として意志し， 終局的至福から自らの欲求を離反させた場合. 第二は恩寵から与え

られる神の類似性を自らの自然、本性的力で所有する こ とを意志した場合である. トマス

は両者を「終局的至福を自らの力で所有する こ とを欲したJ21) こ とになる としている.

これらの三つの罪の共通点は， 終局的至福の獲得に天使自身の自然本性的力が介入す

る点にある. では， 神の恩寵によって与えられる神の類似性を終局的至福 として， 神の

力によって所有するこ とを意志するならば， 罪にはならないのであろうか.

「神への類似性を獲得しよう と欲するのに然るべき秩序で， 神からそれを与えられる
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という住方で欲する限り罪にはならないJ22) とトマスは認めている. しかし， 功績にな

る とも言わない. もし罪が問われる行為ならば， それは自由決定力に由来する働きであ

り， 功績に値するこ とも有り得るはずである. だ からこの場合， r与えられる という仕

方で意志する」こ とが自由決定力の対象 となるかが問われなければならない.

「与えられる という仕方で意志する」こ とは， 自らのカの行使を保留するこ とになる.

意志の存在自体が消滅する訳ではないので， 天使に固有な意志の働きは可能態 として存

在するのである. 一方， 終局的至福へ向かう意志、も何らかの仕方で存在するのだから，

「待ち望む」 とか「希望する」 といった受動的な意志があるのである. それ故， この場

合天使は自らの意志の能動的な主体ではない.

ところで自由決定カの本来の対象は目的へのてだてである. しかし， ここで自由決定

力の対象 となっているのは「神の恩寵によって与えられる神の類似性」剖〉である. その

類似性は本来， r神を神の本質によって見るJ24)こ とである。 この終局的至福 としての神

の観照は如何なる被造物の自然本性の力も越えているのだから， 与えられない限りは不

可能である. だからこのような神の観照は自由決定力の本来の対象ではない. 目的自体

は自然本性的意志の対象だからである.

上記の 考察から， 天使が準則 へ の無知ではなく， 考慮の不在から罪を犯した理由は

明白になる. 悪魔は本来， 自由決定力の対象ではないものの獲得に自由決定力を行使し

たのである. だから如何なる善を神の類似性 として選択したのであれ， 自由決定力を行

使する限り， 天使は自らの力を行使する. その結果， 準則の考慮、は不在にならざるを得

ない. そして罪を犯さざるを得ないのである.

この結論は悪魔の場合を適切に説明するが， 逆に至福の天使となった者は， この分離

の瞬間に何をしたのかが問題 となる. この点についてトマスの言及は見当たらない. 至

福の天使が第二の功績を為した とも， 自由決定力を行使した とも言わない.

仮に， この分離 とし、う第二の瞬間において， 歪福の天使には単に希望に留まる意志の

働きがあった としても， それが自由決定力を行使しなかった結果だった とすれば， 別の

不都合が生じる. 自由決定力を行使しない という判断なしに， 天使が自由決定力を行使

しなかったのだ とすれば， それは神 という超自然本性的能動者の恩箆の助けによる結果

か， 或いは天使の意志の欠陥による結果であろう.

後者の場合は反駁され得る. というのも， 第一の瞬間において既に自然本性 として完
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成された者が次の瞬間において意志の働きに欠陥を持つ こ とは有り得ないからである.

前者の場合も， 至福の天使が恩寵によって， 判断なしに自由決定力を行使しなかった と

すれば， 恩寵において差別があった こ とになり， 神は結局， 悪魔が罪を犯すように創造

した こ とになる. また， 自由決定力の行伎の結果が罪になるのだから， 自由決定力が賞

罰の根拠ではなく， 知性的存在者に必要不可欠な善でもなくなってしまう.

従って， 至福の天使も何らかの選択をしたのでなければならない. そして， その場合

の選択は， 悪魔の選択 とは区別されなければならない.

そのような自由決定力の働きがある とすれば， 自由決定力， 或いはその行使が特定の

普 として自由決定力の対象 となった場合である. つまり， 自由決定力が可能か否かが自

由i決定力の対象 となる場合である. この自由決定力を措定する こ とが許されるならば，

至福の天使は自由決定力を行使するべきではない という判断があり， 終局的至福の獲得

に自由決定力を行使しない こ とを選択したのである. だから， た とえ希望に留まる意志

の働き自体は受動的で、あっても， 希望 という意志の働きは自由決定力 という能動的な意

志の働きの結果である. また， トマスがこの第二の働き としての自由決定力について功

績を言及しなかった理由も明白である. 第二の自由決定力 の 働き の結果は功績ではな

く， 終局的至福の享受であり， 功績の終駕だからである.

人間の場合， 至福者が「希望 としての至福」或いは「至福への希望J2日 という状態に

あるように， 至福の天使も希望へ と自由決定力を秩序付けたので、ある. 逆に悪魔は希望

へ と自由決定力を秩序付けるという判断白体がない.

上記の結論によって， 何故， 第一の自由決定力の働きによる功績の後， ある天使は罪

を犯す こ とが出来たのかも， ある程度明確になる. 第二の{動きにおける自由決定力は，

究極的至福に値する功績の後に可能な自由決定力である. 第一の働きにおける自由決定

力は第二の働きにおける自由決定力の前提である. また， この二つの自由決定力の内容

は異なっている. 第一の自由決定力は究極目的へのてだてが対象であり， 第二の自由決

定力では究極目的の獲得の仕方に関わっている. だから， 最初の功績の後であっても罪

を犯し得た.

しかしながら， 第二の働き としての自由決定力の判断の差異の原因を更に探究する こ

とはおそらく不可能である. 判断の差異の原因は判断する者の主体的な何かである. 各

々の天使の自然、本位の差異や恩寵の差異に原因を求める こ とは出来ない. そして， これ
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らについて何の啓示もない以上， 探究する手段もないように思える.

E 後 記

このような考察で天使の創造の最初の瞬間における自由決定力の全てが明白になった

と思っていないこ とを付け加えて置きたい. というのも， そもそも， 天使は創造された

瞬間に自由な行為に出るこ とが可能であったかどうかをトマスは断定していないからで

ある.

仮にこれまでの考察が正しい としても， 何故， トマスはこれらの自由決定力について

明確な言及をしなかったのか， という疑問は未解決のまま留まっている. r分離実体論」

が完成されていれば， 何らかの言及が あったのかもしれない. 或いは， それらについ

て， トマスは「問うべきではなし、」 と判断を下していたのかもしれない. この間L、は.

分離後の天使の自由決定力に係わる問題 と共に今後の課題である.
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