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聖トマスの功徳論

一一- Summa Theologica I-ll， Q. 114 a.l-a.6 一一

印 具 徹

宗教改革者ルターは， 全力をあげて， 人が神の御前に於いて 義 とされる

ためには， ただ信仰「のみ」が必要であること (So la -fi de s -le hr めを主張

しつつ， 所謂「善行によって人は神の義に到達し得るJ という当時のカト

リッグ教会の教えと戦ったのである。 ルターがこの様な主張をなすに至っ

た背後には， 彼が要求されるところのあらゆる普行を勤め， 肉体のあらゆ

る困苦に壌え， t冥想、と祈轄と読書に耽り，望号約以kの業を完うしたにもか

かわらず， 遂に神の義に到達し得なかったのみでなく， か えって益々神か

ら遠 ざかり， 神の愛を見失い， 不安と恐怖のどん底へ転落したという彼の

余りにも真剣な，而してνたましい体験があったことを見落しではならない。

ルターは， 実にかかる自己の体験にもとづいて， 従って単に観念的にで

はなく， 言わば生命がけで「ただ信仰「のみ』によって義とされるJ(So la fi

de justifica mur)と， この「のみJ ( s o la)を強調せざるを得なかったので

ある。 故に， このSοla は， 1"業による成雫J (W er khei li gkeit)の強い否

定を内含しているところの， ルタ{にとって極めて重大な言葉であったと

言わ ざるを得ない。 市して， このS o la fi de の主張は， たしかに， 中世末

期のいわゆる1"(公金募集のための) ;説教家J (Quae stor )などが人々に

公益事業への寄附は罪の赦しに役立つかの如き安易な考えを与えていたこ

とを，又，特にマグデプルグ地方に於L、て苦イ1".の司教アルプレヒトがドミニ

コ修道会のテッツェル CJo hann Tet ze1) を通してnn宥を説教させ乱発さ



明トマスの功徳論 19 
(2) 

れた瞭宥の小勅書を商根たくましくう是正りさばいていたことから生じた恐る

べきW erkheil igk eit の思想を否定するために極めて必要で、あったと言わ

ねばならないであろ う。

ところで， ルタ ーの So la f id e  just if icamu r は， 13世紀の神学者トマ

ス・ アクイナス( Thomas von Aqu in ) に於いてみられる「功徳論J (D e 

Merito )と全く相脊れぬものであろうか。 又， 聖トマスの「功徳論」は，

中世末期の所謂W erkh eil igk eit の思想に相通ずるものであろうか。

EE!トマスは， {皮の主著「干l\l?;・大全J ( Summa Th eo log ica，1 3_ n ae， Q. 

114 a. 1.・h・'a . 10)に於いて， r功徳諭J ( D e Merito ) を展開す る に 当

り， 彼が考察しようとしている「功徳J (m er itum)は， r協力的思寵の作

用であるところの功徳j (m er itum ， quo d est eff ectus  g ra t ia e  c ∞p eran t is)で

あることを明らかにしている。 ところで、，r協力的恩寵J (g rat ia c ∞p eran s) 

は， 人間を:古懲十る椋に京!ド決するととろの ， r能動的思寵J (g rat ia op era 

n s)と現実的には同一で， それは先ず外から働きかけると共に， 又人間の

内に入って人間の門fI=J ;8;t，を内か九日揚する「神の助けJ (au xil ium D ei) 

である故に， かかる恩寵の「作用J としての「功徳」 は， 生れ乍らの， 従

って，r原罪J ( Pec catum o r ig in al e)を担った自然的人間のもつ単なる自由
(5) 

意士、， IlPち， r徳、への傾向lに於いてその力が「半減されているjところ

の「病める意志jによる業ではない。

ところで， 型トマスが， rスンマJ (Summa Th eo log ica )に於いて， こ

の様な「功徳」論を主張しよ うとする所以 は， 罪によって其の力が「半減

されている」とはい え， 聖アンセルムスが述べる如く「無力そもつJ ( im 

pot en t iam hab erりまでに全く喧落して仕舞ったのではなく， まだ「徳へ

の才能J Chab il ita s  ad v irtu t em )としての「本性の善J (bonum natu ra e)を

幾分保持している人間の白m意志を認め， との意志との関係に於いて， 人
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格的な神の働きとしての恩寵のほかに， 更に深く人間の内に入り込む実体

的な贈物としての回、寵を考えたからであるとい うことが出来る。

聖トマスの此の実体的な贈物としての恩寵とい う思想は， アリスト テレ

スの考 え方を取り入れつつ型アウグスチヌスなどに学んでいた彼が， 非常

な喜びをもって所謂 r)主閥的!思、i寵J (g rat ia infus a)として取りあげたもの

で， 人間の弱くされている白rlnむ志を，内から強く高揚し，力あるものとす

るこの恩寵が， 必然的に「功徳J 諭 を情成するに至るのは当然である。 而

して， í功徳J li命の*張によって， 新約司111!?:のrj1にぞかなからず実際に見山

されるところの， 所謂「わざJ G:prOlJ乃主 rrpât;l':;等， 其の他これに相
(7) 

当する言葉〕を型卜マスは無理なく解明出来ると信じたに相違ない。

我々は， 型トマスが「功徳、」を問題として取り上げるにヨり， 彼の「意

志、論」との関係に於いて， í注賜的思寵J (g rat ia infus a) を 中心とし

て論じたことを述べた。 市して， 聖トマスとは 相違したところの， ，-] 

わばァγセルムス的とも吉 うべき， 原罪による人間の全開落説のf:に立つ

意志諭をとくルタ{は， あらゆる意味で、外的な行為が所謂「功徳jとして

神の前に役立つことを否定した。 否， 寧ろ彼は， 何らかの意味で「義認j

に於いて「行為jに頼ろ うとする人聞の心的態度を憎み， í功徳」 という

歴史的な思想そのもの を排除しよ うと試みた。 かくして， ルタ ーは， 声を

大にして， 所謂「功徳とい うよ うな人間的努力に頼る限りは， 魂は到底義
(8) 

とせられずキリストの踊いと救いとは完うされず神の恵みは空しくなる」

ととを主張したのである。 しかし， 聖トマスは， 義とせられるために「功

徳J を問題にしているので あ ろ う か。 叉， 聖トマスの主張する「功徳J

は， ただ所謂「人間的努力」であると解して， 果してそれで充分で、あろう

か。 我々は， こ うしたことを， 彼の「功徳J諭から直接聞かね ば な ら な

い。 而して， í功徳」論は 10章に分けて論じられている。 我々は， その

各章 (特にここで は 1章から6章まで〕に問いかけ乍ら， 所謂「トマス的

功徳」の意味を明らかにし， 最初に提起した問題， 即ち， íトマス的功徳l
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は，Sola fide諭と全く相容れぬものか， 或は叉，Wer kheili gkeit 論と相通

ずるものかを論じたいと思う。

目

聖トマスは， 1"功徳;Ú�i}J tn 1 ì;1に於いて， r-神の御前に於ける人間の功徳
(9) 

は， 神的秩序の前提によるので な い な ら， 存在し得ない!と述べている

が， この主張の背後には， 神と人間との聞に存在する[最大の不同一性」

(maxima inaequali tas)という思想， 即ら， 1"神と人間とは無限に隔たっ
(10) 

ていて， 人↑[\Jのもっている総べての持は神から来ている」という保信があ

るということを忘れてはならない。 当日トマスは， し、か与るときにも神と人

間との間に何らの述統性をも認めることがiiけとず， r ly:tも!'l然物が， 神に
(11) 

より定められている方向へと， その出肋乃モ行為により到達する」如く，

人間は科1によるのでなければ， よき方向へ進むことも， よきものをもつこ

とも出来ないと与えていたのである。 この考えは， 彼の生涯を週じて最も

基本的なものであった。 この限りに於いて， 彼は， 型アンセルムスとも型

アウグスチススとも， 吏には19i.徒パウロとも1'fh!1lずる立場にあったとt-iえ

る。 だが， 勿治虫トマスは， í人IiIJは1'llJによるのでふければ」と， 述べつ

つ， しかも同11与に人IUJを「臼然物J (res natur叫is )からK別して， 人mJは

「理性的被造者J (cre at ura rationalis)であると規定し， r自分白身を白由

意志、によって行為へと動かす」ものであると述べている。 このことは， 型

トマスにとってさきにも述べた如く， 型i!?のあちらこちらに比/1\されると

ころの， 1"実際のおこないに応じてJ (マタイ伝 16・27)とか， rそれぞれ

のしわざに応じてJ (ヨハネ黙示録22・ 12 ) とかの型旬を正しく説明する

ために重大なことがらであった。 しかし ， このことは， r神によるのでな

ければjという'1\:と矛川ーするのではない。{íiJ JI(x:なら生れ乍らの什然I'I'�人間

が， 本来もっているl_;j 11)立志によって， 所謂「よきおこないJを端的にな

し得るとするなら， これは型トマスの最も基本的な考えと矛盾すると託わ
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ざるを得ないからである。 そこに問姐となるのが思寵である。 彼 は， 第2

主主でそのことを論じている。 即ち， 型トマスは， ここで「壊敗した本性の

状態J (s t a tus naturae corrup t ae) をもっ人間について論じ， かかる人111j

は， rある神の不興J (quaed am Dei offens a)である「罪J (p巴ccatum)に

よって永遠の生命から排除されている故に， I恩寵によって生ずると こ ろ

の， 罪の赦しにより， 先ず，神と和解させられるのでないならJ (， nisi pri us 

Deo reconcil ie tur， dimiss o pecc ato， quod fi t per gratiam.)決して永遠の生

命を与えられ得ないと述べている。 実際， 非人には， ロマ者:6 î主2 3節が

明らかに示している如く， 生命が与えられないで、死が報いられるのは当然

である。 しかし， jllJiillは， た だ「十lドとの手I�WPJ といウことで解決するので

はない。 日flら， tこだ神と!恩寵によって和解すれば， 永遠の生命はさ程困難

なく人!日lにやがて与えられるとはJfえられ広い の で あ る。 そのこと は，

聖トマスが， [IfJじく第222で， I!IHを犯す以前のア夕、、ムの中にあった様な

無抗な本性の状態J (: unus quidem naturae i n te grae， qual is fui t in Adam 

ante peccatum;) に於いても， た だ人間の「純粋な自然的力に よ っ て」

(per p ura  naturalia)のみで は永遠の生命は位得f[11来ないので、あって， 思、寵

が必要で、あると論じていることにより明らかである。 型トマスは， かくし

て， I如何なる創造された本性も， 回、寵と呼ばれるところの或る起自然的

贈物が尚その上に加えられるのでないなら， 7KJ主の生命の功徳的行為の充
(13) 

分な原理で はありiせはいjと主張している。

以上の盟トマスの論述によって教えられること は， 二二:ずつコ刈σの) I-}恩芭寵一_jを，

聖 トマスはここで考考‘えていたということである。 即ち

復される恩思、寵と，功1徳 !忠Eの原理としての恩恩、寵とであるo前者は，1司 号搾R を犯す以i前ì'1而(IJ J 

のアタダ、守、ムJ (Ad am a加nt旬e p戸ec目ca以 tum町m)の[べ11に既にあつた思思、寵でで、， 創遣された

ままの純なアダムに於ける「無庇な本性の状態jを梢成するための重要な

要素であった。 而して， これは最初の人II[Jアダムの中 にIt!.I\l1されたところ
(14) 

の， 神から由来している「神の相似性J (simil i tudo D e i)である。 ところ
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で， この「神の相似性」を更に具体的に理解するために， 次のことを知ら

ねばならない。 即ち， 神によって与えられた或る超自然的なものとしての，
(15) 

「魂の本質の中に存在するJ ( qu od  si t in e s呂，entia animae )贈物は， 聖ト

マスによれば， 質料に対する形相の如く， 魂の 中に存在として注入された

「恩寵J ( gratia in fu sa)であり， それは叉「神意に適せしめる思寵J (gr -
(16) 

atia gratum facien のである。 而して， かくの如く， 人間の魂の中に宿っ

てこれを神との人格的交りの中に保つところの恵みとしての思寵は， とり

もなおさず「成聖の臣、寵J (gratia sanc ti fican s)に他ならないのであって，

これこそ「神の相似性Jである。 従って， それ故にこそ， 第ーの「罪の赦

しによる神との和解」 によって回復される恩寵は， まさに 「成型

の思寵」であるということになる。 これに対し， 後者， 日flち， ja寵一一一一

一一一一「成型の恩寵」 を与えられ 神と和解することが出来

た人間が， 更に充分な意味に於いて， r水遠の生命の功徳的行ゐ」 の主体

となるために必要な「恩寵」を， かのr}点型の恩、寵」に対して， 型トマス

が同時に考えていたことを我々は忘れてはならない。 この「恩寵」は， 繰

返し神の働きとして人間に上から， 外から与えられるi思議と呼ばれると

ころの， 或る超自然的!日物J， UIJら， r肋:JJの!恩寵J (gr ati a actuali.�めであ

る。 Ilílして， これは， 型トマスに於いて， r J!X:型の思議」 と共に重制される

べき問題であったことは五うまでもない。 実に， I助力の思寵」は， I成型

の恩寵」によって可能的に行為の主体とされた人聞が， 更に現実的に行為
(9) 

の主体とされるために必要欠くことの出米ぬ恩寵でーある。

我々が， 今これらの!恩寵， 即ち， I成主I!のjE、寵」及び[助力の恩寵」を

強く主張する聖トマスに注意をむけるとき， 彼の主張がrl1世末期jの所 謂

Wer khei li gkei t の思想と全く相違していることに気づくと共に， ルターの

所謂Sol a fide の立場と， 勿論恨本的に相1)呈しているのは事実であるが，

しかし 4般に与えられている程必ずしも全的に， 即ち， プロテスタン ト教

会に属する人々が しばしば一方が正しく他方が誤謬であると考える如く，
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そのように全く相容れぬものではないと考えられぬこともないのである。

従って， トマス的立場を最初から誤謬であると決定 して絶え ざる研究を怠

ることは， 少くとも学問的には正 しいことで はない。 我々は更に検討を続

けることに しよう。

IV 

聖トマスは， 神と人間との質的相違の信仰の上に立ち， 現実の人聞は罪

によって神から切り 離されている故 に， 1"罪の赦 しにより 先ず神と和解さ

せられる」ために 「恩寵J ( gratia infu sa)が必要であることを主張する。

しか し， 彼は， E、寵によって神と和解させられた人IllJ， 即ち， 神によって

義とされた人聞が， 神との人格的関係から切り 離されて， 単独で人生の究

極的目標である永遠の生命を， 自らの倫理的完成を通 して獲得 し得るとは

述べていない。 そうではなくて， 型トマスは， 何より も先 ず第一に， 義

認， RPち， 和解が神と人間との出会いに於ける 中心的問題であり ， 功徳の

問題は， 義認の必然的結果と して生ずる聖化に関する問題と して， これを

義認から切り 離すことなく， あくまで神との人格的関係の 中で論じようと

しているのである。

聖 トマスは， 第2章に続く第3章で， 1"人間の功徳的業は， 二様に考察

され得る(と， 答 える〕。 即ち， 第ーには， 自由意志、から出て来るもので

あり ， 第二には， 聖霊の思寵から出て来るものである」と述べている。 而

して， ここで言われている「自由意志からIUて来るもの」と しての「功徳

的業J ( opus  meri torium) と は， 第2J1主で論じられたところの義とされた

人聞の， 思寵によって内から高揚された自由意志による倫理的 「業」のこ

と であり ， それはまた当然恩寵による神との人格的関係の 中で考察されね

ばならぬ良き業である。 しか し， かかる良き業は， 1"彼の力に即 して業そ

なす人間に， 神 は彼の力の向さに従って報い給うということが相応 しいよ
(21) 

うに思われる」故に， 1"等価性」くcondi gni t as)を もたず， ただ「合宜性」
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(congruitas) をもつのみである。 かくして， I等価的功徳J ( meritum de 

condi gno )は， I聖霊の恩寵J ( gratia spiritus  sancti ) から出て来るものに

限られるのである。 何故なら， I現実に於いて我々がもっている聖霊の思

寵は， 恰も其の中に全き樹となる力がかくされているところの， その樹の

種の如く， 現実的には栄光に等しくはないが， しかし力という点で、は栄光

に等しい」からである。 まことに， 人聞に於ける功徳的業は， 右に述べた

如く， その自由意志の面ーからと， 人間の 中に恩寵によって宿っている聖霊

の面からの両面から見られるべきである。 何故なら， 人間は， I他の被造

物と比べて， 自分自身で行動するため， 任意に動く力 をもっている故に」

(，inquantum scilicet homo habet prae ceteri s creaturi s ut per se agat， vo-
(23) 

lunt arie agen s. )当然自由意志の同を無視することが出来す、， 又それのみで

は栄光への確かさが稀薄であるからである。 ところで， 型トマスは， これ

ら二つの面に閲して論述 しつつ功徳の本性について思いをよせるとき， 功

徳、の最も深い本性が結Irù r 愛J ( c arit as) であることを出摘しないではい

られなかった。

かくして， 型 トマスが I 愛 j を1+:: 4 -Ji(でrin題にするのは， I愛lの固有

な行為こそ， 永遠の生命を立にIJ足立せしめるための「神の享有J (fruitio 

Dei ) をめざす人間精神の迎動に外ならないからである。 而してまた愛の

行為は， 総べて「柑めて任意的にJ ( maxime volunt arie) なされることは

明白である。 従って， 白発的であることを其の木性とする「功徳は， 主と

して愛に帰せられるJ (，princip aliter meritum carit ati attribuitur .) 訳であ

る。 それ故に， かりに「信仰の行為J ( fidei actus)であっても， もしそれ

が[愛によって働くJ ("per dilcctionem operetur" ) のでないなら， その
(2パ)

行為は功徳的ではないことになる。 しかし， 勿 論， I愛の行為」の原因は
(25) 

恩寵である。i�Ý.に， IRトマスにあっては， いかなる意味に於いても思寵な

しに功徳的業が千{ {I:しうるとは号えられていないのである。 ここで， 我々

は， 聖トマスの， I神は， 価値を認め給うのでないなら， 思、寵を与え給わ
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ないと百うべきである。 しかし， 勿 論， iは初に彼らが価値あるものになる

のではなく， 11けがれた種であるものを清くしうる唯一人でいますJl (ヨブ

記14・ 4)ところの神自らが， 恩寵によって， 彼等を価値あるものにし給

うのである」との言葉をよく味うべきであろう。

市して， これによって解る如く， 人聞は， 1"成聖の思寵」により，先ず可

能的に真に善き業をなしうる価値ある主体とされ， 更に「助力の思寵」に

よって現実的に良き業をなしうることが解るのであるが， そこに於ける人

間の意志的行為は， 既に述 べた如く， 所詮「合宜性」をもつに過ぎないの

であって， 人間はいかなるときにも「謙遜J ( humi litas) たらざるを得な

いのである。 かくして如何なる人間の意志的行為も， 常にただ「合宜的功

徳J (meritum d巴 con gr uo)をもって他のために紋初の思寵を獲得し得る
(27) 

に過ぎないことを， 忘れては な ら な い。 而して， ただ「キリスト」のみ

が， 1"等価的功徳J ( meri tum de condi gno)をもって， 他のために最初の

恩寵を獲得することが出来るのである。 誠に， 1"キリストの魂は， 彼が教

会の頭であり， 人間の救の作者である限り， ただ自ら永遠の生命の光栄に

達するのみでなく， 又他の者をその光栄へ導くことが出来るくらいによく

神から恩寵により動かされている」のである。 そのことは， 型トマス白身

が引肘している如く， 1"へフマルc!;. 2 J'主 10節Jからみても明白なことであろ

つ。

聖トマスは， 1"キリスト」のみの外は， し、かなる人間の業も， たとえそ

ーセやサムエルの如き大功績も， 他の人のために最初の思寵を I 等価的」

に獲得するほどの力はなく， たかだか「合1的功徳」としての意味しかも

っていなし、ことを繰り返えし述 べているが， しかも其の人間の業が何らか

の意味でともかくも功徳的意味をもちうるためには， j恩寵をあくまでも前

提としなければならないことを彼は強く主張している。 [ 何故なら， 功徳

の根拠は， 神のja寵の働きーその働きは， 非の結果によって妨げられるの
(29) 

であるがーに依存しているから」である。
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V 

我々はここで (尚， 1"功徳」論7章から1 0$:までを残しているが〉一応

最初に提起した間いに答えることにしたい。 既に， 目の終りで一言した如

く， トマス的功徳論は， 中世末期に於いて見られた所謂We rkheili gkeit

の思想と異なり， 徹頭徹尾「恩寵」を主張し， 恩寵に於いて成り立つもの

で， テルツリアヌス以来の西方基督教に於ける 中心課題 で あ っ た「救極

論J (Soter io logie) 中の重大なー問題についての古典的論述 であると言え

る。 今日のカ トリック教会が， この「功徳」論に多く学んで、いることは言

うまでもないことだろう。

ところで， ノレターが， 1"キリス ト者は信仰だけで充分であり， 義とされ

るのにいかなる行いをも要しない」と述 べて， 義とされるために「行い」

の必要をとく当時のカトリック教会を批判したことは， それ自身としては

正しかったとしても， その批判の対象となったものは必ずしも所謂[ トマ

ス的功徳諭」そのもので、はなかったことを我々は否定すること が 出 来 な

い。 勿論， トマス的功11m.論に於ける人rmの怠志についての，目、恕は， ルタ ー

のそれとは非'出に相違してし、る。 たしかに虫トマスは， I"�IIが全的に本性

的善を破りうる」とは決して考えていないので， そのことが所謂「注)!易的

思寵J ( g ratia infusa)の思想、と結びついて彼の「功徳」論の土台となって

L、ることを思うとき， かかる土台のすえようのないルターの考えと聖 トマ

スの考えとを比べること白体既に無暴であるとすら思える。 だが， 1"ただ
(32) 

信仰によって」義とされた人間が， それ故にこそ自由をもって絶えず神と

の人格的な交りの1+1 にありつつ， 型霊に導かれ， キリス トの愛 に迫ら れ

て， 決してそれによって義とされるためにではなく， しかし神の聖意をま

っとうするために古びをもって自らも身体的に「普き行いJ (bona ope ra) 

をなすに至ることを思うとき， しかもそのことがルターに於いてもやはり

大切なことである限り， ルタ ー的見解と， 1"功徳論」 をたてる所謂トマス
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的見解とは， 互に異質的でありつつ， しかもそれらは共にそれぞれの立場

で現実に於ける正しい在り方を追求しているものであると考えられるので

ある。

ルターは， 1善い行為が善い人をつくるのではなくて， 善い人が善い行

為をなすJ (B ona opera non faciun t bonum virum， sed bonus vir faci t 

bona opera. )と述べ， 又「悪い行為が悪い人をつくるのではなくて， 悪い

人が悪い行為をなすJ ( mala opera non faciun t malum virum， sed malus 
(34) 

vir faci t mala opera.)と語り， この二つの命題が共に真実であることを

主張して， いかなるときにも先ず「人間」が「告き人格J (bona persona) 

でなければならぬと討っている。 而して， この「善き人格」と， 聖トマス

に於ける， かのli主賜的恩寵J ( gratia inf us a)によって可能的に善い行為

の主体とされた人間とは， 確かに相違しつつ， しかも共に所謂「宗教的人

間」として互に相通ずるところがあるのではなかろうか。

昨年(1959年〉の夏， フランス のル・ ペック・ へルウ ィ ン(Le Bec 
(35) 

He llouin)で'fl司かれたI ntem ationaler A nsel misc her Kongress に於いて，

オーストリアの]es uiten Kol le ge Inns bruck の教授 Daoust は， 1中世紀

にはーそして同H与にキリスト教の歴史全体を通じても;よえることであるが

一， 常に二つの目、惟方法(Denkweise)が見出される」と述 べたが， ルタ

ー的「善き人間lと， トマス的「注賜的恩寵をもっ人間」とは， それぞ、れ

異なった立場で、異った思惟方法にもとづき号えられた二つの基督教的人間

で， 互に相違しつつ， しかも互に相通じ台ったところをもっ所謂「宗教的

人間」なのである。 従って， かかる考え方によると， 少くとも学IUl的には

何れが正しく， 何れが誤謬であるとは言えない訳である。

トマス的功徳論は，1行為」によって救われることを教えるところの，かの

中世末期の誤れる思想，即ち，所謂Wer kheilig keit とは全く相違し て い る

が， しかしSola fide justi ficamur を主張しつつ， bona pers ona とされた

人間の bona opera を説くルター的思想、とは互に相違しつつ， しかも互に
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全く相容れぬとは必ずしも言えぬのである。

後記・功徳論の16章」までに止めたので7 この小論文は未完である。 しか

し， 今日， )iJî謂口kumenische Bewegung の盛んなるとき， もし何らか

の意味で， この貧しい小論文が意味をもちうるなら幸甚である。

尚， 1介宜的功徳をもって， 人は， 他の人のために， 段初の思、寵を獲

得することが出来るJ (第6 I;'i:)という型トマスの主阪につし、ては，

後11 �:'�を夏めてIll-きたいと忠、っている。
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(10) : in infinitum enim distant， ct totum quod est hominis t旧num， est a D却.

(S. T. 1 -1I， Q. 114 a. 1 )  

(11) Sicut etiam res naturales hoc consequl1ntur per suos motus et operationes， 
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(S. T. 1 -1I， Q. 114 a. 1 ) 

(13) Et inde est quod nl1l1a natura cr四ta est sufficiens principium actl1S merit. 

orii vitae aetcrnae， nisi superaddatur aliql10d supernaturale donum， ql10d gr

atia dicitl1r. 

(14) Manifestl1m est autem， quod in homine invenitur aliql1a Dei similitudo， qu

ae deducitur a Deo sicut ab exemplari; (S. T. 1， Q. 93 a. 1 )  

(1司S. T. 1 - 1I， Q. 110， a.4 

(1骨Quaestiones Disputatae， Q. xxvn， a. 1 (de vcritate)…， et hoc donum 
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(1司S. T. m Q. 2 a. 10 ad 1; Q. 3 a. 4 ad 3 

(1明 「宗教研究J (11本宗教学会編〉第145号ーのtfH論・「収トマスに於ける!日立

と1'1IÍl意志、について」参照。

白骨 EcspcJndeo dicendum quod opus meritoril1Ol hominis dl1pliciter cü:1sidcrari 

potest : uno modo， secundum quod procedit ex libero arbitrio ; alio mα10， 

secundum quod procedit ex gratia Spir削s Sancti. (S. T. 1 -- J1 Q. 1H 

a. 3 )  

担1) videtur enim congruum ut homini operanti secundum suam virtl1t刊1， De-

us recompenset secundum excellentiam suae virtutis. (S. T. 1 -- rr， Q. 114 
a. 3 )  

凶 …gratia Spiritus Sancti q回m in praesenti habemus， etsi non sit aequalis 

gloriae in actu， est tamen aequalis in virtute : sicut et semen arborum， 

in q110 est virtus ad totam arborem. (S. T. 1 - JI， Q. 114 a. 3 ad. 3 )  

白3) S .  T. 1 -1I， Q. 114 a. 4 

担司 S. T. I--JI， Q. 114 a. 4 ad. 3 

凶 S. T. I-JI， Q. 114 a. 5 

凶 S. T. 1 -- JI， Q. 114 a. 5 ad. 2 

白司 S. T. 1 --lL Q. 114 a. 6 

白S Sed anima Christi mota est a D巴o pcr耳ratiam non solum l1t ipse perven司

iret ad gloriam vit町aeternae， sed ctiam l1t alios in eam adduceret. inqu-
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antum est caput Ecc1esiae et auctor salutis humanae; (S. T. 1 - II， Q. 

114 a. 6) 
倒 S. T. 1 -II， Q. 114 a. 7 

側 M. Luther : De libertate Christiana. a. 10 

�1) S. T. 1 -II， Q. 85 a. 2 

倒 M. Luther : De libertate Christiana， a. 5 -a. 11 

闘 M. Luther : De libertate Christiana， a. 20-21 

凶 M. Ll1ther :民libertate Christiana， a. 23 

附 1959年7月7日から1211まで， フランスのLe Bec-Hellol1in にあるABB.

AYE NOTRE-DAME DU BECに方5いて聞かれたところの， ?lqアンセル

ムス(1033"'1109)の死後850年を記念、した学会である。


