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トマスにbける倫理的善の観念

手市 垣 良 典

トマス・ アクイナスにおける善の観念、について考える際にすぐ頭にうか

ぶのは， かれが多くの機会に繰返している「苦と存花とは置換えられる」

という公叩である。 この公出の意味はどのように解すべきであろうか。 さ

しあたってその意味の一つは， 善は， 紋もl列白でありそれ白身によって知

られる存在と並んで， われわれが持っている諸観念のうち最も根元的かつ

包括的で明白なものに属する， ということであろう。 このようにトマスに

よると， 持の観念、はわれわれによって直接的に把えられる明自ら、ものであ

るから， それを他のより明白な観念、によって説明したり規定したりするこ

とは不可能である。 さらに善の観念は， われわれの経験にはいってくる存

在をそれ向身においてではなく， われわれの欲求との関係において把える

ことによって形成される。 もともと善なるものは欲求の対象であって認識

の対象ではない。 われわれが認識する善は， 善であるかぎりにおいての習

ではなく， むしろ真という側面(rati o) の下に把えられた善である。 上の

ようなことは善という観念の解明の悶難さを示すものであり， 蕎の不可定

義性という主張は， 定義という言葉に関する末梢的な問題をこえて， 充分

な根拠を持つものなのである。

ととろで， 存千Eするものは斉である， といえるとしても， あるものはそ

れが存花するということだけで全く普であるとはいえない。 すなわち， 善

には段階があり， ある告は存{Eと[丙換えることができないのではないか，
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と考えられる。 トマスによると， われわれの経験の領域に関するかぎり，

端的な意味で、の存在(実体的存住〉 は端的な意味での善と置換えることは

できない。 ところで， あらゆる行為が， ただそれが存在するとの理由で倫

理的に善だとされるのではないから， 倫理的苦は右の端的な意味での善に

属する。 したがって倫眼的持の解明の為には， 存在と置換されるものとし

ての追と， 存在とほ換されないものとしての善との聞のほ]係を明らかにし

なければならない。 換苛すれば， 存在と置換される善について語る場合に

は， 善が限定された;吉、味での存在のー側面として把えられているのに対し

て， 存在と置換されない善という場合には， 善は存在によって獲得され，

実現さるべきものとして把えられている。 倫理的善の観念、の解 明 の 為 に

は， 主のような差の二つの把え力の問の区別と関係とを明らかにしなけれ

ばならない。

つぎに上の思弁i切ないし形|市l二学的なみ把振と並んで， われわれの現実

の実践において把握され欲求されている倫理的善はいかなるものであるか

を解明しなければならない。 トマスによると， 思弁の領域においてその第

一の原国として， 品もr�Jr守かつ確定にJ巴保される存在の観念があるように

(および存在のjWll可としてのー， r!， .�ん などの観念 )， 実践の領域にお

いてもその第一原珂ーともいうべきものとして， 最も確実で不動的な善の欲

求がある。 これは欲求せざるをえない倫理的苦であって， 他のすべての倫

理的善の選択， 欲求はそれに基-5いてなされるのである。 この実践の第一

原理は思弁的第一原坦と無関係ではないが， この二者の聞には区別があり，

後者からi氏ちに前者を浮きrtllすことは不可能である。 従来のトマス解 釈は

この点を充分 に明らかにしていないように思う。 この実践的に把握された

倫理的善は， 1"欲求すべきことJ 1"為すべきこと」 として規定できるにとど

まるが， その追求， 実現にあたって不可避的に要求されることがらはいく

つかの提の形で表現される。 これが自然法の根木的な提に他ならない。

さらに倫理的普の概念、の規定， 倫理的命題の解 釈をめぐる現代の論争に
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おいては， 上のような警の思弁的， 形而上学的把握と実践的把握との混同

が見出されるように思う。 右の問題については様々の立場から解決が試み

られたにもかかわらず， 現在はほとんど行きづまりの状態にある。 われわ

れの立場はこの問題に対してより整介的な;;>í明を与えうるように思う。

ここで倫E照的持の問題に対するトマスのアプローチが強い経験的側面を

持つことを指摘しておこう。 かれの干f{E把j)初�n料的， 感覚的なものの経

験的把握ーに基づくものであったように， その倫理的常把握も具体的な事柄

に即したものである。 このことは以下の叙述によって明らかになる筈であ

るが， ここでは善観念、の類比性なるものも， 只体的な蕎把握との関係にお

いてのみ意味を持ってくることをー古しよう。

多少わき道にそれるようであるが， 問題の所有:をはっきりさ せ る為，

G .E ・ ムーアが「倫理学原理」 の中で展開している， 訴が定義不可能で
q日

あるとの主張を検討してみよう。 かれの議論はつぎのような三段論法の形

になおすことができる。 「すべて定義可能江ものは複合的なもので あ るコ

需は複介的なものではない。 したがって常は定義可能ではない。l

大前提はムーアが亘の定義なるものについて持っている考を述べたもの

にすぎぬ。 すなわちかれによると， 真の定義とは単なる名辞的な定義もし

くはある言葉の慣用を示すような定義ではなく， 何らかの全体を常に構成

する部分 がどのようなものであり， またそれらの部丹が相互にどのような

関係に立っかを記述するものである。 換吉すれば， かれによると， 買の定

義とは分 析的定義にほかならぬ。 したがってこの立場においては， 定義は

複合的なものについてのみ可能であるととが明らかである。

小前提は知覚ないし直観の事実を述べたものである。 かれによると， 善

は， たとえば黄色のごときものと同じく， われわれが自らの経験内容を分

析しつくした時に到達する単純な観念であって， それを更に分 析したり，
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もしくは他の観念によって置換えることは不可能である。 問題はこのよう

な名辞によって指示されているものを知覚するかしないかであり， その知

覚を有しない者に何らかの説明によってこの観念、を獲得させることは不可

能である。 ムーアによると， 普通に善の定義と呼ばれているものは， 実は

「善いものJ ， すなわち警という性質を備えているものが持っている他の何

らかの特性 たとえば快楽のようなものーを善と同 一視するものである。
ω 

このような虚偽をかれは臼然論的虚偽(Nat uralis tic Fallacy)と呼んでいる。
ω 

上のムーアの議論に対しては様々の批判がなされているが， ここではそ

れらを検討することはやめて， かれの一善の定義不可能性の主張の真意を探

りたい。

第一にかれが強調しているのは普の究極的単純性と独自性である。 すな

わち， あらゆる倫理的な命題や推論は， 究極においてなんらかの最も隈元

的な斉の観念、を予想し， この誇の観念そのものはいかなる他のものによっ

ても説明できない， との主張がなされている。 第二に， かれが善と他の何

ちかの特性との同一視の虚偽を臼然論的と呼んでいることの意味を考えよ

う。 すなわち， ムーアは;ちはcJI二円然的な対象 ( no n- nat ural obj伎のである

と考えているから， それが何らかの白然的な対象と同 一視される時， その

虚偽は特に自然論的虚偽と呼ばれるにふさわしいものとなる。 ムーアにお

ける自然的対象と非白然的対象との間の区別については色々の問題がある

が， それには立入らないでその解釈についての一つの考え方を述べよう。

まずムーア自身， 上のような虚偽が犯される場合には， 警についての定義

や命題は倫照的性格を失って， tì1なる臼然的， 心理的事実を記述する命題

にすぎないものになると与えている。 ここからして， かれは善という単純

性質の把握においては， 黄色とか快楽といった， まったく客観的な事実の

把握の場合とは異った事情が見/[出れると考えている， と解 釈できょう。

前者の特異性はつぎのように説明できると思う。 すなわち， 通常の認識は

対象と認識能力との関係によって成立するのに対して， 善というものは対
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象と欲求能力との関係からして成立するものであり， かくして成立したも
む司

のが反省的に把握されることによって善の観念が形成されるのである。 こ

のように善は， 対象のうちにおいて直接に認識される側面ではなく， 欲求

関係によって成立する (もしくは対象がそれを持つことが明ら か に さ れ

る){l!IJ面であるから， それがしばしば主観的なものと解され， あるいはま

ったく認識の対象となるものではなく， 主体的態度はいし↑前者の表現にす

ぎない， とされていることにはかなりの根拠がある。 ムーアにおける善の

非自然的性格の主張は， 右のような善把握の特異性を指摘するものである
ω 

かぎりにおいて正しい。

しかしながら， かれは善の形而上学的ないし思弁的把握と実践的把握の

区別を明らかにしていず， このため警の不可定義性についてのかれの主張

に混乱が生じているように思われる。 つぎにこのことと関連して， 思弁の

領域においては存在が最も明白かっそれ自体において把握されるものであ

る限りにおいて， 者も存在の観点から何らかの規定が可能であることを明

らかにしていない。 さらにかれは善観念の類比性についての把握を欠いて

いるように思う。 たしかにかれが指摘するように， 需の観念 は動物， 人

間， 机， 等の観念、のように複合的な観念ではない。 ところでこれらの普遍

的観念は木質的に同義的観念、であって， それらを指示する名辞は常に厳密

に同 ーの意味で使用される。 したがってそれらについての厳密な規定ない

し定義が可能で、ある。 しかるに， 蕎の観念はより根元 的であり， 単純であ

るが， 同時にそれは同義的ではなく類比的な観念である。 すなわち善とい

う名辞が用いられる様々の場合において， その意味は全く同 一なのではな

い。 たとえばある道具をよいといい， 景色をよいと評し， ある者をよい職

人であるといい， ある人聞を人間としてよいと判断する時， Iよい」 とい

う名辞は厳官に同ーの意味で、は使用されていない。 しかしその意味は全く

異なっているのでもなく， 同 一の名辞の使用を正当化するに足る， 意味の

共通性も見出されるのであり， この意味で斡の観念、は類比的なのである。
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との限りにおいて慈の観念の分析は可能なのであり， ムーアの善の不可定
側

義性の主張には何らかの制限を付しなければならないと与えられる。

田川出

まずトマスは存在と置換えられるような善の観念、をどのように解明して

いるか。 かれによると， われわれの知 性によって最初に把偏されるもので

あり， われわれが認識しうるもののうちでは最も明白であり( notiss im um) ， 
倍。

他のあらゆる観念、がそれに還元されるものは存在である。 ここで卜マスが

抽象的な存在の観念、をJ5争えているのでないことに注意しよう。 かれがいう

存在とは， われわれが共体的に何かを認ぷするとき， 知 性によって最も直

接的な仕方で把えられ12定されているところのもの(それはあまりにも明

白なものなので多くの場合明確/汝反省はら;されていないのであるが〉にほ
(21) 

かならない。 ここからして， 他のあらゆる観念一一普もふくめてーは，

存在になんらかの規定を加えることによって形成される。 もちろん存在は

まったく包括的であって， 存1fにとって外的なものはないから， 例えば�Þî

に種差を， 実体に仙性を付加するような仕方で， 存在のうちに予めふくま

れていない外1'1)'.]iなものを存在にíJiJrlすることはできない。 しかし仔伐に対

しては， I存在jという名辞によっては表現されていない(しかし存庄のう

ちに含まれている〉 存在の側面( mod us entiめを表現するような述語を付

加することができる。 詩とはまさにそのような仕方で、存在に何かが付加さ

れたものである。 すなわちトマスによると， われわれが有する観念のう、ら

で， 絶対的にいって紋も明白で似源的なものが存{fである以上， �lffrの思弁

的把恒は何らかの仕方で存配iこ)l�づくものでなければならないのである。

では善は存在のどのような1J1IJI厄であり， またどのようにしてわれわれに

あらわにされるのであるか。 トマスによると， �ちとは存{Eの欲求能力に対

する適介をH'íして名付けたものにほかな ら伝い (c onvenientiam entis ad 
ω 

appetit um exprimit hoc nomen b onum)。 すなわち， 存{Eはそれが欲 求 の
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対象となり， 欲求運動の終極(termi nus )となるとき， その一つの側面を
� 

あらわにするのであり， それが知 性によって善として把えられるのである。

したがって善の本質( rati ob oni)は， あるものが可欲求的であること(qu-
(25) 

od aliquid s it appetibile ) にほカ〉ならない。 トマスカミくりかえしアリスト

テレスを引用してのべるように， 善とはすべてのものが欲求するところの

ものであり， 換言すれば， 欲求されるところのものは何でも善の木質を有
闘

するのである。

ところで上にのベたように， 存在はそれが欲求されるかぎりにおいて善

と名付けられるが， 存在が欲求の対象となることはいかに説明されるか。

まず欲求は常に欲求者の自己完成をめざしてなされる。 すなわち， あら

ゆる働きはその主体が欠いているもの， 未だ有しないものの獲得に向うも

のであり， その意味で自らの完全性の追求にほかならない。 したが って欲

求の対象は常に欲求者を完成するという側面， ないし完全性の側面( rati o
的

perfecti onis )を有する。

ところであるものは現実態にあるかぎりにおいて完全である。 なぜなら

可能態とはまさにあるものが自らの完全性をいまだ実現していないという

ことを意味するのであり， その完全性を実現してゆくに応じて現実態へと
側

進むのであるから。

しかるにトマスによると第一の現実態は実存(esse) である。 なぜなら，

あるものを全くの可能態すなわち非有から現実態へともたらすのは実存に
(29) 

ほかならないから。

ところですべての存在は実存という現実態を有するかぎりにおいて存在

である。 したがってすべての存在は， 存在するかぎりにおいて 完 全 で あ

り， 可欲求的であり， したがって善の木質を有する。 ここからして「善は

存在と置換えられる」との公理が成立する。 このように存在は， それが欲

求の対象となり， 欲求者に完全性を与える(perfecti vum)ものとして見ら

れるとき， 善と名付けられるのである。
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IV 

トマスによると， 義と並んで良Cv erum) も存在をなんらかの完全性と
(30) 

して把えたものである。 ところで上にのベたように， 警の木質は， 欲求者

を完成するということに存するのであるが， それは真が認識者を完成する

仕方と比較することによって， 更に明らかにすることができる。

あるものが認識されるとき， そのものは何らかの仕方で認識者のうちに

存在し， この現存によって認識者を完成する〈可能的に認識する者を， 現

実に認識する者たらしめることによって〉。 この場合， 認識されたものは

自らに固有の実存C ess e) をもって認識者のうちに現存するのではな く，

認識者の存在の仕方にしたがってそのうちに現存する。 すなわちこのもの

は認識形相Cs pecies) として認識者のうちに存在し， そのようなものとし

て認識者を完成する。 トマスがしばしば用いる表現によると， 嘉とは認識

形相たることを通じてCs ecundum ration em s peciei) 認識者を完成するか

ぎりにおいての存在， にほかならぬ。

これに対して， あるものが欲求されるとき， そのものと欲求者との合ー

が成立する。 ところでこのものは， 自らに固有の実存そのもの に よ っ て

Cs巴 cund um ips um ess e)欲求者を完成する。 もちろんこの欲求が 認 識 に

基づ くものである場合には， そのものはまず認識形相として欲求者のうち

に存在するのであるが， そのものが善の本質を獲得するのはこのことによ

るのではない。 むしろ欲求者は白らの外なるなんらかのもの自体に向い，

そのものにおいて欲求運動が終栢する。 この欲求運動 の 終 極 Ctermin us，

f in is) たるかぎりにおいての存在が， 前述したように善にほかならぬ。 こ

のように善の本質は目的(終極 finis) の本質と同一であり， 善と は 目 的

としてCs eun d um mod um f inis) あるものを完成するかぎりにおいての存

在であるといえる。

上のことからして善の観念の特異性がある程度解明される。 すなわち，



40 

通常の思弁的認識は， ものから主体へと向う運動によって行われる。 した

がって通常の観念はものがいわば直接的に認識主体に対して自 ら を開示

し， もしくは後者がものを自らに同 化せしめるかぎりにおいて 形 成 さ れ

る。 ところで善の本質はこれとは逆の方向の運動， すなわち主体からもの

へ向う欲求運動の終極たることに存する。 したがって， 善はそのものとし

ては欲求されるものであって認識されるものではない。 しかしながら， 欲

求運動の終極たるかぎりにおいての存在， ないしは欲求をひきおこすかぎ

りにおいての存在は， 反省的に知 性によって把握され， それによって善の

観念、が形成される。 これはトマスがくりかえし指摘しており， また内省に

よって明らかであるように， われわれの認識能力たる知 性は自らの働きの
(35) 

み ならず， 欲求の働きをも反省的に把握できるということによる。 ここか

らして， 者を欲求するという時の菩と， 善を把握するという時の善とは全

く同一ではない。 もし同一であれば苔ニの観念、は無意味となろう。 われわれ

が善を把握する時は， 善を善としてではなく， 真として(s ub rati one veri) 

把握するのである。 しかしながら善の本質はそこで明確に把えられている

のであって， ムー アのいうごとく， 善の本質の明確な規定という意味での

善の定義は不可能ではないのである。

V 

上に考察したように， すべてのものは存在するかぎりにおい て 善 で あ

る。 しかし， 存在もしくは実存(esse) を限られた意味に解すると， あ る

ものが存在するというだけでは， 充全的に善であるとはいえないことが明

らかである。 ところですべてのものは実存を有する限りにおいて存在であ

り， またその限りにおいて善の本質を有する。 したがって， より充全的な

仕方で実存を有すれば， より充全的に普の本質を有するという こ と に な

る。 ここからして， 善の固有的本質(rati o propria boni) ないし絶対的な

意味での善とは何かを解明するためには， あるものが実存を有する仕方を
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明らかにしなければならない。

ところであるものを現実に存在するものたらしめる第一の現実態(完全

性〉は実体的実存( esse substantiale) である。 かくして， ものは実体的実

存を有することによって， 絶対的な意味で存在である( e ns simpliciter)。

しかし実体的実存は， 更に偶性的実存( esse accidentale) によって， 付加

的， 究極的な現実性(完全性〉 を与えられる。 このような偶性的実存を有

するものとしての存在は相対的な意味で存在と い わ れ る ( ens sec und um 

quid)。 ここからして， あるものは， 実体的実存を有することによ っ て は

いまだ相対的に善であり(bonum sec und um q uid)， 偶性的実体， すなわち

付加的， 究極的現実性を有することによって絶対的な意味で善といわれる

(bonum simpliciter， bonitas absol uta) 。 したがって， われわれが経験する

ものは， そのものにふさわしい!同性的実存， (すなわち諸完全性)(debitae 

perfectiones) を有するのでなければ， 端的に善であるとはいえないので

ある。

上のことを「者と存在とは置換えられるJという公理を用いて説明する

と， 通常この公叫において存在は実体的実存， 善は相対的善の意に解され

ている。 ここでもし告を絶対的な意味に併すると， この二者は置換的で，�:工

なくなるわけである。 しかし後述するように， 存在を最も充全的な意味，

すなわち実存そのものと解し， 善を最1�{j善の意味に解することも可能であ

り， この場合には再び二者は置換的である。

ト マスは上のことをまたつぎのように説明している。 すなわち， すべて

存在するものは， それ自らにおいて端的に見られた限りにおいて存在とい

われるが， それが長?といわれるのは他のものとの関連においてである。 し

かるに存在するものは， それ自身においては実体的原理によっ て 完 成 さ

れ， 自存するのであるが， 他との1)1，)迎は働きおよびその原理としての能力

によって， すなわち111WUIり原JIj1によってう'日&される。 したがって， ものが

あらゆる点から見て絶対的に普ーであるためには， 実体的原理および偶性的
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原理の両方において完成されていなければならないのである。

上で偶性的実存， 原理ないし現実性と呼ばれているものは， 厳密にはげ)

完全な働きをなすに必要なすべての偶性的原理 ( つまり能力， 習性， 等)

の付加 (め完全な働きそのもの， もしくはその働きによる何らかの客観的
(38) 

な最終日的の到達， の二つに分 けて考えなければならない。 この後者ーこそ

事物の持ちうる最高ないし究極的完全|生であって， あらゆるものが求めて

いるのは究極的にはこのものであり， これに達したときあるものは最も完

全な意味で， 絶対的に善である。

トマスにおいて上に説明した善の固有的本質 ( rati o propria boni)を指

示するのに月jいられている他の亘葉として市遍的善 (bonum uni versa le 

bonum parti cu lare に対して用いられる。 1liし bonum uni versa le は具体的

に神的善を指すのに用いられることがあり， この時は全的善とでも訳すべ
(41) 

きであろう〉や共通的善 (bonum secund um communem boni rati onem お

よびこの意味での bonum commune) などが挙げられるが， これらについ

ての説明は省略する。

\1 

人間存在は， 単に存在するだけで倫理的に普ではないから， 倫理的蓄は
(42) 

存在と置換される善ではなく， 端的な意味での善に属する。 また倫理的善

は人間のある能力， 部分 の完成ではなく， 人聞が全体として欲求し実現す

べき人間の全体的完全性ないし警である。 この意味でそれを人間的善( bo 

num humanum )と呼んでもよいであろう。

ところでトマスによるとこのような人間的善は類比的に解される。 すな

わち， 善とは欲求の対象であり， 欲求運動を終極せしめるものであるが，

欲求の運動が終極せしめられる仕方には三つある。 第 ーにある欲求の 対象

は， 単に相対的もしくは部分 的に欲求運動を終極させる。 この場合， その

ものはいわば手段的に欲求されているのであり， 効用善 (bonum uti le) 
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と呼ばれる。 欲求運動を全体的に終極せしめるのは真正善(b onu mhones

tu m)であり， これは目的として， それ自身の故に欲求される善である。

欲求された(未だ所有されていない〉対象に向う運動を終極せしめるので

はなく， 欲求された(かっ所有された〉対象を享受するものとしての欲求

運動を終極せしめる善は快楽善(bonu m delectabile )と呼ばれる。 快楽善

は善そのものというより， 善(貞正的もしくは効用的〉の所有に伴う固有

的偶性のごときものである。 ここで人間的善の本質を最も完全に充足して

いるのは真正善であって， 他のものはそれとの関連において人間的善とい

われるのである。

上の三様の人間的Jきないし倫r:rH的??はつぎのようにも説明される。 前述

のように， 善とは口的として他を完成する限りにおいての存在であるが，

人間によって端的に目的として欲求される蕎が真正善であり， この目的に

導くものであるかぎりにおいて欲求される第二義的善が効用普であり， 目
(44) 

的の到達に伴って所有される者が快楽jらである。

倫理的蕎は只体的にはkの三つのいず、れかとして把拝ーされており， その

うちで倫iE的蓄の本質をiはも完全に充足しているのは寅正告であるが， 一

般的に倫理的善として規定されるのはそれらに共通の木質である。 したが

って， 倫理的善を単に快楽や欲求の対象と同一視することは， ムーアが指
(45) 

摘する上うに， 不適切であるといわなければならない。

ところで人が端的に目的として欲求するのは， 人間的存在の究極的現実

性一完全性の到達であり， これがいかなるものであるべきかは普遍 的な人

間本性の分 析を通じて示すことができょう。 しかしこのような手続きによ

る倫理的善の解明は一般的なものにとどまり， 直ちに欲求の対象となるわ
(46) 

けではない。 このように形而I工学的に把握された倫理的善と， 個々の人が

現実の実践においてH体的に欲求し， 実現すべきものとして把肝ーしている

倫理的善とを， 直ちに同一視してはならないのである。
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刊

われわれの現実の倫理的実践において倫理的善はどのように把握されて

いるか。 たとえばわれわれはあることを善と判断し， それを善として欲求

する。 この場合， 同ーのことに関する判断や欲求において様々の相違や対

立が生ずることが可能である。 ところが上の判断や欲求は， 更に根源的な
(47) 

善についての判断や欲求を前提としている。 この善はより明確に把握され，

より確実に欲求される。 したがってこのより根源的な善に関しては人々の

聞により大きな一致がある。 これをつきつめてゆくと， われわれの一切の

倫理的判断や倫理的善の欲求は， その第一原理ともいうべきものとして，

何らかの究極的な倫理的善の欲求および把握を|前提としていると考えざる

をえない。 この究極的な根源的， 倫図的善は人が欲求せざるをえない1きで

あり， 最も明確に把握する善である。 したがってこのものに関してはすべ

ての入が普遍 的に一致していると考えられる。

ところで多様な具体的倫理的判断における倫理的善の欲求は何らかの熟

考(deliber ati o )を前提とする。 しかるに熟考に基づく倫理的善の欲求は，

最終的には熟考に基づかない， 自然的な倫理的善の欲求を要請する。 すべ

て獲得的なものは自然的， 生得的なものをその原理とするからである。 わ

れわれは熟考に基づいて様々の倫理的善を欲求するのであるが， このこと

はわれわれが人格としてなんらかの根源的な倫理的善を白然的に欲求して

いることを前提とする。

このようにわれわれは何らかの倫理的善を自然必然的に欲求し， 明白に

把握するのであるが， この把握の内容はどのように規定できる で あ ろ う

か。 まずこの倫理的善そのものは， 単に形相的に， われわれが各々の共体

的な倫fl�，的行為において， 欲求せざるをえないこと， 為すべきこととして

把えているもの， として規定されるであろう。 この倫理的善そのものの把

握の内容は， われわれがこの倫理的善の実現の為に絶対に必要ないくつか
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の根本的なものとして意識している事柄 を通じて解明される。 これらの事
(関)

柄がト マスのいう自然法の第一の提にほかならないと考えられる。 それら

が提ないし当為として意識されるのは， 倫理的善(それはわれわれが欲求

せざるをえないものである〉 の実現の為に欠くべからざるものだからであ

る。 すなわち， 自然法の第一の提は， 根源的な倫理的善そのものの規定で

はないが， 客観的な内容を持つ規定としては， それに最も近いものである

と考えられる。 しかしこれらの白然法の提は， 倫理的善の自然的欲求・把

握に基づいて形成されたものであるから， その限りにおいて倫理的善の規

定であるといえよう。 ムー アの主張する善の不可定義性は倫理の相対化へ

導く傾向があるが， われわれの立場はこれを是正しうると思う。

ところで前述したように， トマスにおける倫理的善の実践的把握は， 上

にのベた自然的欲求の対象で、ある倫理的善の把握にとどまるのではなく，

これに基づきつつ， fFlJらかの熟考を前提とする倫理的善の欲求および実践

的担保がある。 これはかれにおいては倫理徳の問題として論ぜ ら れ て い

る。 さらにトマスにおいては， J二のような倫理的善の自然的欲求(これが

自然的倫理の第一原理となるわけで、あるが〉 を補足し， 完成するものとし

て， われわれをして最l'r�:i 善ないし詩そのものを， 最高善として欲求せしめ

る愛情( caritas) のnn題が論じられている。 しかし本稿ではこれらの問題

に触れることはできない。 ここでは， トマスによると， 人間における， 多

様な， 時としては相互に対立する判断や選択を通じて為される{命政l的誇の

欲求と実践的把据の根底に， 万人がそれにおいて一致しているような， 倫
(，3) 

珂的苦の自然的欲求と必然的把慌があることを指摘しておきたい。
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