研究ノート

トマスにおける「良知(synderesis)Jの問題

大鳥居

信行

「神学大全� ，
1 Q. 79，a. 121)においてトマスは， 良知(sy nderesis)を， 理論的な事
柄における「基本命題のさとり(i nte lle ct us pri nci pior um) Jと並列させ， 実践的な事
柄の第一原理を把握するha bit us naturalisとして規定している. そして， r善へ励ます
(i nstigare ad bo num) Jとか「惑につぶやく( murmurare ad malum) Jとかいう こと
が， 良知のなす こととされている. しかし， これは正確にはどのような ことを意味して
いるのであろうか. 理論的な事柄の第一原理の把屋にかかわる「基本命題のさとり」と
類比的な意味で， 実践的な事柄の第一原理の把握に かかわるha bit us nat uralis である
とは， どういう ことなのか. また， r善へ励ます」とか「惑につぶやく」とか い う こ と
は， どういう ことなのか.
本稿は， こうした ことを究明する ことによって，

トマスにおける倫理学の基盤の一端

を明らかにしようとするひとつの試みである.

I

既に述べたように，

トマスは良知 を， あ る種の能力( pote ntia)で はなく，ha bit us

natura lisであると規定している . そ こで我々は先ず， トマスが ha bitus について語っ
ている ことを考察しながら， この規定の意味している ことを解明していく ことにする.
トマスによると，ha bit us とは， 本来的には人聞の理性的諸能力の みを基体として ，
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それらの能力の活動の反復によって獲得的に形成され， それらの能力に内在して， それ
らの能力をある方向へ傾向づける性質あるいは形相である幻.理性的諸能力のみがhabi
t us の基体である， と言われているのは， それらが， 受動的であると同時に能動的であ
るような能力であるからである町. 純粋に能動的で、し かな い能力ならば， 自らの能力の
完成に達するために何らの援助も付加も必要としないし， 単に受動的で、しかない能力で
あれば， その能力の完成のための援助や付加は何の意味も持たない ことになろう. した
がって， 厳密な意味でhabitusの基体たりうるものは理性的諸能力にほかならないとの
主張は， 理性的諸能力が未完成の状態にあり，habit us を通じて自らの能力を完成させ
る可能性を自らの内に有している， という ことを含意していると言わねばならない. 実
際， 人聞の知性や意志は， 誰しも それを常に正しく適切に行使しているわけではなく，
その働きにおいて， 善くも悪しくも傾向づけられうるものである . それ自らの固有の働
きを完成させるためにhabit usを必要としもする. 逆に言えば，habitusは， 理性的諸
能力の受動的な側面に働きかけ， その能動的な側面を現実化あるいは活性化させる こと
によって， その固有の働きを完成へと導いて行くのである.
以上の ことから， トマスにおいては，habitus というもの は， 理性的諸能力が その回
有の自然本性的な働きを完全に遂行しうるように仕向けるものとして捉えられている，
と言う ことができょう. つまり，habitusは， 理性的諮能力が その自然本性的な!動きを
完全に遂行するための一種の技能(fa cultas) 4)あるいは能力なのである. しかし， それ
は単なる技能や能力という ことにとどまるもので はない. 確かに，habit usは技能や能
力と同様， i'動きに直接かかわ るものである日. しかし，habitus が第一義的にかかわる
のは， i'動きの単なる外面的な質とか量とかに関する ことではなく， そのi動きを営む主体
の在り方， その自然本性(natura )なので ある白. それ故，habitus は， 理性的諸能力
を秩序づけ， その{動きを完全なものたらしめるものであるが， それは単に働きを完成さ
せるというだけのものではなく， その働きの主体の在り方をも秩序づけ， その自然本i性
を完成に導くものだ， と言わねばならない .
以上が habitus について， トマスが基本的に考えてい た こ と で あった. しかし， 良
知は単なるhabit usではなく，habitus naturalisであると言われている. 単なるhabi
t us ではなく，habit us naturalisであるとは， どういうことなのであろうか.
トマスは， 認識能力と欲求能力には， それぞれ その在り方は異な って いるが， 自
r 然
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本性的であるところの何らかのh abitu sが見いだされる」と述べ， r基本命題のさとり」
と言われるものが， 認識能力における ha bitus na tural is であるとしている7) 論証の
第一原理たる第ーの自明な命題は， その命題を構成している名苦手が感覚的に 認識される
と， 直ちに， そうした h abitu s n atur al is によって， 把揮され る の で あ る . こうした
h abitu s が自然本性的であると言われるの は， そのように第ーの自明な命題を 認識する
ということが「知的霊魂の自然本性 そのものからして(ex ipsa n atur a an im ae in tel 
lec tu al is)人聞に適合することである」白からである. つまり， この第一原理は自然本性
的に 認識されるのである.
ところが， 欲求能力においては， 認識能力の場合と事情は多少異なり， 発端に関する
かぎり自然本
、 性的であるところのh abitu sは見いだされない. とはいえ， 認識能力と同
様， 欲求能力にも ha bitu s の根源に関しては， 自然本性的で、あ ると ころの ものが存在
するのである . そして それは， r共通的なる(自然、)法の諸原理(principia ju ris com ・
mun is)l)一一即ち行為の第一原理一ーの 認識である . そうした諸原理は

諸
r 々の徳の

種子・萌芽(sem in al ia vir tu tum J) 10)と呼ばれ， 論証における第一原理と同様， 自然本
性的に 認識される. これらを， その能動的根源としてふくんでいるh abitu sが， 欲求能
力に存するh abitu s n atural is なのである . そして それ は， 上で、述べた 認識能力におけ
る h abitu s n atural is が理論的な事柄にかかわるのにたいして， 行為にかかわるものと
言えよう . これを，

トマスは良知と言われて来たものだとするのである.

とすれば， 認識能力と欲求能力とに見いだされると言われたh abitu s na tural isとは，
その各々の働き及び自然、本性を， 完成させるための根源的な h abitu s で あ り， 各々 そ
の能力を基体とする その他の h abitus の一種の原点で、あり， 母胎たるべきものであろ
う. また， 通常h abitu sと言えば， ある活動の反復を通して獲得される性質ないしは形
相である， と言われるわけだが， トマスは， この h abitu s n atural is に関しては， ある
活動の反復ではなく， ある活動をなすと同時に一挙に形成されるものと考えている11)
つまり， r基本命題のさ と り」とか良知といった ha bitu s na tur al is は， それぞれ 認識
能力や欲求能力の働きの反復によって獲得されたものではなく， それらの働きがなされ
ると同時に一挙に生じたものなのである.
以上の考察から，h abitu s n aturalisであると規定されている良知なるものを， 我々は
次のようなものであると言うことができるように思われる. すなわち， 良知とは， 実践
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的な事柄にかかわる理性的諸能力の固有な自然本性的な働きを完全なものたらしめる一
種の技能である， と. 但し それは， 単なる技能ではなく， 実践にかかわる理性的諸能力
を完成させると同時に， その主体をも完成へと導くのである . したがって， 我々は良知
によって， 単に 実践の第一原理を把握しているとし、う状態にあるだけではなし それを
実 際に遂行するよう方向づけられもするのである. そしてまた， 良知は単なるhabit us
ではなく， habitus naturalis であるのだから， 実践にかかわる理性的諸能力を完全な
ものたらしめようとする諸々の それ 以外のha bitu sの機能の恨源であり， 人間の存在と
ともに一挙に生じたものである， と言 わ ね ば な ら な い. トマスが， 良知を能力ではな
く，habit usであるとしているのは， 彼が それを， 実践にかかわる様々な能力を正しい
方向へ導き， しかも その能力を働かせる主体の在り方をも善き方向へ傾向づけるものと
して位置づけようとしているからだ， と言うことができょう.
、 なく，
ところで， トマスは， 良知を habitus nat ural is として規定していただけでは
『真理論』では， 更に「誤ることのないもの」山であり， 消
r 滅してしまうことのないも
の」聞であるとも主張している . 彼が「 それは誤ることのないものである」と主張する
根拠は， 理論的であろうと 実践的であろうと， 知識体系全体には， それによって凡ての
真理が是 認され， 凡ての偽が排斥される第一の普遍的原理の 認識がなければならず， こ
こに何らかの誤りが生じれば， その知識体系全体に確 実なものはなくなる，というもので
ある山. そして， r それが消滅してしまうことはない」との主張は良知の光のおかげで，
人聞の魂が理性的でありうる， つまり， 良知は理性的であることの本質的な構成要素で
あるという考えに基づいてなされている1日. したがって， 良知は， 単に「誤ることがな
い」とか「消滅しなL、」という性質のものであるというだけではなし それ自身， 知識
体系全体に確 実さや正しさをもたらす光であり， 魂の本性自体に属するようなものでも
ある， と言わねばならない.
以上見てきた「良知」の輪郭と基本的な内容を踏まえて次に我々は， 実践の第一原理
及び その把握ということが， 具体的にどういうものなのかということを考察することに
する.

11

『神学大全Jl I-II Q. 94， a. 2 で，

トマスは「自然、法は複数の規定(praecepta)をふ
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〈むか， あるいはただ一つだけか」としづ問題を掲げ， 実践理性の!動きや その第一原理
について 詳細な 議論を展開している附.
彼は先ず最初に， 自然法の規定を， 論証の第一原理と 類比的なものとして位置づけ，
その両者を「自体的に知られる原理(pri ncipia per se nota) J であるとしている. そ
して， r自体的に知られる」という ことの意味を， r それ自身において

(secundum se) J

と「我#から見て(quoad nos) Jとし、う二つに区分し， r それ自身において」という こ
とに関しては， r その述語が主語の意味

(ra ti o) にふくまれて いる というごとき命題」

が「自体的に知られる」ものである， として い る . 例えば， r人聞は理性的なものであ
る」というような命題が， そうしたものにあ た る. しかし， この場合でも， r人間」と
は何であるかを知らない者にとっては， この命題も決して「自体的に知られる」もので
はない. それ故， その命題を構成する名辞が万人に共通に知られているような命題が，
真の意味で「自体的に知られる」命題であるという こ とになる. 例えば， rすべての全
体は その部分よりも大である」というようなものである.
次いで 彼は， そのような命題に も何ら か の順序(ord o ) が存在 す る と主張し， その
順序について次のように説明している. 我々が把捉する す べ て の事柄の うちには「有
(ens) Jの理解がふくまれているから， 第一に把捉され る の は「有
たがって， 第)の論証不可能な原理

(ens)Jである. し

(principi um)は， 有と非有の観念

(rati o) に基づ

いた， r同時に肯定し， かつ否定するという ことはありえな い」というも のであり， こ
れ 以外の原理はすべて， この原理に基づいている.
こ こで それ 以外の原理が それに基づいてい る と言わ れ て い る の は， 他の凡ての原理
が， この原理から演縛される， という ことではない . 実 際， この原理が直接， それに続
く知識を生み出すという ことはないのだから. むしろ それは， 何かを理解する時， それ
に先だって 既に自明な こととして万人に共通に把揮されており， その当の理解を方向づ
けるものと言わねばならない . 例 えば， この原理に反する方向へと推論が進めば， その
推論は， この原理によって不合理なものとして方向転換を迫られるのである. つまり，
この原理は， 矛盾した混乱に陥らないように推論全体の動向を制御するというような形
で， これ 以外の原理を基礎づけるのである17)
次いで 彼は， 理論的な領域から 実践的な領域に目を移して， 実践に関する第一の自明
な命題について論じ， 次のように説明している. 実践理性によって第一に把捉されるの
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は. r 善」である . というのも， あ らゆる行為の原理は目的の故に働くが， 目的は 善の
側面(ratio boni)を有しているからである . したがって， 実践理性の第一原理は， 論証
の第一原理が「有」の観念に基づいて いたのと 類比的に， 善の観念

(ratio boni )

-ーー

すなわち. r 善とはすべてのものが欲求すると ころのも の で あ る」という ことーーーに基
づいたものである . それ故， 自然法の第一の規定たるべ き も の は. r 善は為すべく， 追
究すべきであり， 患は避けるべきである」というものである. 自然法の他のすべての規
定は これに基づいて成立する.
こ こでも， 他のすべてが これに基づくというのは， この原理が論証の第一原理と 類比
的である 以上， これから他の諸規定が演縛されるという意味ではなく， 他の諸規定は こ
の指示の枠内にあり， その制御の基にあるというような意味で、 これに基づくのだ， とき
わねばならない. つまり， 論証の第一原理が推論の一貫性や理論理性の方向性を指示す
るように， 実践理性の第一原理は， 人間の傾向性を方向づけ， 実践理性の方向性を指示
する， と言う ことができょう.
この ことは， これに続く 実践理性の働き方についての次のような トマスの発言からも
明白である.
「 善は目的・終極(五nis)たるの側面を有しているのにた いして， 悪は その反対の側
面を有していると ころから， 人間が それにたいして自然本性的な傾向性を有すると こ
ろのものすべてを， 理性は自然本性的なる仕方で 善きものとして捉え， したがってま
た働きを通じて追究すべきものというふうに捉える. それらとは反対の ことがらにつ
いては， それらを悪しきもの， そして避けるべきものとして捉えるのであるJ.問
つまり， 実践理性は， 人聞の本性的な傾向性の理解に基づいて， どんな行為が我々の傾
向性を助成するのか， あるいはくじくのかを洞察するというわけである. しかし， その
ような洞察は， ある事 実の理解であるに過ぎず， また自己の経験の解釈を前提しなけれ
ばならない. それ故， この洞察だけでは， 何ら 実践的な指示は与えられていないし， 経
験の解釈を前提としなければならない 以上， 必ずしも万人に共通に理解されうるわけで
もない. こ こに， 論証の第一原理が要請されたのと同様に， 実践理性の第一原理が要請
される所 以があるのである. したがって， 実践理性の第一原理は， 実践理性の働きを 実
践 そのものへと向かわしめ， 各々の人が経験を解釈する共通の視点を提示する， という
ような役割を果たさなければならないであろう .

トマスにおける「良知(synderesis) Jの問題
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このような意味での 実践の第一原理の 現 実的 認識に達する ことを可能にするhabitus
naturali s が良知なのである

r善に励まし， 悪につぶやく」というのは， そうした働き

を指示しているのである. いわば， 善へ向かつての行為の端 初を与える根源的な働きと
でも言いうるような ことであろう. 良知の光の中で， 我々のうちなる神的光の刻印たる
自然法山の諸規定も現 実的に把握され， その方向性を得るのである.

結
以上の考察から，

トマスは， キリスト教的な思想、背景を持つ良知という概念でもって，

アリストテレス的な線のうちに倫理学の学としての独立性を確立しえたのではないか，
と言えるように思われる. 上で考察したように， 良知は我々の傾向性を善へと傾かしめ，
実践理性の進むべき道を指示する光であり， 我々の人柄をも養うある種の根源的な力で
あるとすれば， 良知によって倫理学の知識の対象と方向性が， さしあたって確定され，
その確 実性が保証される ことになろう. 良知の(動きによって， 我々は先ず 実践の確 実な
正しい端 初に立つ ことができるのである . そして， 次に我々は行為の個別的な場面で，
その端 初を確立した良知の指示をどう適用していくか， というような ことを問題として
いけばよい ことになる. したがって， 倫理学は， 個別的な場面での正しい行為の仕方，
あるいは 実践的な推論の進め方を， 良知の方向づけ・指導のもとで、熟練していく， とい
うような独立した一個の学たりえよう. つまり， 上で見てきたような「良知」という概
念によって， 倫理学の確 実な端 初が開かれ， 同時に その知識の基本的な対象が明確にさ
れるわけである.
また， アリストテレスにお い て は， r賢慮」と「人柄」の聞の一種の循環が生ぜざる
をえない面がある'0) すなわち， r賢慮」は， 一 方では選択さ る べき個別の行為の知で
あり， 目的よりは， 目的を 実現するための手段にかかわるとされ， 目的を与えるのは，
既に形成されている人柄であり， その人柄は個別の行為を通して形成されて行く， と考
えられている. しかし他方， 選択さるべき行為を把握する こと こ そが賢慮である， と考
えられている. こ こに一種の循環を指摘する向きも見られるのである . しかし， 既に考
察したように， 良知は「賢慮、」と「人柄」の両者を基礎づけ， 完成へと導いて行くよう
なhabitus nat uralis なのだから，
消される ことになろう21)

このよう な循環は， 良知という概念によって一応解
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このように ，

トマスにおいては良知とし、う概念は ， 倫理学を学として確立せしめる道

を開示する大きな発端になっていると見ることができるように思うのである.
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