はたらきの主としての人間
一一 トマスにおけるdominusの意味についての一考察一一

佐

々
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序
トマス・ アクイナスによると， 人間によって為される諸行為のうち， 人間である限り
の人間に固有な行為のみが， 本来、人間的H といわれ， 人聞は他の非理性的被造物と自
らのはたらきの主 su orum actu um domn
i u s であるという点で異なる故， 人間がその
主であるところの行為だけが， 本来人間的と呼ば れるのであり汽 この人間的行為が道
徳的行為に他ならないのである2)

従って， 人間が自らの は たら きの主であるというこ

とは， トマスにとって， 倫理的考察の出発点ともい うべき重要な規定 で あ る と い え よ
う.
ところで， はたらきの主であるとい う場合の， その、主 11 domn
i u s という言葉は，
そもそも何を意味しているのであろうか. この言葉は、 家 11 dom u sを語源、としておりへ
僕 ser v u sに代表される， 従属する者 su bditi を拘束する権力によって， 人は domin u s
一主人ーといわれる のである4)

ところで. domin u s は権力を表すがへ それは， 本来

sr
e v u s等との関係の中で成立している6)

従って，主人は僕に対して7〉， 逆に僕は主人に

対しであるということからへ この言葉は， トマスにおいて， 、関係11habit u do を意味
しておりへ「僕なくして主人なく， 主人なくして僕なし」というように10九謂ば sr
e vu s
と対に用いられているのである11)
またトマスは， この言葉を， 神乃至キリストを表すものとしても多く用いているが，
その場合， 主Domn
i u sという神の名は， 被造物に対する関係そのものを示しており12九
被造物がなくなれば神が主であることもなくなるのである13)
以上のように. domin u sという言葉は， トマス にお いて， 本来 sr
e v u s 等との関係
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の中で用いられている. では， 人聞が自らのはたらきの主であるという場合においても，
その dominus という言葉のうちに斯かる、関係wとしての意味を見い出すことができ
るであろうか.

I

dominus が主人として， 僕との関係において用いら れ る際， そこでは do minus と
seru
vs が実体的に区別され， 別々の人間と し て前提さ れ てい る凶. しかるに， 人間が
自らのはたらきの主であるという場合， この前提をそのまま適合させるわけにはいかな
い. トマスによると， 魂が人間ではなく， 魂と身体との複合体が人間なのであり1へ そ
の意味で， 人間のうちに実体的に区別されたものを措定することはできないからである.
ところで， そもそも dominus と serv
us の、関係H とは， 如何なるものであろうか.
トマスは， アリストテレスに基づ い て， 僕を主人の所有物と し て位置づけ1ベ「僕はそ
のすべてにおいて主人に属する」といっている17)

しかるに， 僕は道具 ins
tru mentu m

として主人に属するのである山. 即ち， 僕は道具として， 自らのはたらきの原因が主人
に属するとし、う仕方で19〉， 主人のものとされるわけである. ところで， 道具とは， はた
らきに関するものである20)

それ故， 主人と僕の関係は， 道具とその使用者とし、う仕方

で， はたらきに基づいているといえよう.
また， 僕が主人のものである以上， 主人は僕に対して本来的な意味での正義を持たな
i m は僕に対して如何なる事柄 に も及ぶわけで
いが21)， その一方， 主人の主権 dominu
はなく， それは僕として為すべき事柄に限定されている22)

即ち， 僕は， 僕である限り，

主人の道具であり28〉， 主人に従属した者で、あるが2U， しかしながら僕である限りという
ことは， 僕としてのはたらきに関する限りということに他ならない. それ故， トマスに
よると， 例えば婚姻などのように僕としてのはたらきに属さない場合， 僕は主人に対し
て従順である義務はなく， 主人が正当に命令できる事柄に関してのみ， 斯かる従11債の義
務を負うのである25)

ここに， トマスの自然法思想、を垣間見ることができるであろう26)

このように， 主人と僕の関係は， 主人としての， そして僕としてのはたらきに基づい
ている. では， どのようにしてそのはたらきは成立するのであろうか. 僕は道具である
が， 鋸や馬のような他の道具とは異なり， 理性的魂によって生きている道具であり， 白
らの意志、で27>， 自ら， 動かし且つ動かされるa g it et a gtiu r のである28)

従って， 僕に
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は， 自らの意志、を主人の命令へ向けるよう， 習慣が必要とされ四九そこに僕としての徳
が成立している80)

実際， 僕は， 主人の命令によって動かされるが， その際， 彼自身を

自らの自由意思で動かしているのである81)
ところで， 僕が自らを主人の命令へと動かす場合に限り， 僕のはたらきは主人のはた
らきとなる82)

それ故， その場合に限り， 主人と僕の関係 は能動actio と受動 pas
si
o

に基づいて成立するといわれている88)

即ち， 主人が僕にはたらきを命じる限りにおい

て， そして， 僕が主人の命令へと動かされる限りにおいて， それぞれ同じ一つのはたら
きの能動と受動の位置にあることになり， 僕は現実に道具とされるわけである.
以上のように， dominu s と serv u sの関係はトマスにおいて， はたらきに即する， 能
動と受動に基づいて成立する関係を意味している. では， 人聞が自らのはたらきの主で
あるという場合はどうであろうか. トマスによると， 人聞は， 自らのはたらきに関する
主権の所有によって， はたらきの主といわれるのであるが8U， この主権は， 他者からで
はなく， 、自らによってはたらく 11per se a g i t ということを示している叩. ところで，
その場合， 自らによって動かされ， はたらかされるところのものは自分自身である. .êP
弘 、自らを11動かすのである36)

それ故， 斯か る主権は， 自ら に よって自らを動かす

というはたらきの力を意味するといえよう37)
ところで， 自らを自らによって動かすという場合， 、自らによって11とい う こ と がは
たらきの能動性を表すならば， 、自らを11という こ と は， そ の能動性が成立するところ
の， はたらきの受動性を示すことになる. それ故その限りにおいて， はたらきに関する
主権が成立する際， 人間は自らを能動と受動の側に分けているといえよう. しかもはた
らきの主であるということは， トマスにおいて， 、人間であ る限り の人間に固有な" と
いう限定の下に諮られており， そしてこの限定は， 、理性と意志によってFFSU， また 、自
由意思によってHなどと言い替えられている叫.
従って， 丁度僕が， 自らの意志、で主人の命令に動かされる場合に限って， 現実に道具
となることができるように， 理性と意志によって， 能動的な仕方で自らのはたらきに関
わる場合に限り， 即ち， 自らを道具とする場合に限り， 人間は自らのはたらきの dom i.
nu
s となることができるといえよう.

それ故， 人間が自らの は た ら き の主であるとい

うことは， 自らのはたらきの僕であるということに他ならないことになる. 何故なら，
人間は理性と意志によって自らを自らの道具とすることができるのであり， 自らを斯か
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る道具として用いる場合に限って. IlPち， はたらきの僕である場合に限って， 人聞は自
らのはたらきの主となることができるからである.
斯くして， 人聞が自らのはたらきの主であるという場合， その domin s
u という言葉
のうちにはs rv
e us との ‘関係 1 1 の意味が見い出されるのであり， 本来別個の人聞の問
に認められるところのはたらきの関係を自分自身のうちに取り込むことができるという
点に， 自らによって自らを動かすというはたらきのカが意味されているといえよう.

E
以上. domin us がはたらきの主として用いられる場合と， 主人と し て用い られる場

合との関連を探ってきたが， では， 神， 乃至キリス トを表す場合との関連はどうであろ
うか.
主という神の名は被造物に対する関係を表すが，

トマスによると， 被造物の神 に対す

る関係が実在的であるのに対し， 神の被造物に対する関係は， 神において， 概念的なも
のにすぎない仙. 即ち， 創造は神の意志によるのであるから41)， 神が被造物に対して，
主人が僕を道具として必要とするように秩序づけられてはいないのである山.
ところで， このように神が創造主として主であり山， しかも被造物に対して何ら秩序
づけを受けないのであるから， 逆に被造物は神に対して， 僕の位置にあるだけでなく，
全く従属していることになる仙. それ故， 人間も被造物である限り， 神に僕として従属
しており叫に神によって動かされているといえよう. しかるに， 神に対しては僕である
ところの人聞が， 自らのはたらきに関しては主であるとするならば， 人聞は、神によっ
て 11 動かされると同時に、自らによって 11 動かされることになり， その限りにおいて二
人の主人を持つことになる. これは不可能なことではないだろうか山.
確かに人聞は， 自らのはたらきに関する主権によって， はたらきの主なのであるが，
トマスによると， 斯かる主権の対象は、選択 1 1 e l e c ti o ということであり叩， 自らのは
たらきに関して. Iこれを為すか否かJ. 或は「これを為すか， あれを為すか」というこ
とに他ならない船. しかるに， 選択は目的ではなく， 目的へ至るてだてに関わる山. そ
れ故， 人間の意志が究極目的に密着していても50九この究極目的への欲求は我々がその
主であるところのものに関わっていないように5t
1
はたらきの主体そのものが神によっ
て動かされているとしても， このことが人間のはたらきに関する主権と直接的に対立し
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てはいないといえよう52)
逆に， 神は万物を動かすが， その動かし方は， それぞれの被造物の本性に応じて異な
っており， 人聞の場合， 人間自らが意志し努力するよう動かしているのである53)

即ち，

確かに神は人間を動かすが， その動かし方はあくまで人聞が自らの主となるような住方
であり5U， しかも， 創造の時点から， 人聞には斯かる主権が与えられているのである.
何故なら， 人間が自らのはたらきの主であるということの根拠は， 神の似姿に造られた
ということに他ならないからである叩.
更に， トマスにおいて， 僕と主人の関係から敬神re lig oi 等の徳を説明したり56九、神
の僕" srv
e s
u D e iなどの表現で聖職者を表す場合 が あ る57)

このこと から， 自らを自

らの意志で神の道具とするよう動かすところの者だけが， 現実に神の僕となるのであり，
それ故， 人間は神の僕であるが， 何の僕となるかという点に関しては， 自らのはたらき
の選択として， 人聞がその主権を有しているといえるであろう町.
斯くして， 神が主であるということから， 人間が直ちに神の僕となるわけで、も， 二人
の主人を持つわけで、もないのである.

III

さて， 先に見たように， 人間は自らのはたらきの主であるが， 現実に主となるために
は自らを自らの僕として， 即ち道具として位置づけなければならない. それ故， はたら
きの主であるということと， 主となるということの間には， 一種の断絶が存しており，
この断絶は， また， はたらきの僕であるということと， 僕となるということとの間隙に
等しいわけである.
ところで， 人聞が自らのはたらきの主であるということは， そのはたらきに関して，
主権者としての責任が人間に帰せられることを意味している附. 即ち， 人間が自らのは
たらきの主でなければ， そのはたらきが称賛や非難に値することもないへ人聞にその
はたらきを通じて称賛や罪科が帰せられることもないからである61)

更に人間は， 自ら

のはたらきの主である場合に限り， そのはたらきによって功徳を得ることができ也九こ
の功徳は， 人間の側から見るならば ， 至福に通じるものである63)
それ故， 人聞が自らのはたらきの主であるということは， また， 至福との関わりにお
いて考察されなければならない仙. llDちそれは， 人聞が至福に至るためには如何なるは
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たらきの主となるべきか， ということであり， このことはまた， 如何なるはたらきの僕
となるべきか， という問いに言い替えられよう.
勿論， この間いは個々人の選択に関わるものであるが， トマスにおいて， 斯かる問い
かけそのものがキリスト論へと通じているように思われる65)

!lPち， キリストは， 人性

に従えば神性の道具でありeetその意味で， 人としてのキリストは僕の位置に置かれる
ことになるが町九自らのはたらきに関しては主であり聞と受難における謙遜を通じて我
々のあがない主なのである船. 従って， 人としてのキリストは， 自ら僕となることを通
じて我々の主Domin usnoster となるといえよう70)
トマスにとって， 主であるということから主となるということへの移行は， このキリ
ストにおいて， 根原的な仕方で捉えられているように思われる. はたらきの主としての
人間もまた， トマスにおいて， ここへと位置づけられているのではないだろうか.
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