
Ultimus Finisについての基礎づけ

一一「神学大会」第II-I部の碁本的な問題一一

金 子 隆 徳

前置き

トマス. 1"神学大全」第1I - 1部のアク トライシは 次のようなものであるう. 第二部

のはじめで「究極的な終極・目的J(ult imus finis) ・「至福J( be atitudo)とは何であ

るかを考察する 次いでそれらを通 して至福へと到達することのできる「 働き ・行為

(actus) Jとは何かを探求する 働き・行為とは厳密な仕方で自己の存在充溢に関わ

る人間的な行為(actus humanus)だけでなく.pa田io animae という概念で表す 感

情・情念を含めた広い仕方での 働きを意味 している. トマスはその後， これらについ

ての根源(principia ) を探求 していく……目 この考察のプロセスはこの書物の基本的

な箇所に関する限り， ひとまず「至福論J(第1問 第 5問 ). ["行為論J (第 6問一第

21問 ). r情念論J(第 2 2問 第4 8問 ) . そ して「徳， 悪徳論J (第49問ー第85問)とい

う呼称で把握することが出来るのではないかと思われる1)

トマスのこう した探求の仕方において. r至福論J. ["行為論J. 1"情念論J. 1"徳論」

が 如何なる仕方で一貫 した聞いとその考察と して展開されていくのかこのことをでき

るだけ浮き彫りにすること， これが大きな問題であろう. 今， 問題を更に限定 してお

こう.

至福論について. 第一間から第五問において大切な箇所は「究極的な終極」を論じ

る第1問である. 究極的な終極に先立 ち， トマスは行為のレベルでのフィニスについ

て語っている( a.1-a. 3). rフィニスの故に為す(ager epropte r fi ne m) J. これが

いわゆる行為というものであろうか. 日本語に訳 してそれだけを，思考すれば， 日常の
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経験の反省から自明の事柄の様lこ見えるかも 知れない.よく観れば溜められた意味が

見い出される

「ブィニスの故に為す」とはあるフィニスへと傾くことである この点については

人間以外の被造物，動物や認識を欠く自然の事物も同様であろう(a. 2 )  ただ違いが

ある. これら自然は， すでに限定されてあるつまり定まったブィニスへと自己の在り

方を定める. しかし， í自己の在り方を定める」という言い方は厳密には， その定め

るべきものが 今だ確定されていない場 合に意義を持つものである. とこるが，すでに

確定されてあるフィニスの堅固さの為に自己の在り方を越えて何かを為すことが出来

ないのである. 自体的に完結しているこれらの自然にとって「自己の在り方」を定め

ることは自ずと問題にならない. í自己を~へと向ける」視点が欠落したまま専ら，

単に為すこと(= 働き ・活動>(oper a ri)， ある te r mmusへ動くという事 実的な側面

だけがクローズアップして来ることになるのである.

人聞に固有なものとして帰せられる厳密な仕方での「ブィニスの故に為す」とは，

自己の在り方を何かへと限定することである. 白己をどう (ニ何に ) するのか， 自己

をどうしたら良いのか 厳密に行為と言われるものの根底にあるのは， このことでは

ないかと思う. 自己の在り方を定めることと行為の在り方を定めることは同ーの事態

なのだ.そして自己の在り方を定めることを他でもなく， あるブィニスという限定し

た仕方において遂行すること， これがフィニスの故に為すことの厳密な意味である.

行為のフィニスとは善 悪という行為の姿をきわめているものである. 行為の形が善

悪においであることは， それを与える原因としてのブィニスが存在( e ns)という性格

の視座 において理解されるべきことを示している.つまり，現に存在を与える限りに

おいて，ブィニスは優れた意味での存在である また， 優れた意味での善 (bonum)

であろう. e ns とbonum は交換するととができるからである. ここから， 自己の在

り方を存在性と善性へと限定することが， より厳密な《ブィニスの故に為すこと》の

意味になるであろう.

行為の在り方と自己の在り方を不可分なものとして限界づけるととがブィニスであ

るが， 同様な仕方で， 自己と行為の在り方を究極的な仕方において定めるテロスを ト

マスは「究極的な終極」という概念で表している. この概念について トマスが明確に

規定していることは， 次のニつのことである. 1 )究極的な終極は存在する. 2 )それは
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二つの視座 を持つ. 1 )について.まず準備的な仕方で， それ自体的という限定された

仕方においては究極的な終極は無限に遡及することは有り得ない (a.4) 2) これを踏

まえて 次のことが指摘される. 一つの究極的な終極が存在する(a.5) 人間が欲する

ところの全てを欲求するのは， 一つの究極的な終極の為である(a.6). また， 全ての

人間にとって唯一のものとしてある (a.7). 2 )について フィニスは元来， 意志の傾

きという志向的な側面だけでなく， 我々において具体的な仕方で 獲得， 達成された目

的という側面においても用いられるお.この ことは 究極的な終極についても同じであ

る .第一間においては後者のフィニスの意味を含みつつも， 考察の力点はより前者l乙

置かれているが， 第二問からトマスは 獲得， 所有される限りでのフィニスに焦点を絞

っていく 通常， 究極的な終極の 獲得， 達成 こそが人々が〈至福〉と呼ぶものに他な

らないのである (a.8) から， トマスの課題はこの至福， 言い替えれば 獲得される人

間の至福とは何であるのかということになってくると言わねばならない.

留意しておくことがある.それは，先の第 1聞においては究極的な終極の意味が明

確な仕方ではまだ定まっていないのではなし、かということである.究極的な終極がそ

れであるそのこと・厳密な仕方でそれが何であるかというこのこと(r at io) について

は考察されてはいない一一正確な言い方 を す れ ば， との問題は後へと残されている

一一ーと思う この制限された仕方での考察自体を前提にしたまま至福とは広い意味で

は何であるのか・何でないのか4) (第二問)， 厳密な仕方で人間の自然本性であるここ

ろ ・ 魂において見い出される限りにおいては何であるのか (第三間)という仕方で進

んでいくのである5)

これまでの流れから確認されるべきことは， 次のことであるー 以下の考察のなかで

最も基本的な問題として探究されなければならないことは， 自己の在り方の存在充浴

を究極的な仕方で限界づけている原因 ・根拠(c ausa )としての善(perfe ctum bonum 6l ) 

の rat lOである. 今， 上で押さえている トマスの課題と 重ね 合わせて観るなら，わた

した ちにおいて 獲得される限りでの至福とは何であるかという課題を究めるなかでこ

そ， その答えを見い出すべきであるということである.

E 

大きな問題として至福論から徳論へと至る思索の意味とは何か. とのなかにおいて

基本的な問題として per fe ctum bonum がそれであることをどこで語るのか， これは
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一挙に解答が出て来る哲学の問題ではない.極めて長い道程を必要とする問題である.

この為には考察を導くところのく考察の手法〉が必要になってくる . トマスの問題の

基本的な性格は一貫 して， 上で観ているように く自己をどこで限定するか ・究極的に

は自己をどこへと定めるのか>K関わっているのだが， この問題に関 しての問題の組

立て方とその考察の仕方についてもこのく自己限定〉という視座が トマスの考察を包

み込んでいることに注意 しなければならない.

この点について言及する前に， この著作の読み方と して 次のことが把握さわしねばな

らない. トマスの考察それ自体はく項〉が基本単位になっており， いくつかの項から

一つのく問し、〉が成り立っている.各項はそれぞれの表題 ・設問を持 ち， この設問に

即 した仕方でく 反対論 ・異論〉がいくつか示される.この後， 権威ある著作からの引

用と してこれについての〈 反対異論〉が提示される. トマスはこれらを綜 合 した仕方

でく本論〉と してのレスポシシオを展開していくのであった 配慮すべきことは， 各

項の設閉それ自体は必ず しもその項全体の厳密な問題， 真の問題とは必ず しも言えな

いということである. 設問それ自体がその項の真の問題と全くかけ離れていることは

有り得ないのだが， トマスの思索は設問それ自体をより高 次の観点から包摂する仕方

で繰り広げられているのである. この為l乙各項の本論での真の問題を見極め， ここか

ら設問の真の狙いをよく理解するのでなければならない 設問の意味を自明のものと

看過 して設問自体に引きずられる仕方で読み進むことは誤りであると思われるのだ.

そ して付け加えれば， 同じことが各項の設問だけでなく，各問いについても言われな

ければならない. 各問いのタイ トノレがどのような意味で提示 しであるのかを一連の項

全体の 内容そのものに即 して理解するのでなければならない.

トマスの問題， つまり真の問題の立て方について 次のことが配慮されねばならない.

第二間以降，常に問われる当のもの (例えば， 至福， 意志的な行為，その善悪， 感情

・情念， ハピツス， 徳…… ) がどこに おいで あるかを問題に していくわ. 大切なこと

に， この <U bi e st ->の問いかけは 決 して， 一挙に その答えを求めるものではなか

ったという ととである. 緩やかな傾斜を持つ階段の 如く， どこにあるのかという問い

かけは一つの聞いの各項において， また関連 しあっている ひとまとまりのいくつかの

問いのなかで 次第に深まっていくのである.

この考察を貫く考察の仕方と して特に際だっていることは， まず先lこ挙げた問われ

ている問題 (至福，意志的な行為，その善悪……)，これらの諸概念がどこで語られるの
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かという広い仕方での意味・〈名> (nome n )の考察から始まる8) とれは，わた した ち

の 経験， 特にこれら広い仕方で倫理的な事柄に係わる言語が 如何に使われているかへ

の 反省において把握されるものである. 人々はそれをどこで， どの様lこ語っているの

か それを見つけなければならない. そのrat io そのものに触れているのではまだな

いがある意味で r at lOに触れている限りでその何であるかが示されるからである そ

して， このことの 上で厳密な仕方でそのrat io へと限定 していくことが 次の トマスの

探求になる. しかも， ここで終わるのではない 多くの必要な場 合， この考察は更に

より厳密な仕方では真の意味でのrat io と しての原因 ・根拠へと限定され高められて

いくのである9)ー どこにあるのかという問いを介 して考察を限定 していくことが， 存

在の明るみと しての真理 (ver it as) へ向けて考察を明確に していくととと一つに成っ

ているのである. (ただ し， 上で述べたように《至福》の考察については， 特別な注

意が必要であった その厳密な意味についてはまだ， 完結 していないのであり第 6問

から始まる思索に委ねられているのである ) 10). 

終わりに断わっておかなければならない �U lt imus F inis についての基礎づけ』

という私の表題は， そこにおいて自己の在り方の存在充溢を究極的に定めているそこ

を可能な限り， 明確に説明することを問題に しているということである. これからI

と立の考察を踏まえてより具体的な考察ーーとはいえ， 序論的な考察にすぎないーー

に入ろうと思う.

m 

トマスは自己の存在充溢を究極的に限界づける perfe ctum bonum と しての至福の

rat io を第 6間以下， 厳密な仕方で問題に していっている. 問題を確認すれば，く 如何

なる 働きを通 して至福へと近づくことが出来るか， また 如何なる 働きを通 してこのも

のから離 反 して しまうのか11) 解釈す れ ば，perfe ctum bonum の存在に貢献できる

な んらかの仕方での 働き， おそらく善である 働きを厳密な仕方で基礎づけることは 如

何なることか. トマスは自己の善であること (bon it as) を基礎づける仕方を 通 し て

per fe ctum bo num の存在へと 迫ろうとするのである.

さて， <行為) <善悪)， わた しが用いている〈自己の在り方〉という表現はある意

味で陵昧であり， 正確にそこで諮られるくそこ〉とある仕方で語られるくここ〉を予

め見定めておく必要があるだろう . 例えば， 行為の振舞だけを観れば， それが意志に
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依る意図的な行為か， そうでない行為か， 或いはまた情念に支配されたそれか， 判別

しにくし、場 合はしばしば見い出される. それに応じて行為や善悪の意味も変わって来

るのである

トマスば最初に行為論， 情念論を展開し， との考察の結果にお い て徳 悪徳論の地

平を確保しようとする 行為論， 情念論はそれ自体的に独立したものとして読めるが，

それだけでなく徳 悪徳論で考察されるべき 内容を準備するものでもある12)最初に諸

諸の行為と呼ばれるもののなかでも厳密な仕方で行為だと言われるそれ， 即 ち倫理的

な行為について善の ratio をどこで基礎づけるかが探究される (q. 6 -q .21). 次いで，

動物とも共有する仕方でありうるところの広い仕方での 働きと呼ばれるく 魂の受動〉

一一一 魂が何かを失い， 別のあるものを受け取ること一一ーはどこで善の r atlOを基礎づ

けることができるか (q. 22- q .  48) . 

倫理的な行為に関しての考察は， 自己の存在充溢として行為の存在充溢を基礎的に

定めている行為それ自体的なものとその存在充溢を決定している行為のフィニスが全

体として善であることを示そうとするが， これはこれらの存在充溢に関与している 魂

の理性的な能力としての理性と意志が充全的な仕方で善であることの基礎づけへと更

に限定されていく13)ここでは， 人間の意志は更に， 神の理性である永遠の法(!ex

ae ter na) と神の意志に依拠するものでなければな ら な かった14) この限りにおいて

〈端的な仕方での善き行為〉は究極的に自己の存在充溢へ近づく道であることが示さ

れる 後者， 感情・情念について善の 問題は， 魂の自然本性的な欲求においての ‘現

れ' としては感覚的という限定された意味での善( bonurn se ns ibi le )であったー との

善は自然本性的な仕方であるものであり， 人間の本性に属する. とこでは， <自己の

在り方を何かへと限定する〉という言い方は厳密には不可能で， むしろ受動的な仕方

で自己が或るも の へと， 例えばく快> <苦痛> <不安> <怒り> <感覚的な愛>etc.-ー

へ変化する15) ところがパッシオが理性そして意志によって支配される限りにおいて

は， 自然本性的な菩ではなく自己の存在充溢に関わる倫理的な善に与る16) この善き

情念 (例えば， <後悔〉や〈憐れみ〉という苦しみ)はある仕方で究極的な意味での

自己の存在充溢へ近づく道になるのである.

さて至福論から行為 ・情念論への探究の展開は， per fe c turn bo nurn としての自己

の存在充溢に bonitasの存在充溢の r atio を厳密に基礎づ け る仕方を通してそこへ
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迫ろうとするものであった. ところが，こ れ ま で の考察ではまだ不十分だと思う.

per fe ct um bonum がそれであることは厳密な仕方ではまだ， 明らかになっていなし、.

行為・情念論の考察そのものを反省しでも，残されている 問題があったと思う そこ

において端的な仕方で行為が，つまり善き行為が成り立つという極めて重要な考察場

面において， 如何にして 正しい理性・ ちからと しての理性( 例えば p rude ntiaJ，ま

た正しい意志・ ちからとしての意志 (例えばj ustitia)に高まるのかという 問題は，

まだ 問われていない. 後に残されたままである17)

IV 

徳論について.ここで大切なことはそれに基づく限りで菩き自己と善き行為が成 り

立つそれを探究しようとすることにある.自己の存在充溢IC関与している倫理的な行

為は， <善である限りにおける〉善き行為・徳の行為( actusvirtutis)という新しい

限差しのもとに置かれ，この限り で より厳密な仕方での bonitas の r at lOが 問題に

なる.

徳論は 次の仕方で 問題が組立てられている. 1) virtus についての前置き (q. 55). 

2)能力のある成就・完成 (p er fe ctio p ote nti ae )としての諸々のvirtusは 魂のどこで見

い出されるか(q. 56-q. 5 9) 18). 3)厳密な仕方で，またより厳密な仕方で vir tusの

rat!Oはどこで定ま る か(q. 6 0-q. 6 2). 4) virtus の r atio に伴う諸 問題に つ い

て (q .63-q. 6 7) . まず，徳についての考察の序論として探究されるべき枠組みを決

めている徳の本質が示される virtus とはper fec tio p ote nti ae である，(a. 1) . 働き

に関わるハピツスである (a. 2)，善い ハピツスである(a. 3) 19). Virtus の名である

per fectio p ote ntiae を探究の足場に， トマスは v1 rtus がそこにおいて 語られる 魂の

能力に着目し，そのどこに， 如何なる v1 rtus が見い出されるかを限定していく (q. 

56) .その際，厳密に virt usの r atioへと探究を導く指標としてく端的な仕方で語ら

れる諸々の徳〉を探究の 中心軸に据える.この徳は端的にその業とその人を 善 き も

のたらしめるそ れ で あ る この軸のもとで， 魂の 能力において見い出される諸々の

virtus ( 例えば 知的なそれ，倫理的なそれ ) がその r atioへと高められる為に必要な

諸条件を求める(q. 5 7- q. 5 9)20). 考察は更に，virtus の r ati o をいわば定めてい

る virtuお つまりf合理的な徳 (virtute s mor a le s J一一正義， 節制， 勇気と共lこ知慮・

賢明が主導的なものとしてとのなかに入ってくる21)ーーについて 各々の v1 rtus の厳
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密な意味が他のそれでなく， 正にその v lrtus の厳密な意味であることがどとで定ま

るのかを .v lrtus の種的な形相 (sp eci es)の 問題として 問うのである (q. 6 0-q. 6 1) . 

徳の ratio は， ここでの人間の自然本性に基づく 限りでの《 獲得された徳》に お い

てある意味で基礎づけられるのである22) と こ ろ が， 徳のrat lOについての トマス

の探究は自然本性に基づく限りでの《 獲得された徳》だけで終わるのでは決してない.

自然本性を超越する仕方に おいて神から人聞にく注入された徳> (viitut 白infusa e)

という〈神学的な諸徳・対神徳〉まで行き着くのである. 前者において徳の充全的な

意味が把握されるとすれば， 後者の〈注入された徳〉では徳の存在とは徳の真に充全

的な仕方での意味 (v era p er f ect a r at io virtutis) として理解されるのである.

技意すべきことに， 第65 問のく諸々の倫理的な徳の相互の筒の結び付きについて〉

において明示されているように，諸々の注入された徳，特にく神に対する愛> (c haritas) 

は諸々の倫理的な徳のスペキエスが単に多としてあるのではなく， 実lこ一つのものと

してあること， 言い替えれば完全な仕方でそれであるための厳密な仕方での根拠にな

っているということである 何故ならここにおいて初めて端的に徳が誕生しているか

らである ここから，注入された徳こそが端的な仕方で存在する徳・真の徳であると

結論されるのである.

さて，ことまで来てく究極的な仕方で自己がそれであること〉は 如何にして確保さ

れるのかを観なげればならない. bonitasの意味についての厳密な仕方での考察 (m).

bon itas の意味についてのより厳密な仕方での考察 (IV)から判断すれば .p er f ect u rn 

bonu rnが厳密にそれであることは， 倫理的な virtusの全体があることを決定してい

る注入された徳という究極的なく根源〉に呼応するものとして理解しなければならな

い. fi nis とは princi piu rnに呼応・応答して あるものに 他ならなし、からである. し

たがって， 探究してきている究極的な終極とは， 単に人間の自然本性 ( 例えば，理性

や意志)のく根源〉とく終極〉である限りでの究極的な終極をもはや意味していない

ということである 至福はこの幸福 (f elici tas) とは区別される仕方で自分の居場所

を確保しているのである.

設

1) 厳密な言い方では q.4 9-q. 85は ハピツス論 (q.4 9-q. 53 ) :徳論 (q. 54 -q. 

6 7) ， 聖霊の賜物;命 (q. 68 -q . 70)そして悪徳・罪論 (q. 7 l-q. 85) !己分けられる.
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ハピツス論は徳論 悪徳論の一般的な基礎論を為す. q . 1-q. 5 が第 二部の考察の

仕方を支配するように， ハピヅス論はその後第二部全体の考察のベースに成ってい

る. <聖霊の賜物〉は特に， 徳のより厳密な仕方での causa の観点か ら 徳を論じ

る 単なる q. 55 -q. 6 7 への補注ではなく，行為と自己の在り方を優れた仕方で

基礎づけようとする. Cf. E dwar d  D. O'Connor C. S. C.; St. Thomas Aqui nas， 

Summa The o lo giae ， v o l. 24， The Gifts of the Sp irit， lntro duction， Eyre & Sp ot. 

tiswoode ，  London， 1 9 74. 

2) Cf. In 1 Ethic.， 1， 2， n. 1 9- 23. 

3) S. T. II-l， q. 1 a. 1 a d  1: a.3 a d  1; a d  2: a.4， a. 8: q. 2 a. 7; q.3 a. 1. 

uItimus finis に関してはlbid，q. 1 a.4 を参照.

4) In quibus hom inis be atitudo consistit;の向いにおいて， 反対論はく富>(a. 1) 

〈名誉> (a. 2) <賞賛・輝き>(a.3) <権能>(a.4)一一ーにおいて至福があるのか，

どうかを考察する 第 1 問でキーワードである consistit は……においてある， …

…において見い出 されるの意味である Cf. In 1 Ethic.， 1， n， 5， 46- 4 8  

5 )  第二間以下，単に人間の自然本性を 中心に据えた仕方でく至福〉についての考察

が展開されているとは決して言えないが， トマスの考察の傾きは主としてここにあ

ると思う. Cf. q . 2 a. 4; a. 5: q .3 a. 1 -a. 8. 

6) Per fe ctum bonum <究極的な仕方で限定さ れ て い る善 >a. 2 a.4 a.6 a. 7  a. 8 

を参照 類似し た 表現 と し て summum bonum (最高の善 ) a. 1 a. 4 a. 5 a. 6 ; 

p e rfe ctio humani boni (人間的な善の成就・完成 ) a.3 また， op timus fi nis (最善

の目的) Cf. In 1 Ethic.， 1， 2 n. 1 9- 33. 

7) 次のSynop sis を参照. 1)端的な生(=それが正しくそれである生) のある限定

的な基礎づけ(q. 1-q. 5) 2)倫理的な行為についての善 悪の若礎づけ a)意志的な

行為について(q. 6-q. 1 7) b)その善悪について(q. 1 8-q. 2 1) 3)感情・情念につ

いての基礎づけ 旦)感情一般について(a. 2 2-a. 25) b)個々の感情について(q. 26 

-q. 4 8) 4)倫理的な行為につい て の徳と悪徳についての基礎づけ a)準備的な考察

ハピヅスについて(q. 4 9-q. 54) b)限定した仕方で ;徳， 悪徳について(q. 55…) 

8) Cf. lbid， q .  2; q.6 a. 1; q. 1 8  a. 2， a. 3， a. 4; q. 2 2， a. 1; q. 4 9  a. 1; q. 

55， a. 1 a d  1. 

9) ただし， 感情・ 情念のあるものについてはその対象(obie ctum) についての考察

は原因についての考察を兼ねることがある. Cf. Ibid， q. 2 9， q.30， q.40 . 

10) この探究は第1I-1I まで行かねばならない.このため， 実は小論は限られたもの

でしかない.

1 1) Cf. Ibid， q. 1， q. 2 Pr o lo gus. 

1 2) 例えば， 知慮と勇気の徳が関与するそれは「欲情的な 感情」と「怒情的な感情」
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の区別が前提されて始めて主題化される.

13) 拙論， r行為の善悪についての基礎づけJ r久留米信愛女学 院短期大学 紀要」第

9 号 昭和6 1年 p. 1 85 -p. 198 参照.

1 4) Ibid， q . 19， a. 4. 

15) 拙 論， rトマス， 感情についての基礎づけそのーJ r久留米信愛女学 院短期大学

紀要』第 11号 昭和63 年 p.6 7 -p. 7 4参照.

16) Ibid， q. 2 4; q.3 9. 

1 7) 重要なことであるが，ハピツス論を通して徳論は善の意味がより限定されたく正

しさ>(re ctum， rec t itudo) の視座へと高まっていく.

18) q .56 で virtus は 1)知性的な把握の部分に 2 )感覚的な欲求の部分に 4)感

覚的な把握の部分に 4)知性的な欲求の部分lこ， 如何にして見い出されるかがまず

問われ，これを更に正確な仕方で q .5 7 -q.5 9 において考察は深められる.ただ，

この区分ばトマス自身のそれと必ずしも， 合致しない. Cf. q.55 針。logus.

19) 稲垣良典「トマス ・アクイナスにおける徳の概念J r哲学 年報」第 42 号昭和58 年

p.3 -p .19 を参照. トマスの徳について の 基本的な問題( =人間の努力によって

獲得される倫理的な徳と超自然的な仕方で与えられる神の賜物としての徳の関係)

に対する然るべき考察の在り方を示す.

2 0) 知的な徳， 例えば技術知(a rs) は単に善き業を 為す技能であり，それが然るぺ

く用いられる為には欲求を完成させる vir tus • bona voluntas が必要とされる ま

た， 為されうる事柄K関し て の正しい理性である prude nt ia は諸 々のフィニスに

関して正しい欲求によって然るべき状態に置かれるのでなければならない.

2 1) Prude ntia は それ自体的K観れば， 知的な徳に属す る が，それなくしては他の

倫理的な諸徳が有り得ないという倫理的な諸徳の根源として倫理的な徳である.

22) トマスの徳についての基礎づけは，ul timus fi nis についての厳察な仕方での基

礎づけという方向と一つになる仕方において， 魂についての厳密な仕方での基礎づ

りを意味している. 中心的な概念は， 魂を究額的な仕方で限定するととを意味する

per fe cti oであり， この限りで人間の自然本性の完成・成就を問題lとして い る.そ

して徳である限りでの行為が< (内的に ) 秩序づ け ら れ た 然るべき行為> (a ctu s 

or di natu s e t  de bi tus q . 7 1 a. 2 ) に他ならない.


