思恵的行為論の披く「存在と人間」理解
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日本語， ギリシャ語， ラテン語 が も っ「恵みJ(以下， グラチアと記す)と
いう言葉の用法は多義的であるが， 贈物を与える， 贈られるとか， 好意をも
っ， 受けるとか， 感謝される， するとかいう風に行為論的に用いられる場合
が多い1) と同時にグラチアを受けて新生する覚悟ができた と か， 思いもか
けずに心の傷が癒、されたとか， 逆にこんな自分でもふと相手とグヲチアの関
係に生きる者に成れたとか， あるいは現在そのようにして在る(例えばパウ
ロの「神の恵みによって， 今わたしが在るようにして在 るJ 2)という言葉)
という仕方でも用いられる.
このようなグラチアの言語用法を通じて， グラチアの性格についておよそ
次のようなこつの特徴が際立ってこよう.
第一に， グラチアの働 き や 行為( 以下では行為という言葉で統一表現したい)
は， 徳の習性的行為と違って， 何か予測のつかない偶然的な贈物や好意に出
くわすという具合に， 必然性や習慣を超える意味合いをおびることである.
第二に， それば， グラチアを蒙る人の内的質ともいえる美点や才 や資質など
を予想し， さらに人間の在り方の変化や， 存在そのものにも関わるというこ
とである.
そこでわれわれは本稿のテー マ「トマス恩恵論を通じての存在と人間の新
たな理解」を追求する際， まずグラチアと徳(グラチアに生きる人と有徳な
人)との相違を考究しながら， 認識判断論的アプローチよりもむしろ行為論
的な間接的アプローチを以って臨んでみたい. 従って第一にグラチアと徳・
力量( virt us lとの相違の探求がわれわれの課題となる.

52

中位思想、研究33号

グヲチアと徳との違いを際立たせるため最初に徳について予備的な考察を
しておきたい.
トマスがグラチアを前提とせずそれ自体において， ポリス的徳やそれによ
る人間本性の完成を論じているのは周知のことである. すなわち徳の成立に
あっては， 人間本性の能動的原理(例えば実践理性や sy nd eres s)
i が， 普き
行為の反復を通じて受動的原理である人間の諸能力を自己に従うよう形相化
する， つ まり ロゴス(比例的中庸) へと習性化する. そこに本性の完全性で
ありかつ善行為の原理なる徳とそれによって完成化された有徳者が成立する
わけで、ある3)
しかしグラチアという言葉(光) の下に人間本性が考察される場合， 人間
本性はそれ自体が善でも悪でもない中性的な存在ではな く， 何かグラチアを
拒むものとしてグ ローズ・ アップされて くる.

トマスはこのような自己閉鎖

的本性を腐敗した本性C nat ura c orrupt a)と呼んでいる. そこでわれわれは，
グラチア論の枠組にあって有徳性を考察する場合， 言語矛盾かも知れないが，
na tura c ro rupta 状況にある有徳な力量ある人間像を考究しなけ れ ばなるま
�

，4)

そうした人間とはどのようなものであろうか.

まず彼は有限なポリス的善の実現の枠内で， 彼の有徳性の根源(実践理性
など) と徳形成の過程(善行為の反復) とその実りである業績を手中にして
おり， そうした整合性のうちに自己がポリス的本性の完成者すなわち理性的
自律性や習性的同一性をもっ者として在ることを自覚する. この有徳者の自
己形成過程は， ポリス的本性(質料的素材) から理性的徳性(形相) が像化
してゆ くいみで本性的次元で生起し， 従ってそこで成立する自己は， 自律的
主我性によって自己の「存在や行為Jを習性的に制御し， また三人称的学的
本性言語によってそれらを記述法則化し推測しうるものとなす. だからその
限りで自己の存在は， 本性的次元に傾斜して本性的存在として理解されて く
ると思われる. このように考えて くると， nat ru a co
rr upta における有徳な 力

恩恵的行為論の扱く「存在と人間」理解

53

量ある者は， 自律的主我性によって特徴づけられるといえる.
この消息を， 先にふれた有徳者の自己形成過程とは別の， 彼の目的善定立
と追求の角度から考察してみよう.
このポリス的に力量ある有徳者は， 本性的に善を定立欲求しかっ実践理性
によってこの善実現に関わる行為の第一諸原理を把握しうる. しかし彼は，
普遍善に自己を披くよりも， 自分自身で或る善を定立する. その意志に何か
欠如的善5)を定立せざるをえない( néa ntis ati o nをなす) 人間の主我性が洞察
されるわけであるが， それは後述するとして， 彼はこの欠如善に向けて自己
のもてる知的倫理的力量を動員し， 手段を計量勘案する. その場合， この目
的実現と手段選択とを共に組み込んだ実践的理論体系を構想するが， それは
可能的選択肢として幾つも用意され， 可能的本質世界を形成する. それゆえ
その可能世界で考察予想される人間の行為さらに存在は， この理性的意志的
主我の相関者たる可能的行為・ 存在として理解されてくる. かくてこの可能
世界をつくり制御する力量ある有徳者は， 力ある者( p o ten
s )と い う 性格を
おびてその世界に君臨することに相成る. だから或る人が， 或るポリス社会
で， 有限普を自己定立し， それ自体で完結した価値体系に自閉して生きるな
s )と し て 神の如きも
らば， 彼はそのポリスを支配しうる全能者( o m ni p oten
のに成るのではあるまいか6) こ う した有限普への意志的投企とそれによる
世界支配の理性的自律を， 先に自律的自我性と呼んだのである. しかしこの
主我により定立される善が， 何か普遍善への披きをかたくなに招む(anéa nti r)
限り， 彼の生きる世界は同時に無( ni hi)が浸透して現実存在性を
l
ま す ます
喪失してゆくといわざるをえ まい.
さてこの人間の否定的意志決定の状況は， いわば欠如， 無を含む善を定立
し， それを逆に絶対化して， 普遍善への披きを拒否しているいみで， すなわ
ち a vers i o a bo no uni vers ali et c o nvers i o ad
で，

トマスが

bo u
n m co m mu ta bi le といういみ

nat
u ra corrup ta と呼んだ状況なのである. それは また「知は

力なりJとして世界支配を目論み， 自らを神の鹿においた近代的人間主体の
意志決定の態度であり， また今 日のわれわれの根本的状況でもあろう7)
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従ってトマスがグラチアと切り離された徳・ 力量を， それとしては in
f r
o
mis とか8) 徳でないとか9)， 或るいみで徳であるとか1OKいう の も以上の背
景があるからであろう.
t ra
かくして an u

c rr
o u pt
a

たる人間の自律的主我性は， 存在理解に重大な

影響を及ぼすように思われる. それはなぜかといえ ば，

an tura

c rr
o u pt
a

に

あっては， ①知的意志的全能人の存在が， 本性の習性的完成態として本性次
元におかれ， さらに②世界の存在と行為を遂行する人聞の存在とが， あく ま
で主我の定立する無を含む (
a éa
n nti)も のとして理性の相関者たることを免
れないので， 結局「存在jは理性や意志志向を超える現実態(
a cu
t s ess endi)
としてよりも， 却って静止的本性的一般者， 可能的存在として理解されてし
まう宿命にあるからであろう.
以上が an tura

c rr
o u pt
a

という人間の自律的主我によって閉ざされた「存

在と人間」理解の次元である.

行為論的グラチアが問題となるのは， この自律的主我性がどこで破れ， 彼
のそれ までの存在理解と生とに対してどのようにして新たな逆説的な存在と
生の地平とが拓けてくるかが真刻に問われる時に外ならない. すなわちグラ
チアという言葉は， 例えば罪の赦L， 回心(悪意志から善意志への突如とし
たパウ ロ的転回) 11)， 愛敵行為， 死に至る までの善における堅忍な ど の 現実
を示す. それは人聞が一方で閉鎖的主我性によって自分の世界をつくり成し
ている正にその足下で， グラチアに関わる出来事が同時に生起している事態
を示しているといえよう. その省察ばしばらくおくとして， グラチアの言語
用法は， 理性的能動的原理や欠如的善の定立などが支配し， そのいみで存在
や人間的行為が本性的決定性， 因果系(善因善果・ 悪因悪果， 正義の法によ
る mre itu m- d emre itu m への信賞必罰など)の中に閉ざさ れ， 従って人間が
自己理性の相関者としてしか自己同一的本質存在を知らないで生きている世
界で， 突如としてその習性的因果性を破る出来事が出現している事態だけは
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確実に告知している. それではそのグラチア的現実の出現事態の具体例とし
て罪の赦し(これはj山tific atio impiiのー構成要素) を次に簡単に考察して
みよう.
一般に傷つけられ怒った者が， 自分を傷つけ怒らせた他人を赦すことは，
被害者が何のいわれもわけもな く傷つけられればられる程に難中の難となろ
う. なぜならそこでは傷つける理由・ 原因に対応相即しうる赦しの理由・結
果もなし、からである. 従ってこの場合， 赦しは最終的には， 当の被害者の自
発的好意や一方的意志に依存しているとしかし、え まい. すなわちそれでも加
害者が， 贈物や慰さめの言葉によって被害者の心を和らげて赦しを乞うのは，
赦して欲しいと思うからであり， その場合加害者は， 相手の心を和解に向け
て条件づけてゆ く. 時には間接的圧力をかけるかも知れない. しかしわけも
な く傷つけられた被害者は， 赦すわけもな く， 傷心をいだいて和解を依然拒
み続けることもできるわけである. だからもし万が一そこに義理や恩によら
ない赦しが生じたなら， それは先にふれた加害者の条件づ、けだけで、は説明の
つかない出来事で， やはり一方的なグラチアとしか呼べない事態であろう山.
この事態を功徳Cmer t i u m )との関連で今少し考察し て み よ う. 一般社会
の習慣や法的合意においては， 人間的行為が功徳とされるのは正義(の徳)
に即してである. すなわち或る行為を功徳あるものとしてそれに応分の報酬
m tri u m として罰したりするのは正義の差配に
を与えたり， 他の行為を de e
よるものだからである13) そこには善因善果・ 悪因悪果という合理的法則が
支配している. これに対して罪の赦しは， 功徳以前に赦しとして恵 まれる行
為であるといってよい. 恵むということは善因善果・悪悶悪果の因果系をは
ずれる出来事だからである. さらにそもそも業績・功徳をあげうると いうこ
とさえ， 多 くの人びとの有形無形の恵みに援けられないと実現しないことで，
そのいみで トマスは， 神のグラチアを功徳的行為の結果としてではな く， 何
よりもその原因としているわけである14)
このようにグラチア的行為は， 一方で可見的経験世界の出来事であると同
時に， 他方で一般的行為の習性的世界を超越しているといえる. そしてその
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いみでグラチアは， 経験世界で刻々歩々われわれ 日常の足下に生起している
ことであるのに， 人聞はその自律的主我によってそのグラチアの到来を遮断
し， あるいはそれに盲目になって natur a oc rr u pta の生に在るのではある ま
いか. そこでそうした人聞の自律的主我の破れ自体こそ， グラチア事件その
ものであるともし、いうるわ けである. その破れは， 憎むいわれなくして人を
憎み， 善き業をしようとして悪しき因縁を引き起こし15) ， 善き功徳をきずき
あげたのに却って人に損なわれるという主我的自律性の予測と力量を全く超
えた出来事によって到来するともいえよう. その到来は必然的では決してな
いにしても， われわれは人聞の主我性が撃たれ動揺するその一点にグラチア
の強力な働きを経験的に洞察せざるをえないのである. しかし主我性のこの
破れ・ 開けは， 余りに秘義的であるので， その考察は別稿にゆずることとし
たい. かくてトマスにあって所謂不義なる人の義化(グラチアの注賦・ 罪の
赦し)とは， 経験法則を超えるグラチアの逆説的働きを極限に まで押し進め，
さらに百尺竿頭を一歩進めた事態で、あろう. 従って罪の赦しとは， 人間の悪
しき意志から赦し癒しによって善意志が必然的に生ずることでは決してない.
これを存在論的にいえば， 質料的態勢づけから必然的に形相が生成してくる
ということではない. む しろ質料的に理解される natur a oc rr u pta に生きる
意志が， 突如として一瞬の中に( in in stant)i 16)形相化され， そこに或る癒さ
れ新たにされた存在者・ 行為者が再創造される(recre ra i)働きであって， 義
化は理性が本性的次元で習性づけうる因果性を超えているわけである.
以上のようにグラチアである罪の赦しにより， 因果性を超えて人は新生ず
e ner ato i) . このことは， 罪の赦しの原因・ 起源がわたしの理性や意志
る(re g
の主我によらないことを告知する. またわたしが相手から赦しを得ょうとし
てする贈物などの条件づけのプ ロセスが， 因果的必然的に相手の赦しをうみ
出すわけでもないから， 赦しへのプ ロセスもわたしの主我的制御領域を超え
ていることを示す. さらに赦しというグラチアの実りである和解による新生
やわたしがグラチア行為を自ら偶然なしうるように成ることも， グラチアと
して贈与されてくることで， わたしの主我の相関者で決してありえないこと
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を明示する. このようにグラチアは， 功績をあげ， その功績の原因と実りを
自ら所有制御するわたしの主我の世界を超える仕方で働 く場面で語られ， そ
してそれはわたしの主我世界とは異次元の逆説であることが明らかにされた
と思う. だから トマスは， グラチアとのこの出 くわしを， 人が功徳によらず
( no n ex m er ti i s)すなわち無から( ex nihi lo)
， 新たな存在次元へと( i n esse
no vo)飛躍する高揚として語るわけである171

それは言い換えれ ば，

nat ura

corrupt a なる閉鎖的本性系から nat ura sa nat a のグラチア的異次元への飛躍
なのである. そこで今われわれはこの飛躍を， さらにポリス的力量主体や彼
の行為との連関で考察してみよう.
赦しなどのグラチアを蒙り新生する人は， 彼もそのお陰で(グ ラ チ ア) ，
グラチア的行為をなし生きうるであろう. その生は従来の主我の力量を増す
習性的行為が強固に全能化する生とは異次元の生であり， またその世界は主
我の見通しで善定立と手段選択を制御しうる閉鎖的系とは別の開放系にあっ
た. ここで開放系という表現のいみは， 本性系で予測もできない善が， この
グラチア的行為そのものに浸透しその生を変容させているという自覚の表出
に外ならない. だからグラ チ ア 的行為に生きる人の生と存在自体は， r行為
(ag er e)は， 存在(esse)に伴って生起するJ 181 とし、う存在論的洞察によれば，
本性系を破り超える開放系の善に向かつてすでに在るといえよう. それはグ
ラチアが， 人間の行為の高揚をもたらすだけではな く同時にさらに根底的に
彼の存在を高揚させることをいみしよう. しかしその存在とは，

nat ura cor ・

rupta の理解する本性存在とは非対称的で異次元にあるに相違ある ま い. こ
の予想を以って今少し，

nat u va corrupta における本性存在とグラチア的存

在との異次元性について考察したい.
さて有徳な人の自己形成にあっては， いわばその自己形成の起源とプロセ
スと結実とが理性と意志の制御下におかれ， そこに「戸)できる」全能人と
しての本性的完成者， 自律的自己同一者が成立して くることには以前にもふ
れた. これに反しグラチアは， その起源と生成のプロセスと実りとが， 人の
主我的制御下になかった. つ まり本性的因果性によって測られず， 従って人
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の功徳に由来せずに， そのいみで無から生起して人を新たな存在に再創造し
たのである. このことは， グラチアが能力(本性的固有性) や習性的行為や
徳性や功徳などとし、う本性的存在の立場からみると， 逆説的に無としてしか
語られないことをいみした. それゆえグラチアは， 能力や徳の様に本性的存
在をすでに前提とするのではな く， む しろ人の本性自体や在り方そのものを
本性系によらずに無から変容・ 高揚させる風に働 くことをいみする. 勿論こ
の働きは， 存在論的ないみでの純粋創造ではな く， 行為論的ないみでの再創
造から推察される人間本性の飛躍・再生なのである. そしてグラチアがこの
飛躍を可能にすることこそ， 人間本性の可能性の普き習性として能力を基体
におき前提しそこに根差す徳とグラチアとの次元の根本的相違を示すものな
のである. これを行為論的に言い換えれば， 人の本性的存在系は， グラチア
を存在系とすれば， グラチアに対してはそれ自体が到底存在とは自己主張し
えず， 逆に異次元の無として語られざるをえないのである. ここではそうし
た存在次元の異なりが注目されな くてはならない 19) にも拘らずグラチア的
行為は， 先にふれたようにわれわれの日常の足下に現成して くるのである.
そこで、今はただグラチアは， ①人聞が自聞の世界を思いなして生きる丁度そ
うっしみ

の同じ現世に人間的行為として現世するが， ②他方 で 本性系 と は 異な る原
理・次元から到来するというこつの点に注意しておきたい.
しかし或る人びとは， グラチアと本性との異次元性に対して次のような疑
義をとなえる. すなわち人はグ ラ チ ア に 対 し， 自然本性的に(nat ural it er)
c apax なのではないか， そのいみでグラチ アもやはり徳と同様に本性的質料
から成熟する形相のようにして生成するのではないか， と. けれどもトマス
が， 人は自然本性的に c apax grat iae というときは20) ， 何度も繰り返すよう
に， 人の本性から( ex qua
) グラチアが形相として生成して くることをいみ
するわけではない. む しろ人の本性が， いわば グ ラ チ ア の場(in q ua)と
なって， そこにグラチアが形相として到来し働いて くることとして理解され
なければなるまい. それは一方で、， 先にふれた①のようにグラチアが， 人間
の可見的行為に現成するという事態を示し その限りでは人間の諸能力とも
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関わるのであるが， 他方でグラチアは先の②にふれたように異次元から到来
し， そのいみで人間の経験や能力に直接にキャッチされない場に到来する.
その場こそ， 魂の能力でなく本質と呼ばれる場( e ssentia animaelであり21) ，
そして人聞がグラチアの場たりうるという力量的能力でないところの存在論
的可能性が，

p ot ent ia o bed悶1tiae と従来からいわれて い る こ と な の で あ

る22)
それゆえここでグラチアが魂の能力より本質に先ず根底的に到来するとい
うことはさらに何をいみするのか， そしてその こ と は先に語られた naurt a
c rr
o u pt a の立場からする存在論とどのように異なる「存在」の位相を開示す
るのか， が問われてくる. それではこれらの聞いを再び行為論とからませて
次に問うてゆきたい.
きてグラチア行為は本性系の有徳な行為ではないので， その働きと存在が
理性的相関者として了解されてくることはありえない. だからグラチアは，
理性的指向や意志的志向とは非対称的な現実的働きや存在を開示するといえ
よう. そしてその開示は同時に， グラチア到来の場そのものを変容・ 高揚さ
せたのであった. このいみでトマスは， グラチアが人間の魂の本質そのもの
i num lに高揚させ， そ う し た存在を魂に与えるとい
を， 神的存在( e sse d vi
うが23) ， この存在賦与にこそグラチアのグラチアたる由縁がある24) かくて
o u pt aに在る人聞を異次元の行為と存在にもた
グラチア的行為は， natur a c rr
らすという点にその本領の発揮があるといえよう.
そこでこの異次元の「行為」について一言すれば，(a)グラチアは， 本性的
能力としての意志や知性がこの世界内に白分の自問的世界をつくり， その自
分の世界の同一性を まもりそこで君臨するという正にその主我性を破り， そ
うじた力量とは異なる知や意志の働きを可能にする. それは新たな知や意志
の力量としての信仰や希望の次元といえる. 従ってグラチアは， 主我的自律
的人間の1"-""'"できる」という自己同一性全体をさらにグラチア的に「戸)
できる」とし、う開示系の行為次元へと転覆変容させるわけである. この消息
の考察は， 後にグラチア的人間論との関係で再びとりあげることとして， 次
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にグラチア的行為(a)が披く自己の「存在Jについて一言すれば， (b)それは最
早人間の主我性と相応する本性的存在ではありえず， それと非対称的な高揚
された存在として自覚されてくる. この(a)行為から(b)存在 までをも含めた高
揚全体の自覚こそ， グラチアのェネルゲイア体験と呼べるものであろう25)
そこでは旧い本性は瞬時にして(in in ast nti)消失するがゆえに， その体験は
三人称的複数の本性的表現次元にはなく， また

on e of t hem として所詮三

人称に還元されてし まうような一人称表現の次元にもありえない. それはわ
たしを無から新たにかく在らしめ働らかせているェネルゲイアの収数点とし
てのわたしに現成することであり， そのエネルゲイアの行為論的な自覚なの
である. そのいみでわれわれは， パウ ロの一人称表現を想起しうるのである
(1神の恵みによって， 今わたしが在るようにしてわたしは在るJ Ií第1コリ
ント書� 15章10 節， 1わたしが今この世に生きているのは， わたしを愛し，
わたしのために身をささげられたあの神の子に対 す る 信仰に拠るJ Iíガラテ
ィア書� 2章20節， など26) )

•

さて以上がわたしに生起する(a)グラチア的行為から了解されてくる(b)存在
の自覚であるが， この存在の自覚は， 人間観と存在観に関わる次のようなこ
つの問いをさらに呼び起こす.
すなわち第ーに， グラチアに由来する存在は， 先にふれたように， 人の主
我の制御系で把握される本質存在やその働きを超え て， 正 に「わ た し が 在
る」そのことを直撃する. そこからこのわたしの存在に関わるべく到来する
グラチアに生きる生や人間像とはどのようなものか， という問いが生じてく
る.
第二に， この「存在」は， わたしの質料的態勢づけ( 力量) や経験や功徳に
由来せず， そのいみでわたしの意志決定や理性の構えに先行して「わたしが
在る」そのことを高揚させるのであった. それゆえ「存在」とはわたしを超
える絶対他者の贈与としてわたしに到来するに相違ある まい. そこからこの
グラチアの贈与者の存在性格は，

on e of t hem としてのわたしをも含む本性

的因果性を超えた， わたしの存在より高次な外的存在であることが自覚され
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る. そこで次にこの絶対的外的他者の存在性格がどのようなものか， との問
いが生じて くるわけで、ある. 以上のこつの聞いを問うことによって， トマス
哲学の「存在」了解に何程かの照射が加えられることを期待したい.

こでの問題提起を承け， われわれは第一にグラチアにおいて成立する人間
存在とその生の有り様についてさらに考究を続けよう.
まずためらわずに言えることは， この生はこれ までふれられてきた na tura
corrupt a の人間的状況から癒され解放された生であるということであろう.
na tura corr upta において構想される人間観とは， 繰り返してい え ば， 主我
による普遍善の n éant i sat ion に基づ く善定立の枠内で r ""'--'できる」人間こ
そ卓越した人間らしい人間とされたことに存した. この能力の卓越性はしか
し極めて主我的なもので， 意志的決断と知的判断を有効に働かせて業績をあ
げるという点に求められよう. だからこの有効な人間モデルにそぐわない人
びと， 例えば重症心身障害児や病いある老人などは， このポリス内の無益な
者あるいは人間的卓越性や能力なき者という熔印を押されてし まい無視され
る. この傾向に対してグラチアは， このような自閉系にある能力hよりも，
まず魂の本質に働きかけ， その存在高揚にこそその価値が求められた. そこ
から人間の価値が意志的理性的働きの有効性(卓越性) に第一義的に求めら
れるのではな く， むしろ人間の意識や自己決定では律し切れない， 人間の魂
の根底におけるグラチアとの交わり(コイノーニア)という存在論的事態に
求められてこよう. そのいみでトマスは， 人は自分がグラチアをどれ程もつ
か， 否そもそもグラチアをもつかどうかさえほぽ知りえないと強調する27)
つ まり彼はグラチアを理性的自意識や意志所有の領域にもち込 まず， グラチ
アに関して人は人を裁けえず， 人の所有領域と異次元なるものとして尊重し
なければならないことを強調するわけである. そこに先のアルツハイ マー病
の老人や障害者が人間として深 くグラチアを生きうる次元が拓かれている.
言い換えると主我的人間像が， 自己を人のモテツレとして定立し， 他の人の在
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り方に対して自己閉鎖し排他的になるのに対して， グラチアは各人の各人な
りの知と意志の成熟の可能性を開放系において示すわけである28) それゆえ
このように主我の自律的能力による制御を脱した存在論的次元を披くグラチ
アの生とは， グラチアの次元に逆に自己を披きゆだねてゆくとし、う生を生き
ることに成る. そればグラチアの根源に， 自律的主我をゆだね， 同一性の基
準を移しかえることをいみする. つ まりこの移しかえとは， グラチアの根拠
が主我の相関者たる善でも存在でもなく， 主我の方から自己やこの根拠の同
一性を指定できないことを自覚し， 本性的卓越性さえ放棄し， 以上のいみで
不断に自己脱自が要求される脱我的地平に生きることなのである29)

それで

は次にこの生がどのようなものなのかをさらに具体的に注賦的徳との関連で
考察してみたい.
グラチア的行為は先にもふれたように， そもそもグラチアの根拠・贈与者
によるわたしの存在と行為の高揚を予想するものであった. その事態が， グ
ラチアは魂の諸能力よりも まず本質に関わるといわれたのである. それは ま
た トマスが， 成聖の恩恵(g rat ia g rat u mf aci en)は，
s
人間本性に神的存在を
与えると語ったL、みでもある. その際行為論的視点からすれば， 人間の本性
的能動的原理そのものおよび諸能力が， グラチアという新たな形相によって
消滅してし まうのではなく， 無化をかし、くぐって新たな本性や能力の完全性
の次元によみがえることをいみする. つ まりわたしのエネルゲイア体験にお
いて， 行為の新たな原理としての徳が現成するわけで、ある. この徳により，
本性的経験的次元では見えないのに信じ， のぞみえないのに希望しうるので
ある. この注賦的徳が所調神学的徳であり， またそれによって形相化される
倫理的徳である30) このようにグラチアに生きる生は， その注賦的徳によっ
てグラチアの次元に自己の同一性を求め， 本性の側に求めない. 従って自ら
の注賦的 力量によって働き出される実り( o pu s me
rit o riu mなど) を 自己 の
所有にせず， その実りを主我的同一性を保障する業績のリストにも組み込 ま
ない. むしろ自己の生の実りを本性的世界を超えた， 未だ見ぬ生(vit a aet .
e rna )にたくす. そのいみで彼は現世にあって旅する異邦人なのである(ho mo
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viat or)
. このような人間像の実例は， アブラハムやモーセのような人びとの
うちに見出せるであろう31)
だからこのような人こそ， グラチアの根拠を他者存在すなわちわれわれの
ポリス的本性系とは非相関的な現実存在として了解しうる. そこにはグラチ
ア的行為者にとって新たな存在了解の地平が拓けてきている. そこでこのグ
ラチア的人間像が， どれ程現代的人間像と異なるかについてはすでに十分明
らかにされたと思われるので， 次にグラチアの人に拓ける「存在」に関する，
先に提起した第二の聞いを問うことにしたい.

四
この「存在」了解の言挙げに際し， その了解が次のように@一→⑤へと分
節化されて深 まるように記述してみよう.

@

先に述べたように， わたしのェネルゲイア体験において， グラチアの

贈与者・ 根拠とは， 行為論的な業績や功徳をうむ本性系を前提とせず、にむし
ろ本性系全体を無から新たな存在へと高揚させる「存在」であるとの洞察が
もたらされた. そうした存在は， 常に本性的可能性をグラチア的現実存在に
再創造しうる， 自らは可能性の影なき創造的現実態(ac t u s puru s)といわれ
ることヵ:できょう32)

@ さらにこの存在は， 本性的因果系列を超えて直接わたしの意志や本性
にグラチア贈与者として働きかけた33) そのいみで彼は自由な行為者として，
しかもわたしの自由意志を聞きの系に導 く都機の洞察者としてベルソナ的存
在であることが開示されて くる.
の

この存在の自由と洞察による配慮( oik o no mia)は， 最早人間的主我統

制の外にあり， しかもその本性を人間理性で固定化できないので， わたしの
経験の相関者がもつあらゆるカテゴリーの中に指定されえない. そのいみで
彼は絶対他者・ 逆説としての存在であるといえる. トマスはこの消息を表現
して， 人は彼のグラチアの働きかけに対して何らの相応しい価値や功徳や対
等性をもたないと語るのである34)

64

中世思想研究33号

@ この絶対他者はしかし自己同一性に住せず， 却って彼に全く値しもせ
ず， 何らの功徳や対等性をももたぬわたし に対し て 無償に(gr ati s)自己贈
与し， しかもわたしの自閉性を破り普遍善への系においてわたしと交わり関
わる者として脱自的性格を帯びているように思われる. 彼は決して一切を自
己愛の契機にしかしないナル チシズム的絶対者351 ではない.
@

存在のこの脱自性は， 人間の自己完結的本性系を聞き， グラチアの次

元に癒し・ 義化し存在高揚させるが， この点を極限 まで表現し， さらに百尺
竿頭を一歩進めると， このベルソナ的存在 ( Ip sum Esse Per son ale) が， 人
間本性を自ら(のペルソナ)に摂取不捨し( assum ere)
， そこで人間本性を自
らの存在に担い摂ってゆくというグラチア行為に横溢する361

すなわち「存

在自体」が， この三次元的世界の真只中に在るとし、う仕方で，

en s vi si bi iI s et

p assi bi Iistこるこの人の「存在Jと成って現存するのである. これをトマスは
「受肉Jとして考察する. そこに絶対他者のエッセが， われわれの身近なこ
の人のエッセに成るという何か矛盾を含む不思議な受肉的存在論が展開する
のである.
@

このように考えてくるとグヲチア的行為論 は， そ の 成立根拠 と し て

「到来する存在」すなわち受肉し自己脱自する存在了解の地平を予想するわ
けである. そしてその存在了解の根底には， あの『出エジプト記� 3章14節
の「エブィエー・ アシェル・ エフ ィエー」あるいは『ヨハネ福音書� 8章24，
28， 58節の「エゴー・ エイミ」さらには『マタイ福音書� 1章23節の「イン
マヌエル」の存在観( ? ) が伏在していると思われる371

その存在は従来の

日ν， oùσfα， ens， e ssent i aとし、う表現よりも， へブライ語の「ハーヤーj動詞
の特別な用法で語られるので， 果たして従来の哲学の存在言語で表現できる
ものか否か自体が問題となろう. この点はさておき， 以上の「存在」の単に
遍在的(u bq
i ue)
381でなく， 受肉的に内在し つ つ かっ絶対他性として超越する
性格が， 西洋哲学に伝統的な

en s u
-n um -aIq
i uid という同一性哲学とそこに

根差す人間観(例えばボエテ ィウ ス の ペ ル ソ ナ 観， Per son a e st r taion ali s
n taur ae ind i vid u a su bst nt
a i )a391とは， どこか でず れる存在了解の方向を示し
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てくると思われる.
以上のように考究してくると，

トマスのグラチア的行為論において出 くわ

す存在の自覚は， 一方で理性的相関者としての超越的自己同ーの存在論と他
方でロゴスの受肉に及ぶ， 人の主我的志向を破り変転さす絶対他者の自己脱
自する受肉的存在論とのあつれきと統一の問題を提起するように思われる.
それはその ま ま トマスの en s了解の射程の高さ， 深さ， 広さと を示す結果
になるともいえよう. がし、ずれにせよ，

トマス行為論の中核グラチア論は，

働きや行為の観点から新たな存在の力働性の地平「ハーヤーJを披いている
といえよう. そこでは I
p su m Esse Per sona le が， この人の存在といわれる
p su m Esse Per sona le が
までに無償な仕方で成るというGrat ia Un ioni s即I
語り出されたのである40)

結

語

われわれは トマスに従って nat ura c orrup ta という人問状況における力量
的功徳的行為論に対して， それとは対比的に nat ura sanat a におけるグラチ
ア的行為論を吟味しつつ， グラチアが人間の歩々に清風の如く立ち， しかし
人の主我はそれに対し自らを閉ざすという経験のうちに， 或るグラチア的存
在了解や人間観が現成してくることをみた. すなわち一方で トマスの存在了
解は勿論周知のように本質主義を超えているが， さらに現実態(化)を強調
する創造的存在論を超え， 結局受肉的ハーヤーに根差していることが示 唆さ
れた. この存在了解は他方で トマスにとって人間の価値が， 理性と意志の働
きとその業績に生きる主我的人間像に存するのではなく， まずグラチアと人
間との根底的交わりの場すなわち魂の本質に求められることを帰結する. 言
い換えれば， 魂の本質という聞きなれない言葉がし、みすることは， 正に「存
在」はハーヤーとして到来するということであり， 人聞はこの到来に何より
も各人独特の仕方でのみ自己を披く者として在るということなのである.
以上のすべてのいみで トマスによるグラチア的行為論は， 間接的にではあ
るが， 行為論的存在了解とそれに即する人間像を今 日に披き， 人間の実存的
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生の射程の深さと高さとを現代に聞き示してくれるように思われる41)
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い る. しか しグラチアは ， 付帯的形相 であ り実体的形相 として賦与 され ないので，
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- Prudentia とCaritas の徳 の射程J W人文科学科紀要』哲学 XXV，

1989， 東京
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26)
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35)
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か すように自ら は動か ない で他を動か す ， とある . この絶対者の自己脱自に こそ 存
在論的転回がある .
36) i1lud esse aeternum Fi1ii Dei quod est divina natura， 自t esse hominis，
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