トマス倫理学における至福

稲
1

垣

良

典

トマスは『神学大全』第二部の倫理的な事柄 mora lia
， mat eria moralisに

ついての考察一一 トマス自身それを倫理学的考察 c onsiderat
i o moralis1) ，倫
理学 sc i e ntia morali
山と呼んでいるーーーを， 人間生活の究極目的ないし至福
についての考察をもって始めている. 倫理学的考察を， その対象 subjec tum3)
である人間的行為 actus h uma nus
， o peratio h uma na
一一一それによって人聞が
究極目的にたどりつくか， あるいは究極目的への道をとざしてしまうところ
の4) ーーーについての考察をもって始めるのでなく， 究極目的についての考察
をもって始める理由については， 目的へと秩序づけられた事柄の根拠・意味
は， 目的 (そのもの)から得られるのでなくてはならなし、からだ， と説明さ
れている5)

この説明は， すべて働きを為すものは目的のゆえに働きを為す

om ne a g ens a g it pro pt er fi nem という， 諸々の原因の聞における目的原因の
優位を認めるかぎりへ容易に認めることができるもので あ り， まず究極目
的， あ る い は (究極目的への到達に存する， とされる7))至福について考察
した後に， (倫理学的考察が か か わる対象としての)人間的行為一一一それは
究極目的に到達するために必要とされるものである一一ーおよび， その内的お
よび外的根源について考察するという順序は， 当を得たものであり， 一見，
問題なく受けいれることができるように思われる.
このような考察の順序は トマスの場合ごく当然のものであったという印象
は， アリス トテレスが『ニコマコス倫理学』冒頭第一巻において， 人間のす
べての活動あるいは行為の究極目的としての最高善， つまり幸福について論
じていることを想起し，

トマスが哲学においてどれ程 多くのことをアリス ト
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テレスから学びとろうと努めたかを考え合せるとき，

さらに強められる町.

トマスはここで基本的にアリス トテレスによってきり拓かれた道にそって進
んでいるのだ， と考え， アリス トテレスがその創始者であり， 代表者でもあ
る目的論的 teleologic al もしくは幸福論的 eudaimo nistic 倫理学の立場をとっ
ているのだ， と解するかぎりへかれが倫理学的考察を究極目的ないし至福・
幸福の考察をもって始めたことは， ごく当然のことであるように思われるの
である.

2

ここですこし脇道に そ れ て， �ニコマコス倫理学』と『神学大全』にお

ける究極目的・至福論を， 単純に 同様の思想的傾向に属 す るも のと し て 論
ずることの問題性を示唆しておきたい. アリス トテレスは『ニコマコス倫理
学』の終り， 第十巻第六章において再び幸福の考察に立ち帰り， かれの倫理
学的考察が或る種の完結性をもつものであること (より大きなポリスの学の
一部分である， とし、う留保はあるにしても)を示唆している. これにたし、し
て， トマスの場合， �神学大全』
の倫理学的考察の総論 s ermo n es universal es
10 )
である第二部の第一部は人間的行為の外的根源たる神に由来する思寵につい
ての考察をもって， さらに各論 co nsiderat io

pari tc ulari s1 1) で あ る 第二部の

第二部はやはり思寵によって始めて可能となる. 神へと到る道としての修道
生 活 r el i g io についての考察をもって閉じられており， 究極目的ないし至福
そのものの考察へと立ち 帰ってはいない. このことは，

トマスにおける倫理

学的考察の根元的な未完結性 (もしくは倫理学の対象たる人間的行為と， そ
れがめざす究極目的との聞の何らかの根元的な非連続 ・断絶)を示唆してい
るといえないであろうか.
『神学大会』の倫理学的考察は「神のもとにおける悦びと霊魂の永遠の安
息を約束し給うた， 世々に至るまで祝福せられ給う， すべてを超える神であ
るわれらの主イエス・キリス トが， われらをその約束し給うたものへと導き
給わんことを. アーメン. J 12) という祈りで結ぼれている.

トマスによると，

I人間であるかぎりにおい て のキリス トは， わ れ われ (人間)にとって神へ
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と向う道13)J であり， したがってかれが自らの倫理学的考察を至福そのもの
への立ち帰りによってではなく， 道であるキリストへの祈りをもって閉じて
いることは， かれの倫理学的考察がいわば本質的に未完結なままに終らざる
をえないことを示すものといえるであろう. このようなアリストテレスとト
マスにおける倫理学的考察の構成に見られる著しい違いは， 後者が神を主題
subjec tum とする「聖なる教えJ sac ra doc tr ina のなかに位置づけられている
ことを考慮に入れた上で、14}， この二者における倫理学 (的考察)の特質に光
を投げかけるものとして注目に値すると思われる1 5)

3

ここで再びさきの議論にもどることにしたい. トマスの倫理学的考察の

出発点に究極目的ないし至福に関する考察が置かれていることは， かれにお
ける目的原因の優位を認める立場， およびアリストテレス哲学との密接な結
びつきなどにてらして見るとき， 至極 当然のことであるように思われる. し
かし， そのことはトマスの究極目的 ・至福論自体が何ら問題をふくまず， 容
易に理解できることを意味するのではない. アリストテレスの最高善 ・幸福
論との関係にかかわる問題はし ば らく お い て， w神学大全』第二部の第一部
の最初の五つの問題において展開されている究極目的 ・至福論を詳細に見て
ゆくと， 数 多くの説明困難な問題に出会う.
たとえば， 第一問題第七項「すべての人間において究極目的は一つである
か」という聞いを前にして， 究極目的は意志によって自然本性的に natura liter
欲求されるものであり， 自然本性 nat
ura は一つのものに向う， とし、うそれ
に先立つ議論 (第五項)にてらして， すべての人聞は種的自然本性において
i するのであってみれば， 結論は当然， 無条件的に然、 りという
合致 c onven re
ものであろう， と期待する者は， 実際にトマスが与えている答えに困惑する
であろう. トマスは或る人は富を， 或る人は快楽を最終的な普 bon
um c on .
summatum として欲求しているとし、 う事実を指摘した上で， とはいえ最善の
味覚を有する者が最も楽しむところの甘さが端的に最も快い甘さであるよう
に， よく態 勢づけられた情意 ・愛 affec tus bene dis pos it
us を有する者が究極

中世思想研究35号

4

目的として欲求する善が最も完全な善 com pletiss imum bonum であるとしな
くてはならない， という， いわば経験的な議論にとどまっている. これは，
トマスがあたかも現実に 多種 多様な究極目的があることを認めているかのよ
うな印象を与え，

トマスの真意を把握できない者を当惑させる. この当惑か

ら解放されるためには，

トマスがこれら五つの問題を通じて考察 ・探求を進

めるさいの極めて複雑な手]1固ないし戦略を会得する必要があろう.
この点に関して一言しておくと， 第一問題においては究極目的ないし至福
は人聞がその行為を通じて目ざすものとして考察されるにとどまり， それ自
体として考察されるには到っていない. したがって，

トマスは究極目的・至

福論のこの段階では第七項で行ったような経験的議論にとどまるべきだと判
断しているのである. 第二問題で人間の至福はし、かなる事柄 に 存す る か i n
quib
us s it という問題を， それについての様々の見解を検討する形で考察し
た上で， 第三問題で始めて「至福とは何であるかJ quid s it bea tit
udo と聞い，
第八項において人間の究極的で完全な至福 ultima per fec ta bea tit
udo は神的
本質の直視V凶io ess e n tia e d ivina e であると結論し， このあと一貫して主張
される. したがって， 究極目的 ・至福論のそれ以前の段階で「すべての人間
において究極目的は一つであるか」という問いにたいして， 単純に然り， も
しくは否， と答えることは無意味であり， ここからして トマスはさきにのベ
たような答えを与えた， と考えられるのである.
次に，

トマスは屡々「完全な至福J bea tit
udo per fec ta と「不完全な至福」

bea tit
udo im per fec ta の区別について語っており1 6hわれわれは「完全一不完
全」とし、う言葉の慣用が一般的であるところから， この区別のふくむ問題性
を見逃しがちであるが， 立入って考えるとこの区別もわれわれを大いに困惑
um であり， 究極目的そのもの，
させる. 至福とは完全な善 bonum per fe ct
ないしそれへの到達を意味するのであってみ れ ば. r不完全な」つ ま り「 究
極ならざる」至福とは形容矛盾であり， すくなくとも逆説的であるといわざ
るをえない.

トマスは完全な至福は現世の状態 s tau
t s pra es e n tis vita e にお

いては人間によって所有されえないものであり， 神によって天国において与
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これにたいして， 不

完全な至福は「至福の何らかの分有1 8) J a iqua
l
par tic i pa tio bea ti tud inisで、あり，
現世において人間の自然本性的能力 na tura lia によって 到達しうるものであ
る， とされる19 )

しかし， r真のJ vera 至福20 ) は「完全な」至福のみであっ

てみれば， r不完全な」至福なるものは「偽り」の至福で あ ると い うべきで
はないのか. \，、かなる理由で トマスはあえてこのような区別を導入したのか.
それがたんなる原則無視の妥協， 理論的一貫性の欠如でないとしたら， どの
ようにこの区別の根拠を説明できるのか. すくなくとも， この区別が トマス
の究極目的・至福論のふくむ難問の一つであることはたしかである.
さらに至福のために身体は必要であるか， とし、う問題に関する議論も， 一
見相互に対立する要素をふくむように思われ， われわれを 当惑させる.

トマ

スはこの問題に関して「人間の至福のために身体は必要と さ れ るかJ r至福
のために身体の何らかの完全性が必要とされるか」というこつの問いを立て，
前者にたいしては霊魂が身体なしに至福でありうることはあきらかである，
と答え21) ， 後者にたいしてはあらゆる仕方で完全である至福のためには身体
の完全な状態 per fec ta dis posi tio cor poris が必要とされる， と答えている22)
身体そのものなしに身体の完全な状態がありえないことはあきらかであるか
ら後者は完全な至福のために身体は必要で、ある， と言し、かえることができ
るように思われ， さきの問L、にたいする答えとは正面から対立するように思
われるのである.
トマスの議論を詳細に検討すると， かれの立場にふくまれているかに見え
る矛盾は， じつはかれが至福の本質 ess e n tia そのものと， それに先行する諸
条件， および必然的に後続する事柄一一これらは屡々混 同され， あたかも 同
じものであるかのように見なされていた山一一ーとを厳密に区別しようと試み
ていることに由来する， ということがあきらかになる. われわれはともする
と至福の本質そのものと， 至福である人間に属する様々の事柄ー一一 トマスは
「そのものがよく在ることに属すること山J quod per ti n et a d ben e ess e e jus
という言い方をしているー一ーとを混 同しがちであり， そのために トマスの議
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論はあたかも矛盾する主張をふくむかのような印象を与え， われわれを困惑
させるのである.
またトマスの究極目的・至福論が， r人はすべて至福を欲求しているのか25) J
utrum omni s h omo a p petat beatitu di nem という問し、をもって閉じられている
ことも， 多くの人に意外な感じを与え， 当惑させるかもしれない. 人聞は自
然、本性的に至福であることを欲求し， この望みのゆえに す べ て の こ と を為
す， という前提から出発して， その至福とは何であるのか， またどのような
ことに存するのかを探求してきたのに， その結末に「人はすべて至福を欲求
しているのか」という聞いが置かれているのは， まさしく a nti .clima x であ
り， それまでの探求や考察の積み重ねをすべて帳消しにするような印象を与
えるからである.
トマスが与えている答えは， すべての人は意志を全体的に満足させてくれ
るような完全な善を欲求しており， その意味ではすべての人が至福を欲求し
ているが， すべての人がそのように意志を全体的に満足させてくれるような
善がし、かなる事物において見出されるの か を知って い る の ではなく， した
がってすべての人が至福を知っている cog nosc er e とはいえ な い ので あり，
その意味ではすべての人が至福を欲求しているとはいえない， というもので
ある加. この答えは極めて明快であるが， その意味するところを十分に把握
することは必ずしも容易ではない. そのためには， 人聞が至福を欲求する，
あるいは意志する， といわれるときの欲求する ・意志するという働きのうち
にふくまれている自然本性 natura の要素と， 自由I
iberta s もしくは自由選
択
li berum arbitrium (自由意思)の要素とが， どのようにそれぞれの役割を
果し， 相互に関係し合っているかを洞察しなければならないのである.
われわれは「意志する」という働きは行為主体 な いし 能動者 a g ens そ れ
自身に発する自由な働きであり， r意志J はわれわれが行う す べ て の働きを
発動させる第一の動者である， という考え方に慣れ親しんでいる2 7)

トマス

もそのことを否定しないが， かれは「意志する」とL、う働きのうちにはそれ
よりもより根源的な「自然本性」の要素がふくまれていることを見てとって
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おり2へそれを自然本性的傾向 i c
n li nat io natura lis あるいは自然本性的欲求
a p p et it us natu ra lis という言葉で言いあらわす29)

["すべての人が至福を欲求

しているのかJという聞いをめぐる トマスの議論がわれわれを 当惑させると
したら， その原因は欲求する ・意志するという働きにおける自然本性と自由
とのかかわりについての トマスの洞察が見落され， あるいは忘却されている
ことに求めるべきであろう.

トマスがこの間いをこの場所に置いた理由につ

いては様々に推測することが可能であるが， かれの論述の明快さとくらべて，
その背後にあるかれの思索の動きはきわめて複雑であり， 深く秘められてい
る， といわざるをえない.

この他にも 多くの(おそらく上にのべたものより も よ り重要で困難な)

4

問題が トマスの究極目的・至福論それ自体のうちにふくまれていると思われ
るが， ここで考察の対象として取りあげたいのは表題にかかげた問題， すな
わち，

トマスの倫理学的考察において至福論の占める位置， という問題であ

る. より明確な言い方をすると， 本稿の冒頭で，

トマスが倫理学的考察を究

極目的・至福論をもって始めているのは一見 当然のことであるように思われ
るとのべたが， 果してそうなのか， 実はそこに大きな問題があるのではない
か， ということである. いし、かえると，

トマスの至福論はかれの倫理学的考

察の全体のtcかで， 体系的にいって適切な 位置 をし め て い る の か， むしろ
「坐りが悪くJ ["宙に浮いているJ面があるのではな い か， と いう問題であ
る
トマスは人間にとっての完全な至福は神的本質の直視以外のものではあり
えないことを， 人間知性はどのようにそれの対象への到達によって完成され
るか， ということについてのふりかえりを通じて論証しており3へその議論
を表面的に読むならば， あたかも人聞は神の存在論証に続く， 或る高度の神
学的思弁によって至福に到達するかのように トマスは考えていた， との印象
を受ける. すなわち， 人間知性が神について， たんに 神 と 呼ば れ る も の が
「在るJ a n sit ということを認識するにとどまるならば， さらに完全な認識

8
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への自然本性的願望が残り， この願望は神の「何で あ るか J q u
i d si t が認識
されるまで‘ は完全に満たされることはない， とし、う議論を通じて， 人間にと
っての究極的で完全な至福は神的本質の直視に存する. とし、う結論が導き出
されているのである.
しかし， このような印象は訂正さ れ る 必要がある. 実は， r神的本質の直
視 J とし、う完全な至福についての定義は， r完全な善(究極目的)への到達j
a de ptio boni per fec ti という， 至福についての形式的・一般的規定から直ちに
帰結するものであるかぎり31 )

それ自体「形式的なj規定にすぎない. この

規定に実質的な哲学的意味を与えるのは， 人聞が完全な善にたいする到達・
受容能力を有すること， したがってまた神的本質の直視に到達する可能性を
有することについての形而上学的洞察である32)

こうした形市上学的洞察は，

r er sa le であり， 意志の対象は全
トマスの場合， 知性の対象は全き有 e ns u山
き善 bonum uni ver sa le である33)， などの極めて単純な言明のうちにふくま
れており， その意味を適切に理解することは必ずしも容易ではない. しかし，
こうした言明によって言いあらわされている， 完全な善にたし、する人間の到
達可能性ないし受容能力についての形而上学的洞察が，

トマスの究極目的・

至福論に実質的な意味を与えているのであり， それなしにはかれの至福論は
形式的な規定の連鎖に還元されてしまうであろう.
ところで，

トマスによると人間は神的本質の直視にたいする受容能力は有

する c a pa x が， それを自らの自然本性的能力によって獲得す る こ と は で き
ない一一神的本質はすべての被造的実体ないし本質を無限に超え出るもので
あるがゆえにーーとされる山. それへの受容能力 (到達可能性)を有すると
ころのもの一一それへの自然本性的欲求がわれわれのうちに見出されるもの
ーーを自力では獲得できない， とし、う主張ーはほとんど背理的なものであり，
すくなくとも逆説的に響くが， ここでは立入って考察しない. むしろ， ここ
では人聞はこの生においては i n h ac vi ta35) . つまり現在の生命の状態 sta tus
pra esenti s vita e においては完全な至福には到達できない， という トマスの主
張に注目したい. 現世における倫理的行為のすべてーーさらにまた， それら

トマス倫理学における至福
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行為を通じて形成される諸々の徳のすべてーーがそれをめざし， それのゆえ
に為されるところの究板目的ないし至福は， 現世においてはけっして到達さ
れ， 享受されえない， とし、う主張は何を意味するのか.
それは一見， 至福の本質を構成する人間の働き o e
p r a tio -一一 トマスは， そ
れは知性の働きとしての v is io であって， 意志の働きたる de!ec ta tio ではな
いことを強調する361ーーと， 現世において人聞が至福に到達することをめざ
して行う働き o pera tio としての倫理的行為 (そのような行為を成立させる内
的根源としての諸々の徳もふくめて)とは， 根元的に異質な働きであり， そ
れらの聞には連続性よりはむしろ断絶があることを意味するように思われる.
われわれに身近な例でいうなら， 完全な至福と， それをめざして現世で為さ
れる倫理的行為との関係は， オーケス トラが長期間にわたる苦しい練習， た
ゆまぬ研究を重ねた末に， 或る日， 本番でそれまで夢見ていた最高の演奏を
実現することよりは， むしろ会社員が味気ない， 労苦の 多い仕事と労働に明
け暮れる長い年月の後に， その報いとして憧れのリゾー トで楽しい休暇を過
すことにたとえられるm， と トマスは考えていたかのようである.
しかし， トマスは実際に現世の倫理的行為のすべては， 来世において報い
として期待される至福とし、う結果 ・帰結 c onsequence をかちとるための手段
にすぎず， 倫理的行為はもっぱらそのような帰結としての至福からその意味
や規準を受けとると考えていたのか. その意味で トマス倫理学は基本的に幸
福論的ないし結果主義 c onsequential ism38 1的 で、あるといえるのか.

5

上の聞いにたいしては， トマスの倫理学的考察における究極目的ないし

至福の概念， およびそれが倫理学的考察全体のなかで果す役割をめぐって様
々の解釈の余地があるとしても， トマス倫理学がさきにのベた意味での幸福
論ないし結果主義の立場をとるものではないことはあきらかである， と答え
たい.そのことは， トマスが実践理性の第 一原理としての自然法!ex na tu ra! is
についてのべているところから確証することができる. すなわち， トマスの
いう自然法とは「実践理性が自然本性的に人間的善なりと捉えるところの，
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かの為すべきこと，もしくは避けるべきことの総体制Jであり， それらはまさ
しく無条件的に「為すべきこと」としての善であって， それ自体として追求
すべき目的にほかならない， とされている.

トマスによると， こうした無条

件的に為すべき諸々の善， それ自体として追求すべき諸々の目的が倫理的行
為ないし実践的な事柄における原理なのであって， このような原理を中心に
置く倫理学はし、かなる意味においても幸福論的ないしは結果主義的ではない.
幸福論およびそれに対立する義務論 deo nto ol gi sm と い う区分は， そ の まま
トマス倫理学にあてはめることはできないが， ここで、ふれた実践的原理に関
するがぎり， トマスの立場はあきらかに義務論的 で あ る， と い え る であろ
う4 0)
トマス倫理学は幸福論ないし結果主義的ではないとしづ主張は， 実践的原
理としての自然法に白をむけるのではなく，

トマス倫理学を徳 vi rtus の倫

かなめ

理学として捉え， 諸々の倫理徳の要としての知慮pr udentia に目をむけた場
合にも， 同じように裏づけられる.

トマスはたしかに知恵が人間の倫理的生

活において最も必要 ma ixme necessari a とされる徳であることを強調した
がuhそれはけっして実践的原理としての自然法を無用なものとしたり， そ
れの実践的原理としての重要性に疑問をなげかけることを意味するものでは
なかった.

トマス倫理学に関しては， 知慮か自然法か， という二者択一は意

味をもちえないのである42)
この点に関する トマスの立場についてすこし説明を補っておくと， 知慮は
実践理性の働きのうちの結論の部分にかかわるものであって， 普遍的原理を
具体的， 個別的状況においてただしく適用し， それにもとづいてただしく行
為することを可能にするのがその役割である. その場合， 実践理性のうちに
は何らかの普遍的な実践的原理一ーすなわち自然法一ーが先在していること
が前提されているのであり， そのような実践的原理の認識なしには知慮の働
きは成立しえない， というのが トマスの立場である43)
(自然法)の認識は，

こうした実践的原理

トマスによると良知 s yn deresi s と呼ば れ る自然本性

的な習慣ないし徳の形で確保されているのであり44)， このような原理認識が
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知慮の働きを発動させ， 導くものであるかぎりにおいて， 良知は知慮を動か
す， といわれるのである州. このように見てくるとき， トマス倫理学は基本
的にいって幸福論的ないし結果主義的ではない， とし、う解釈は， かれの倫理
かなめ

学を知慮を要とする徳の倫理学と見た場合にも十分に支持される， といえる
であろう.
しかし， このようにトマスは人間の倫理的行為がそれにもとづいて成立す
る実践的原理一一自体的に追求されるべき目的一ーを明確に認め， それをか
れの倫理学の中心にすえていたと解するとき， 究極目的ないし至福はどのよ
うに (現世における)人聞の倫理的行為と結びつき， またそれらはかれの倫
理学的考察の全体のなかでどのように位置つけられるのかがあらためて問題
とならざるをえない. 人間はかれが為すすべてのことを究極目的たる至福の
ゆえに為す46)， というトマスの言明はどのように理解したらよいのか. さき
にふれた， トマス の倫理学的考察に お け る至福論と行為論 (徳論も ふ く め
て)との聞の「断続」は困難な問題として残るように思われるのである.

6

このような究極目的ないし至福と， それへと到る道としての現世におけ

る倫理的実践の全体との聞の「断絶J とし、う問題は， トマス倫理学を最終的に
愛 (徳)c ar
ita s にもとづくものとして理解した場合に も そ の ま ま 残るよう
に思われる. いうまでもなく， トマス自身は対神徳vi rtu s th eo
l ogic 一一
a
こ
li ig o の徳川 (それは倫理徳に属する)のように人
の徳は， たとえば敬神 re
聞を目的fini s としての神に秩序づけるだけでなく， 対象 objec tum として
の神へと正しく秩序づける州ーーとしての愛を， まさしくそれによって人聞
が完全な至福に到達しうるような道として理解しており， また愛と， 至福と
しての神的本質の直視との聞の密接な結びつきを洞察していた49)

さらに，

トマスによると愛 c arita s とは神が自らの至福をわれわれに分ち与えてくだ
さることにもとづいて成立する友愛 am
i ci it a であり50)， か れ に お いて 愛と
至福とが密接に結びつくものとして理解されていたことは確かである. しか
し それにもかかわらず， 人間の倫理的行為の最高原理としての愛と， 人間
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がそれのゆえにすべての行為を為すところの至福とし、う概念との聞には何ら
かの非連続 ・断絶， もしくは緊張関係があるように思われる.
まず トマスによると愛c a ri tas は完全な愛としての友愛的愛 amo r amiciti a e
であり，そこにおいて相手は (友がかれ自身のゆえに愛されるように)ひた
すらその善たることb o ni tas のゆえに， それ自身のゆえに愛されるのであっ
て， そこからもたらされる悦び， 満足， 利益などのゆえに愛されるのではな
い. これにたいして， 人聞が至福のゆえにすべてのことを為すというとき，
そこで人聞を動かしているのは自己中心的な愛一一 トマスが不完全な愛とし
ての欲情的愛 amo rco ncupi sc enti a e と呼ぶもの一一ーであるように思われる刊.
至福とは意志が全体的に満たされることであり， そのように意志を全体的に
満たす完全な善が愛されるのは， まさしくその善を所有し， 享受する自己が
愛されるがゆえにである， と思われるからである.
ここで トマスが対神徳としての希望 s p es をそのような不完全な愛として
の欲情的愛として理解している， とし、う事実は 多くの人を驚かせるかもしれ
ない. いうまでもなく， トマスは希望を自己中心的な愛として非難している
のではなく， あくまで完全な愛 a mor としての愛 c a ritas との比較において
それを不完全であるとのベ， そしてそれは完全な愛へと到るために不可欠の
段階であると主張しているのである. 人聞は当初は神の扶助によって至福に
到達 し 救いをうるとL、う希望のゆえに神を愛し， その提を守るようにと愛
を燃えたたしめられ， やがては神をひたすら神のゆえに愛するところまで導
かれるのである叫. いずれにしても， 永遠の至福としての救いをその固有対
象とする希望一ーし、いかえると， われわれによって分有されているかぎりで
の神的善を固有対象とするーーと愛 c a ri tas の聞に見出されるこのような区
別は， 至福のゆえにすべてのことを為すということと，愛c aritas を最高原理
とするような現世の倫理的実践との聞の根元的な相違を示唆しているように
思われる.
さらに， トマスによると愛 c a rita s は倫理徳としての法的正義 (ないし共
通善正義)が恩寵によって高められ， 完成されたものであり， 共通善として
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13

これにたいして， 神的本質の

直視としての至福には， それ自体としては， なんらの社会性も見出されない
ように思われる.

トマス自身， 人聞は「神において自らの完全性の全体的な

満ち溢れを有するので， 至福のために友人たちとの交わりは必然的に必要と
されるのではない54)J と言明しているのである. このように， 愛 c ar ita s を
最高原理として成立する現世の倫理的実践と， 完全な至福との聞には，

トマ

ス自身はまったくそのことを問題としていないにもかかわらず， 何らかの断
絶があるように思われるのである.

7

これまで見てきた トマスの倫理学的考察における至福論と， それに続く

至福への道としての倫理的行為に関する論述との聞の非連続， ないし断絶は，
これまでも若干の論者によって問題として指摘され， 解決が試みられてきた.
たとえば， ].マリタンに よ る と，

トマス は 実際に， 至福ないし 幸福 を 最高

善であるとするようなアリス トテレス的立場をきっぱり と斥け， そ れ を愛
c ar ita s を最高原理とする倫理学によって置き か え た の で あって，

トマスの

究極目的 ・至福論は愛 c ar ita s (自存する善が それ自体 の ゆ えに最高に愛さ
れるところの愛)の視点から根元的に捉え直さなければならないのである日)
さらに， A. ドネガンも「 トマスの(倫理)学説における枢要な論点は， 人間
生活の究極目的は， 神の直視が達成された時に到達される至福の状態ではな
く， 先在する(目的としての)神自身である， ということにほかならない56) J
という観点から，

トマスの倫理的行為論における「義務論J e
d ontolog yと，

かれの究極目的・至福論とを整合的に解釈しようと試みている.
このような解釈の試みは，

トマスとアリス トテレスにおける究極目的ない

し幸福・至福理解の根元的な相違を強調するものとして傾聴に値するが， こ
こではむしろこれら二者の聞の連続性を強調する].フィニスの解釈 (それは
また幸福・至福と倫理的実践との間の連続性を強調する立場でもある)を取
りあげることにしたい57)
フィニスは人間の究極目的に関しては (1)それは内的・自体的に望ましい
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人間的善のうちの一つ， たとえば神の観想であるとする説(2)或る一つの人
間的善であるとする点では前者に賛成しつつ， 現世で人間の力のみによつて
は達成できない神の直視 (至福なる)でで、あるとする説 (3ω)人問的善のうちの
いずず、れか一つのものでで、はなく七， 十全的な人間的完成 i nt eg ra l h uma n f“ul凶叩a創11m町men
でで、あつて， それは現世では実践理性にとって適切には達成できない価値ない
し理想であるが， 来るべき神の固においてはすべての構成員によって到達さ
れ， 実現されることが可能であるとする説， の三つがあり， 自分はこのうち
第 三の説を支持する， とのべている58)
ところで， フィニスによると トマスが複数の自体的に追求されるべき人間
的善ないし目的問一一それらは実践的原理と内容的に合致するーーを認めて
いたことはあきらかである60)

トマスはたしかに， 人間であるかぎりでの人

間の究極目的はただ一つで、あると言明しているが， フィニスの解釈によると，
このような言明は トマスが認めていた複数の人間的善一一それらはいずれも
自体的に追求されるべき， 最終的にして根源的な善であるーーを排除するも
のではなく， むしろそれらすべての十全的完成 i nt eg ra l fulfil
l m en tの意味に
理解しなくてはならない61 )

トマスが人間の完全な至福は神的本質の直視に

おいてのみ見出される， と言明するとき6へその言葉は「文字通りにJ 解し
てはならないのであって， むしろ神的本質の直視において諸々の人間的善が
最も完全な仕方で実現される， との意味に解すべきである， とフィニスは主
張する63)
フィニスはこのように人間の究極目的ないし完全な至福は複数の人間的善
をふくむものでなくてはならない， という トマス解釈を，

トマス自身， 完全

な至福の「よくあるJ bene ess e ことのために友人たちとの交わり

s cio etas

amci ro um が必要とされるとのべていること64)， また身体の完全性 に つ い て
も 同様のことをのべていること日， また諸々の倫理徳および知的徳も一ーそ
の形相的要素 f romal e に関するかぎり一一完全な至福において も愛 c aritas
ともども存続するであろう661， とのべていることなどにもとづいて裏づけて
いるが， その主要な論点はむしろ， 神的本質の直視に存するとされている完
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全な至福と， それの分有であるといわれる現世における不完全な至福， ない
しそれの実現のための倫理的実践との聞の連続性を主張するところにある.
じっさい， 完全な至福は現在のわれわれの熱望の成就であれわれわれが現
在の生において実現しうる価値のより完全な成就であるとすれば， 完全な至
福のうちに今ここでわれわれが追求している諸々の人間的善の完全な実現が
ふくまれている， と解するのがより理にかなったことではないか， とフィニ
スは主張するのである671

8

たしかにフィニスのような仕方で トマスの至福観を解するとき， 神的本

質の直視という人間の究極的で完全な至福と， それのゆえに為されている現
世の倫理的実践のすべては， 倫理学的考察の全体のなかで整合的に位置づけ
られるように思われる. それはまた， 哲学的な倫理学として見るかぎり， ア
リス トテレスと トマスにおける倫理学的考察の聞に最大限の連続性を認めよ
うとする解釈であると いえる. またフィニスの解釈が， r神的本質の直視」
という言葉でし、し、あらわされている完全な至福に関して， われわれが陥りが
ちなあまりにも単純化された誤解一一至福直観 についての子供じ みた想像
一ーから， われわれを解放してくれることも確かである68 1
しかし， フィニスの トマス解釈は「恩寵は自然本性を破壊するものではな
く， かえってこれを完成する691Jという トマス的原理の連続性の側面を強調
するあまり， ほんらL、恩寵ないし超自然が自然本性を無限に超えるものであ
ることに十分な注意をはらっていないように思われる. し、し、 か え る と， r人
の目が見たこともなく， 耳が聞いたこともなく， 人の心に思い浮んだことも
なかったこと， これこそ神がご自分を愛する者のために用意して下さったも
の70リとしての至福が見失われる危険があるといえるのではないか.

トマス

が至福の本質としての神的本質の直視と， 至福に必然的にともなう事柄， あ
るいは至福なる人聞が「よくある」ことのために必要とされる事柄とを区別
したことの意味はそこにあったと思われるのである71 )
完全な至福は諸々の人間的善を排除するのではなく， むしろそれらを完成
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する， との意味ではたしかにそこに連続性が見出され， 断絶はない. しかし，
前者はまさしく思寵であるかぎり後者を無限に超えているという意味では，
そこに断絶が見出され， この断絶が トマスの倫理学的考察において大きな問
題であることは否定できないのではないか.

トマス自身はこの問題について

安易な解決を提示しているのではなく， むしろ理性による最終的な解明は不
可能であると考え， 真の神であって真の人間であるキリス トの神秘にたいす
る信仰にその解決をゆだねた， といえるであろう. さきに言及した恩寵と自
然本性との関係についてのトマス的原理を， 自然本性の側からの連続性を肯
定するものと解し， それを「存在の類比J a na lo g ia entis と名付けることは
トマスの真意を逸した誤解 で、あるといわざるをえない7 2)

むしろ，

トマスが

人間の自然本性的能力によって到達しうる不完全な至福は完全な至福の分有
ともいうべきものというとき， かれはそこにこの二者の連続性と 同時により
大いなる非連続と断絶を見てとっていたのである73)

これまでの考察から トマスの倫理学的考察における究極目的・至福論と

9

倫理的行為論との結びつきについてどのように結論することができるだろう
か. トマスが倫理的実践の完成を愛 c ar ita s において見ていたことは確かで
ある. そのことは前述した法的正義と愛との関係をめぐって トマスがのべて
いるところにてらしてあきらかであるといえる. しかし，

トマスによると愛

は神をかれ自身において， すべてに超えて愛する無私の愛であるにとどまら
ず， さきに触れたように， 至福そのものである神が自らの至福をわれわれに
分ち与え， われわれがそれに参与一一それは神的本性への参与である一一ーす
ることを許してくださることにもとづいて成立する友愛である. いL、かえる
と，

トマスは倫理的実践の最高の完成である愛は神的至福の共有にもとづい

て成立すること， その意味で至福が倫理的実践の基礎であることを見てとっ
ていた.
しかし， われわれは現世の倫理的実践に お い て この至福 を 対象 o bjec u
t m
として直接に意志ないし追求することはできない問. それは (現世における)
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人間的認識を超えるがゆえに不可能でありT51， また至福にたいするそのよう
な愛は， 前述したように欲情的， 自己中心的な愛であろう. そうではなく，
現世の倫理的実践においては， われわれはあくまで愛 carita s によって， 善
そのものである神をすべてに超えて愛することに徹しなければならない， と
いうのが トマスの立場であった76)

しかし， そのような愛は， 至福そのもの

である神が， その至福の共有をわれわれに許してくださることによって成立
するものであるがゆえに， 愛の道は 同時に至福への道 で、ある， とトマスは考
えたのである.
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