神学と倫理
一一ドゥンス・ スコトヮスにおける倫理的善の位置づけについて一一
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ドゥンス・ スコトゥスは神学を実践知として捉えたが， そこには神学と倫
理との新たな関係づけも含まれていると考えられる. そこでこの論文では，
スコトゥスの実践的神学における倫理的善の意味について， 自然と恩寵の関
係に注目しつつ考察したいと思う1)

I

自然と倫理一一倫理的善の成立条件

スコト ヮスは通常， 十二世紀からの伝統的な区分に従ってへ

行為におけ

る善を自然的善b on i tas natu ral is， 倫理的善b o n i tas mo ralis， 恩寵による善
b on i tas gratu i taの三段階から階層づけて理解する3)

ただし， 恩寵による善

は倫理的普の最終段階としても捉えられ る た めペ スコトゥスにとって基本
的な区分は自然的善と倫理的善との区分であったと言える. そこでまず， ス
コトゥスにおける自然と倫理との関係について観ることにしたい.
スコトゥスは自然的普を， 存在と置換されるかぎりでの善ではなく， 第二
現実態として本性の完成段階から捉えるとしているが5)，

現に実在する存在

ens po s it i vum に応じたその存在性の多少magis et m in us の個的段階から規
定されるものとしても理解している6)

すなわち， 自然的善とは存在するこ

とそれ自体の端的な完全性ではなく， ある 本性として種的 に 規定 さ れ た 完
全性を意味するとともに， 個々の実在性 がそれ自体でもつ 内的固有の 様態
modus in t rinsecus から段階的に特徴づけられる完全性でもあることになる7 )
そこで， 行為の自然的善も行為を原因する能力の本性的な完全性に応じて実
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在する個々の行為のもつ内的強さ intens io の段階から規定される8)
一方スコトゥスにおいて倫理的行為であるための第一の条件は， 意志によ
る自由な行為であることと考えられるが91，

倫理的行為は意志の行為である

ことによって自然的善をもっ自然的行為としても捉えられる10)

すなわち，

意志は倫理的行為を本性的に原因する能力であるとともに， 実践理性に従う
ことで倫理的善に規定される能力でもあるのである. そこで， 意志以外の能
力による自然的行為も， 意志によって命じられる場合にのみ倫理的行為とな
りうると考えられる11)

したがって， 意志が自らの働きにおいて自然的善と

倫理的善とをつなぐ役割を担うことになるが， 意志の自然的行為がそれ自体
で倫理的行為であるのではなしその自然的善は倫理的善に対して， 形相に
対する質料のように限定される関係にあると理解される12)
そこで， 形相となる倫理的菩は行為の美 deco r a ctus として， 行為の様々
な状況 circu ms at ntia の行為に対する適合性から捉えられている13)

このよ

うに倫理的善の特徴が自然的善における美との類似から説明されることは，
自然と倫理との連闘を示唆するようにも思われるが， スコトゥスが考える美
と倫理的善との類似性とは， それらが実体に付帯する様々な特質や観点の集
合体として捉えられるという点にある. すなわち， 美が事物の色， 形， 大き
さなどの美を構成するすべての観点が整っていることを示しているように，
倫理的善も行為の能力， 対象， 目的， 様態， 時と場所といった様々な観点が
ふさわしいと実践理性に判断される場合に成立すると考えられている. ここ
で， 美も倫理的善も様々な観点の総和 a ggrega tio から特徴づけられているが，
スコトゥスにおいてこのような総和のもつー性は寄せ集められただけの集合
的なー性であり， 相互に秩序づけられていない最低の結合段階を意味してい
る14)

したがって， 倫理的善が成立するためには， 個々の条件が各々適切で

なければならず， それらを統一する原理や基準は存在しないと考えられてい
ることになる.
このようにスコトヮスは， 美という観点から自然的善と倫理的善との類似
性を指摘してはいるが， 行為それ自体の完全性は行為の自然的善として， 倫
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理的善と区別されるため， 倫理的普は行為の自然的善を基体として前提とし
つつも， 倫理的善の特質は自然的善の在り方からは直接根拠づけられること
はないように思われる. しかし， スコトゥスがここで能力と対象という自然
的行為の成立にとっても必要不可欠な要因も， 行為の倫理的善を構成する観
点として先だって列挙している点が注目される. このことはスコトウスが倫
理的善を自然的普から完全に切り離すのではなく， 自然的善との接点を保持
しようとしていることを示しているように思われる. ただし， 能力の次にあ
げられる行為の対象とし、う条件は， 具体的な行為が関る人ないし事物を指す
わけで、はなく， 貧者に施すとし、う例があげられているように， 倫理的に評価
されうる行為の内容ないし輪郭を示しているló) すなわち，意志によって命じ
られる倫理的行為そのものが， 意志の対象として主題化されているのである.
確かに貧者に施すとし、う行為は， それだけで倫理的行為として理解される行
為であるが， 何のために， し、かなる人に， どのような仕方で， いつどこで，
どのくらい施すかなどの具体的な条件が適切でなければ， 倫理的善を実現し
た倫理的行為とは言えないことから， さらに行為の状況から倫理的に規定さ
れることが必要になる. そこで， スコトゥスはここでも十二世紀以来の伝統
的な区分に従って倫理的善を二段階に分け， 第一に行為の対象に基づいて類
的に倫理的善と規定されたうえで， 第二に行為をめぐる他の具体的条件によ
って種的に倫理的善が限定されると解釈する16) この第二の段階における倫
理的善が状況に基づく善b o nitas

ex

ci rcums tan t iaと呼ばれていることから

も， 自然的善と倫理的警との対比における行為それ自体と行為の付帯状況と
いう関係は， 倫理的善においても行為それ自体の倫理性と倫理的状況という
かたちで、反復されている.
ところで， 行為の対象に続いて， 第一に考慮されるべき最も重要な倫理的
観点は， 行為の目的であり， その後で行為の様態， 時， 場所とし、う外的な諸
条件が順次考慮されるべきだと考えられている17) 目的が最も主要な条件で
あるのは， 行為の内的根拠となり， 行為者自身の倫理性に深く関わることに
よると思われる. そこで， 貧者を見て即座になんの目的も考えず施す場合に
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は， 積極的に倫理的悪とは言えなくても， 欠如的な意味で倫理的悪として理
解される18)

このように行為の目的は， 倫理的行為の成立の要となる本質的

な条件であるが， 行為それ自体からは判定できず， 行為者が自らの行為をい
かに意識的に行ったかに掛っていることになる. すなわち， スコトヮスが目
的性を重視したのも， たんに目的が行為の倫理性の根拠になるからではなく，
個人が自己の行為の倫理的な根拠づけを行ったかが倫理性を決定すると考え
ていたことにもよると思われる. そのため， スコトゥスにとって行為の目的
は行為者に自覚されたかぎりでのみ倫理的意味をもっと言える.
さらに， スコトゥスは一つの倫理的行為がかならずしも一つの目的に限定
されるわけではなく， 同時に複数の目的をもちうると考え， むしろ行為がで
きるだけ多くの目的に秩序づけられているほうが倫理的に高く評価されうる
という見方を示している19)

この点でも行為を多面的かつ多層的に捉えうる

倫理的な判断力が要求されるわけであるが， その根底には行為に対する意志
の自由な関り方の可能性が示されているとも言える. というのは， スコトヮ
スにおいて行為の目的は， 意志を現実的に限定する本性的原因としてではな
く， 意志が行為の目的として自由に定めうるものとして捉えられているから
である20)

そのため， 目的は形而上学的な原理として行為の倫理性を根拠づ

けるのではなく， 多くの倫理的な条件の一つに数えられるにすぎず， それだ
けでは行為の倫理性を全面的に決定するとは考えられないのである21)
さてスコトゥスは， このような倫理的善の理解に照らして「神を愛する」
とし、う行為の倫理性をも捉えようとする. このような行為は無限な完全性を
対象とする純粋な意志行為であるために， 意志の命じる他の倫理的行為のよ
うに， 行為の様々な有限的な諸状況から限定される必要はなく， 行為の対象
の善性だけに基づいてそれ自体で端的に倫理的に正しいことが帰結すると考
えられるのである22)

すなわち， 神はその実在性に即して意志が究極目的と

すべき存在として理解されるため， 神を愛することはし、かなる場合であれそ
れ自体で無条件に正しい行為となるのである. そこから， r神は愛されるべき
tJとし、う命題は， 自明的な第一原理として， 厳密
であるD eus dili g endus es
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な意味での自然法の根拠として理解される. しかし， 他の有限的な自然的蕎
に関る倫理的な規範は， そこから必然的に導出されず， それに響和するもの
cons onans として自然法とみなされるにすぎ な い た め， 条件づけられうるも
のと考えられる23)
さらにスコトゥスは， 無限な善を欲しうるとL、う意志の本性的な傾向性か
らも， 神を愛することが人間の意志の本性に即した行為であることを理解で
きるとしている刊. すなわち， 意志がより大いなる善を欲求しうる可能性を
もつことから， 無限な完全性である神のみが意志の欲求を最終的に鎮めうる
享受の対象として理解されるのである. したがって， スコトゥスにおいて我
我の倫理を根拠づける唯一の自然は神の本性であり， それは意志の本性に適
した対象としても捉えられる. この点でスコトゥスも倫理を形而上学的に自
然、本性から根拠づけようとしたとは言えるが， 神が意志の本性的な目的であ
るから意志の対象となるのではなく， 神が意志の本性的な対象として理解さ
れるかぎりで， 意志がそれ自体で愛すべき目的としうると考えられているの
である25) そのため， アリストテレスは究極目的への自然本性的な欲求を認
めながらも， 究極目的に対する意志の自由な実践は認めていなかったとスコ
トウスは捉えている26)
このようにスコトゥスが意志の本性に即して神を自由に愛しうることを強
調したのは， アリストテレスに対してというより， 自然本性の不完全性から
恩寵なしには神を愛しえないと考える神学者に対してであったと考えられる
が， そのことは， 自然本性によって神を愛する可能性と恩寵によって愛する
必要性とは両立しうるとスコトヮスが考えていたことをあらわしている. そ
こで， 神を愛するための恩寵として与えられる愛徳 caritas の存在意味があ
らためて問われることになる.

E

ハビトゥスの原因性と徳の必要性

『オルディナチオ』で愛徳の必要性が論じられる箇所では， その前に倫理
的徳が倫理的行為の能動的原理であるかが長く論じられている27)

このこと
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は， スコトゥスが本性的能力によって獲得される倫理的徳の理解を通して超
自然的に与えられる愛徳について理解しようとしていることを示し， それら
の徳のあいだにはハピトゥスとしての一義性が前提されていると言える. そ
こでまず， スコトゥスによるハピトゥス理解を見る必要があるが， スコトゥ
スはここで五つの道に分けて段階的に議論を進めて行く. すなわち， ガンの
へンリクスの見解(第一の道)とゴッデフリードゥスの見解(第二の道)を
批判した後， 二つのハピトゥスの捉え 方(第三 と 第四の 道)を妥当な見解
prba
o b le
i と認めたうえで， 倫理的徳として の ハピトゥスを倫理的行為の 能
動的原理とみなす考え(第五の道)を批判的に検討する. ここでのスコトヮ
スの議論は， 様々な疑問や反論を挟んで前後して論じられており， スコトゥ
スにとって徳の理解は簡単なものではなかったことを窺わせる.
スコトゥスが自らの基本的な見解として認めるのは， ハピトゥスを行為の
部分的な作出因として捉え， 行為の本性的原理である能力の働きを強める第
二原因として位置づける見解(第三の道)である28)

すなわち， ハピトゥス

なしに能力だけでも行為を原因しえるが， ハピトゥスは能力の働きを前提と
して能力とともに原因すると考えられるのである. その際， ゴッデフリード
ゥスの見解29) (第二の道)のように， 能力が行為の実体 sb
u ta
s nt ai a c
t us を
原因し， ハピトゥスは行為の強さ

int
e ns io などの行為の様態を原因するとは

考えず， 能力とハビトゥスがともに一つの行為とそれに伴う内的な強さを原
因すると捉えるのである. というのは， スコトゥスは， 行為の強さを行為に
伴う付帯性とは捉えず， 行為それ自体のもつ内的固有な様態として捉えるた
め， 個々の行為とその内的強さとは切り離しえず， 自体的にーなる実在とし
て原因されると理解するからであるお) さらに，もしハピトゥスが常に一定の
段階へと意志の働きを限定するならば， 意志の自由な働きが制限されること
になることからも反論しており， 意志は行為の強さをも自由に調節しうると
考えている31)

そのため， 能力だけでも行為と強さの段階 gra du s は原因さ

れうるが， ハビトヮスがともに働くこ と に よって， 能力 だ け に よるよりも
その度合が内的に強められ， より完全な働きとなると考えるのである32)

こ
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のようにスコトゥスにおいてハビトウスは， 自然本性的に働く能動的原理で
あるが， 第二原因であるために第一原因である意志の自由を回害しないこと
になる.
しかし， スコトゥスはこのようにハピトゥスを行為の能動的原理として捉
える見解を示した後で， ハピトゥスを能力に受容された傾向性として受動的
な観点から捉える見解(第四の道〉をも示し， 同じく妥当な見解としている33)
すなわち， 能力に獲得され た 傾向性 に よって 行為 を 喜ばしく delectabiIiter，
容易にfacl
i iter，敏速に pro mpte，有 効に expedite行いうるようになると認め
られることから， ハピトゥスによって本性的な能力は特定の行為ないし対象
に対して適合性をもつように傾向づけられると考えられるのである. したが
って， このような場合には経験的に確認しうる行為の変容を通して， 能力に
おけるハピトゥスの形成が捉えられるため， ハビトゥスは作出国としてでは
なく， 能力の働き方を規定する形相的な役割をはたすものとして解釈される.
このように， スコトゥスがハピトゥスについて能動的な作出国であるか，
能力に受け取られた傾向性であるかの結論を出さ ず， い ず れ の 解釈 の 可能
性も認めていることは， スコトゥスのハピトゥス理解が両義的である印象を
与える. ただし， スコトゥスがここで主題となる愛徳の理解のためには， 第
三の道におけるハピトヮス理解を優先的に認めていることは確かである制.
さらに， スコトゥスは第四の道を説明するにあたって， 重力を物体における
能動的原理としてではなく， 一定の場所へと物体を限定する傾向性のように
捉えるシゲルスやゴッデフリ}ドヮスなどの解釈3，)との類似性を指摘してい
る36)

スコトゥスは， 重力に関しては物体における能動的原理と見る立場に

立ち31場所に規定された目的論的な宇宙観から作用因に還元される力学的
な宇宙観へと アリストテレスの自然学を解釈しなおすことになったと見られ
ているが38)， このような新たな自然、観がハピトヮス論にも密接に関係してい
ることは疑いえない. ただし， スコトヮスがハピトゥスを傾向性としても捉
えることは， 徳となるハピトヮスをたんに行為の作出因として自然的な次元
でのみ捉えることにためらいがあったので、はなし、かとも思われる. 実際， 徳
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について語られる文脈では作用困としてよりも傾向性として語られることの
ほうが多いのである.
このような徳としてのハピトゥスの二面性が， 倫理的行為との因果関係を
理解するうえでも新たに問題を生じることになる. すなわち， スコトヮスは，
倫理的徳が， 情念を鎮めることなどから， 倫理的行為を可能にする能動的原
理であると認める アリストテレス解釈に対して， 倫理的善は行為が実践理性
に一致することに基づくので， 徳であるハピトゥスによるわけで-はないとい
う反論を展開する39)

というのは， ハピトヮスが倫理的徳となるのも実践知

である思慮との結合関係によると考えられるため， 倫理的徳であるハピトゥ
スが倫理的行為の特別な原理であるとは一概に言えな い と 考え る からであ
る刊)

たとえば， 誤った考えに基づく禁欲的行為によって形成されたハピト

ゥスが後に正しい思慮のもとで徳となる場合， 以前のハピトヮスはそのまま
残り， 実践理性との関係性だけが変わるという捉え方も示される41)

すなわ

ち， ハピトゥスは自然的な次元で捉えられるかぎりでは， それ自体で倫理的
に規定されていない心理的な力の よ う な も の と して 理解されていると言え
る山. そこで， 倫理的徳はあくまでも思慮を第一原因として倫理的行為を原
因する第二原因として捉えられるが山， このような正しい倫理的判断へと傾
向づける思慮とし寸知的徳に先だって， そのつど行為において実践理性の語
る正しい命令dctamen
i
r ectumが必要で、あることから“}， 倫理的行為を第一
に原因するのは， 徳、に先立つ実践理性とそれに従う意志であると論じられる
のである45)
このようなことから， 倫理的徳がハピトゥスとしては行為の能動的原理で
あるとしても， それ自体で端的に倫理的行為の能動的原理であるとは認めて
いないと言える. しかし， このようにスコトゥスは倫理的徳なしでも正しく
行為が意志される可能性を見通しながらも， 他の箇所では徳なしに行われる
行為を端的に倫理的行為とは認めず， 倫理的には善とも悪とも規定できない
中立的な行為 actus indifferens として捉えているのである州. すなわち， 徳
が成立する以前に徳を形成するような行為と徳が成立した後で、も徳を用いず
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になされうる行為がそのような中立的な場合にあたる. このような中立性は
自然的行為が倫理的に中立な場合とは異なり， 行為それ自体としては倫理的
に条件づけられていながらも， 徳によらないことから端的に倫理的善とは認
められない場合であると言える. ここで， アリストテレスの 『ニコマコ ス倫
理学�47)が引用され， スコトゥスはアリストテレス に 従うかのように倫理的
行為における徳の必要性を主張しているが， アリストテレス自身には徳によ
らない行為も倫理的行為であるかという問題はなかったと思われる.
スコトヮスにおいて倫理的徳は， 思慮に従って固有な行為を対象ないし目
的として意志を傾向づけるものと考えられるが州， 徳による行為が即倫理的
行為であるとは考えられていない. すなわち， 倫理的徳があって， いわば本
性的にある道徳的な行為を行っても， その行為の原理となる目的にさかのぼ
る実践的な演揮をしなかった場合にも倫理的に中立であると理解されるので
ある州. この場合は単純に目的を考えずに行う場合とは違L、， 思慮によって
その徳にふさわしい行為を行うためにどうすべきかが敏速に熟慮されている
と考えられるが日}， 徳のめざす目的性と実際の行為のもちうる目的性とが現
実に合致するかが実践理性によってそのつど確かめられる必要があると考え
られているように思われる.
したがって， スコトゥスは徳の必要性を認めるが， それは徳が倫理的善を
十分に根拠づけるからではないのである. 確かに， 徳は意志の働きを実践理
性の示す倫理的善へと傾ける能動的原理であることからも要請されるべきだ
とは言える. この点で， スコトゥスは倫理的善を実践理性だけから根拠づけ
ようとする主知主義的立場に対して， 意志の自然的な力を高める倫理的徳の
重要性を擁護したという解釈51)も考えられている. しかし， スコトゥスの徳
に対する問題性は， ハピトゥスとしての自然的な原因性からは行為の倫理性
が根拠づけられないという点にあったのではなし、かと考えられる. そこで，
スコトゥスにおいて徳の必要性は， たんに倫理的行為の本性的な能動的原理
であることからではなし徳それ 自体のも つ 倫理的な意味 か ら 捉えられて
いるように思われる. というのは， I節制して生きる べ き で あ る temperate
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vivendu m estJや「高潔に生きるべきであるho neste vivendu m estJとし、つ
た命題は， それ自体で守るべき一般的な道徳原則として理解されているから
である52)

すなわち， 徳は人生の達成すべき目的として， 根本的に我々の生

き方を方向づける倫理的な規範を与えるものとして考えられているのである.
したがって， 徳は我々の生全体にわたる基本的な倫理性を示し， 現実の個々
の行為の倫理性の前提となるものであるが， 現実の行為に際してはそのつど
の実践理性による具体的な状況判断が不可欠とされるのである.
このように徳が幸福とし、う究極目的への連関からではなく， それ自体が倫
理的な義務のように要請されている点で， スコトゥスの倫理観はストア主義
に近づいていると言える53)

もちろんスコトゥスも， 幸福への本性的な傾向

性ないし欲求を否定しているわけではないが， 倫理的実践の関る場面で徳と
幸福との本質的な関係には全く言及していない. そのため， スコトヮスは倫
理的徳を幸福からではなく， 人間性のある種の完成という徳自体の目的連関
から理解しようとしているように思われる. すなわち， スコトゥスは人間の
この世における完成には， 倫理的行為に関る枢要徳がすべて必要であると考
えているが54hそれぞれの倫理的徳とそのための思慮は人間性の部分的な完
成に参与するにすぎないため町， それぞれの徳がまんべんなく養成されなけ
ればならないと考えられているのである. なぜなら， 倫理的諸徳は姉妹にた
とえられるように， 相互の補助関係はあっても， 本質的で必然、的な連関は認
められず56)， 各々の倫理的徳を養うことはそれぞれ異なる種の経験と思慮を
必要とすると考えられるからである57)

このことは， 行為における倫理的善

が倫理的な諸観点の総和から捉えられていた点と類似している.
倫理的行為に関るすべての徳を養うべきというスコトゥスの考えは倫理的
な厳密性を示しているようにも思われるが， 徳による人聞の完成が個人差を
もつことから個人が生きているあいだにその個人に可能な程度まで達成でき
れば端的に完全であるとも理解されている58) そのため， スコトクスにおい
て倫理的な十全性は， 各人における徳の個性化とつりあった努力目標となっ
ていると言える.
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倫理と恩寵一一愛徳の倫理的意味

すで、に述べたように， スコトゥスは第一の道で ガンのへンリグスの見解59)
を取り上げて批判しているが， それはヘンリグスが超自然的な徳を本性を超
えた存在と働きを与える独自な能動的原理とみなしているという点にある.
すなわち， スコトゥスはヘンリグスが超自然的な徳を， それ自体で本性的な
能力に代わる別の能力であるかのように捉えていると批判するのである60)
実際にヘンリグスは， 倫理的善と恩寵による善とを区別するに際して， それ
ぞれの能動悶の相違から説明し， 自由意志による倫理的行為と神から与えら
れる恩寵による行為とを種的に異なる行為として提示している61) そこで，
このようなヘンリクスに対するスコトヮ スの反論の最大の理由は， 恩寵によ
る行為も我々の自由意志による行為でなければ我々自身の行為とは言えなく
なるという点にあると思われる62) さらに， へンリグスのように愛徳を， 行
為の存在全体を決定する能動的原理として捉えるならば， 愛徳に意志が逆ら
う， すなわち罪をおかす可能性すらなくなることになるとも批判する63) そ
れゆえ， スコトゥスは恩寵によって与えられる愛徳も倫理的徳と 同様に， ハ
ピトゥスとしては， 意志の自由な働きを前提とする第二原因であり， 自由な
働きを内的に強める自然的な能動的原理として捉えるのである.
このように， スコトゥスは恩寵による行為も自由意志による自然的行為と
して捉えるだけでなく， 倫理的善の最終的な段階としても思寵の善を位置づ
けるのである. 恩寵による行為が倫理的行為であることに つ い て は， 1神を
愛する Jとし、う行為がそれ自体で倫理的に正しい行為として実践理性に理解
されることから説明されるが64)， 恩寵による行為がたんなる倫理的行為から
区別されるのは， 愛徳によって我々の行為が至福に値するものとして神に受
け入れられうるものとなる点にある65) すなわち， 恩寵による善ば， 我々の
行為が神の意志に関係づけられているという観点を倫理的善に付け加えるが，
そのことは倫理的善と同様に， 行為の一つの ci rcumsta ntia として理解される
ため66)， 倫理的実践のもちうる最終規定として倫理的善のうちにも位置づけ
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られるのである.
このようにして恩寵による行為は， 意志の本性に即した自然的行為である
とともに実践理性にかなう倫理的行為であると捉えられるが， その結果その
自然的特徴からも倫理的特徴からも行為が恩寵によることを我々は知ること
はできないことになる67)

確かに恩寵がハピトゥスとして働くことにより，

意志の行為の強さが超自然的に強められると考えられるが， 本性的な能力と
ともに自然的に働くため， \，、かなる段階が恩寵によるかは判別できないと考
えられる. さらに， 獲得された徳の場合のように， 容易さや喜ばしさなどの
行為に付帯する様態や心理的な変化からも注入される徳である愛徳の存在は
判断できないと考える附. というのは， 意志の本性的傾向性だけからも神を
喜んで愛する可能性も考えられるし691， 神への愛に常に喜びが伴うとも考え
られなし、からである70)

このように恩寵の経験的証拠を否定することは， 端

的に超自然的な経験そのものを否定することではなく， 自然的な経験の特徴
から超自然的な経験を捉えようとすることの批判であると思われるが， この
ような徹底的な批判は超自然、的な行為の段階的な特徴づけを細密に行ったヵー
ンのへンリグスへの反発から生まれたものであるようにも推測される. たと
えば， ヘンリグスは聖霊の賜物 dona による行為の特徴を徳による人間的な
r
a no
行為とは区別し，死をも喜んで耐えるような超人的な状態 modo s upehum
から規定するが71)， スコトゥスはし、かなる行為であれ人閣の行うかぎり人間
的であるとし， 賜物による行為も神学的徳や枢要徳から説明しうるとする72)
このようにして個人の霊魂における愛徳の存在は， 我々の経験から理性的に
は根拠づけられず， ただ信仰に基づいて信じられるべきこととされるがm，
愛徳のない信仰もありうるため， 信仰をもつことによっても愛徳の存在は根
拠づけられないと考えられる74)
さらに， 愛徳が霊魂に与えられても， その傾向性からかならず倫理的行為
が産み出されるとはかぎらないと考えられ， そのような場合に倫理的な中立
性と同様に， 思寵の善に関する中立性も措定されている75)

ただし， 愛徳に

よる行為は， その対象である神の存在性から常に倫理的な正しさが根拠づけ
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られるので， 倫理的な中立性のように徳によるが倫理的ではないといったケ
ースは考えられない. そこで倫理的行為としての諸状況を満たしても， その
ような circumstantiaに愛徳が傾かない場合に中立的な行為とみなされる76)
したがって， スコトゥスは愛徳さえあれば倫理的行為が成立するとは考えな
いし， 倫理的行為がつねに愛徳によるとも考えないのである.
さらに， 愛徳とともにすべての倫理的徳が注入されるとも考えていない77)
スコトゥスにおいても， 愛徳が他のすべての徳を究極目的へと秩序づけるこ
とから， すべての徳を統一する最上位の徳として78)， すべての徳の形相であ
ると語られているが79)， たとえ愛徳によって神へと秩序づけられず， 各々の
倫理的徳によって有限的な目的にのみ秩序づけられている場合でも， そのた
めに倫理的に正しくないわけではないと考えている刷. すなわち， スコト世
スは神学的な次元を究極的な倫理的段階として理解しても， 神学的な次元か
らすべての段階の倫理性を判定しようとはせず， 個々の倫理的問題はそれぞ
れの属する倫理的な次元で理解しうると考えているのである. そのため， 倫
理的徳と神学的徳とのあいだに必然的な連関は認められず， 倫理的徳、は神学
的徳を必要としないと同時に， 神学的徳もそれ自体で倫理的徳を必要としな
いと考えられ， いずれも同等に人間の完成に必要な徳であると認められるこ
とになる81)
そこで， 愛徳の必要性もたんに我々の神へ向かう倫理的行為の完成のため
だけではなく， 愛徳によって我々を至福へと秩序づける神自身の意志自体か
ら理解されるように思われる. すなわち， スコトゥスは神の絶対的な能力に
よれば， 神が愛徳なしの我々の本性的な行為をそのまま受け入れ， さらには
至福の状態にする可能性も考えられうるとしながらも， ベラギウス主義の誤
謬におちいらないためには神が愛徳によって我々の意志の働きを完成するこ
とが神の意志する救済の秩序にかなっていると信じられるべきだと述べてい
る82)

ここでスコトゥスは， 愛徳によって我々の神への愛が完成されなけれ

ば神は受け入れないというように， 我々の完成を神の自由な受け入れの根拠
ないし条件とみなすことを避けようとしたのではなし、かと思われる. すなわ
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ち， 愛徳による完成も神自身の望む秩序として捉えられることにより， 我々
の本性的完成が我々の求めるべき第一の目的となるのではなく， 神の意志の
秩序に従って神を愛することが我々の実践の第一の条件として理解されるこ
とになるのである83)
このようにスコトゥスは， 我々が自由に神を愛しうる本性的な可能性をも
つことについては形而上学的な神認識に基づいて理性的に理解可能としなが
らも， そのような我々の自由な愛を内的に完成し， 受け入れ， 至福に参与さ
せる神の意志のイニシアチブについては， 信仰に基づいて認めるのである.
その意味で， スコトゥスの実践的な神学は我々の自由な倫理的実践を否定せ
ずに， 神の定めた秩序に対する我々の理性的な実践知の限界を示し84) ， 神の
自由な意志に我々が自由に応答する実践の可能性を聞くものと言える. すな
わち， 我々の意志が愛徳によって神自身の愛に参与する可能性を認めること
は， 我々の愛を自由に受け入れる主体として神を愛することであり， 我々の
神への愛を神の愛に自由に答える愛としても特徴づけることになる85 )

それ

ゆえ， 愛徳は我々の理性に隠されたものでありながら， 我々の意志を神の意
志へと仲介し， 相互の親愛関係を形成する鍵となるものとして捉えられてい
るように思われる.

結

語

スコトゥスは主意主義として特徴づけられてきたが， 倫理的な場面では実
践理性が意志に指導的な規範を与え， 恩寵による行為でさえも実践理性にか
なう倫理的行為として提示される. 確かに我々を受け入れる神の自由は理性
的な根拠を越えたものとして認められるが， 神が自由に定めた秩序は全く迩
意的なものではなく， 我々の本性を倫理的に完成するものとしても理解され
るのである. そのためスコトゥスにおいて， 自然的， 倫理的， 神学的なレベ
ルは相互に独立する傾向をもちながらも分離するにはいたっていない. むし
ろスコトヮスは， それぞれのアスペグトが互いに独自性を保ちながら， 実践
においていかに一致しうるかを示そうとしたと言える.
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