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序 論1)

イエスのたとえ話の中には， 金銭単位を用いて人々に語りかける場面がいくつか応

る. このことは， 金銭の問題が人々に身近なことがらであったことを示しているとい

えよう. ただし， 実際に鋳造された金銭p ecun ia が貨幣numlsma という価値尺度と

なって重要な機能を果たしはじめるのは， 十二世紀以降のイタリアである2) したが

って， 当時のイタリアは貨幣経済の繋明期にあたる. この時代以降， 貨幣は財の支払

いに際して受領されるものとして確立されていく. すなわち， 貨幣は支払いを成立さ

せる共通の価値尺度となり， この貨幣の単位を用いて財の価値が計算されるのであ

る3) そのため， 金銭の使用という問題はトマス ・ アクイナスの時代において新しい

経済的問題であったといえよう.

トマスは貨幣を取り上げる際に， 上記の三点を以下のように論じている. トマスは

アリストテレスの貨幣が「自然によって存在するのではなく， 慣習によって存在する

のである戸という設定から影響を受け. ["自然によって尺度であるのではなく， ノモ

スすなわち法によって尺度であるのである」町と貨幣に言及している. すなわち， トマ

スの議論においては， 貨幣は貨幣の交換における尺度機能として論じられている. 他

方， 金銭という語で現実的な財の側面を論じている. 本論では， 後者の現実的な財と

しての金銭について， トマスがどのように論じているのか， という事柄について考察

する.

そのため， 本稿は以下のように考察する. まず， 現実的な財の特徴である「使用l

について述べる. 続いて， 金銭とはどのような特徴をもっ現実的なものとしてトマス

が定置しているかについて論じる. 最後に， 現実的な財である金銭の使用がどのよう

な意味を持っているのかについて考察する.
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l 財の使 用

トマスは外的な物財res exteriorの概念整理を自然本性6)と使用という観点から行

う. その際， 外的な物財の白然本性は神の能力のもとに存するとされ， 人聞は使用に

ついてのみ関係を持ちうるとされる. ここで， 外的な物財の使用に関して人聞は「自

然本性的な支配権」があること， すなわち人間において外的な物財の使用は人聞の本

質的なあり方に関わることが明示されているのである.

他の仕方は， その物財の使用に関してである. これについて人間は外的な物財に

対して自然本性的な支配権を持つのであり， それというのも， 人聞は自らの効用

のために自分のために造られたものであるかのように外的な物財を理性と意志と

によって使用することができるからである7)

このように， 物財の使用という事態の内容を明らかにする. それは， 人間のある種

の行為が「理性と意志jによって行われていることである. トマスにおいて理性と意

志とは， ，人聞は理性と意志とによって自らの行為の主であるJ8)と語られるように，

人間的行為の基盤となるものである. こうした理性と意志が向かう先が外的な事物を

自分の効用のために使用することである. その意味で， 使用とは自らの効用を目的と

した人間的行為として遂行する事態である.

さらに， この使用の問題に関してトマスは以下のように続ける. それは， トマスに

よれば， 人聞が外的な物財を国有に所有することは， 人間の外的な物財に及ぶ能力の

観点、においてである.

外的な物財に対しては， 人聞には二つの事柄がその能力に属する. その一つは，

調達と配財の能力p otestas procurandi et disp ens andi である. そして， このこ

とに関する限り， 人聞が固有物を所有することは正当である. 実際， 人間の生活

に必要でもある9)

調達と配財の能力においては共有ではなく私有が人間にとって必要なものとされて

いる. これは， 物財の私有が生活の確保の観点において位置づけられるということで
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ある. すなわち， 私有の必要性は， それが個人の生存を確保するために正当とされる

のである. しかし， こうした私有の正当性に限界が与えられている. それが財の使用

である.

他方， 外的な物財に関する人聞が有していることはそれらの使用である. そして

このことに関して人聞は外的なものを固有物として持つべきではなしむしろ共

有物として持つべきであり， それは他者の緊急必要において容易に誰でもそれら

を共有するようにである. だからして， 使徒は『ティモテへの第一の書簡』にお

いて「この世で富んでいる人々に対して気持ちよく施して， 共に分かち合うよう

に命じなさいJと言っているのである10)

ここでのトマスの語りにおいて特徴的な事柄は， 財が共有的であるものとして扱わ

れる「べき」という表現で規範が， 特にパウロの引用を用いながら富者に対する勧告

として提示されているということである. こうした義務性を強く帯びた形での共有の

問題は， 困窮にある人々に対崎する際の心構えに関わる. その意味で， 使用における

分かち合いとは倫理的な態度として絶えず引き受けなければならない事態である. 約

言すれば， 財の使用は共有， すなわち， 互いの効用を志向してなされることである.

次節では， 人間によって使用される財のうち， 金銭とはいかなるものであるとされ

ているのかについて考察する.

2 金銭という財

まず， トマスは金銭を介した売買の特性について以下のように表現している.

さて， 買うことと売ることは金銭を受け取って与えることのみに存するのではな

しその価値が貨幣によって計量されるもの全てのものを受け取って与えること

に存するのである11)

この引用において， トマスは貨幣流通の観点から商業について論じる. 彼は， 商業

の本質が金銭の交換にあるのではなく， 貨幣によってその価値が計量されうる物財の

交換にあることを示唆している. つ まり， 貨幣は物財の尺度機能であり， その尺度機
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能を担う実物は金銭である. その意味で， 金銭とは交換における物財の代替財なので

ある.

全ての他の財は何らかの効用を自ら自身において持つのであるが， 金銭はそれを

持たす、， むしろ他のものの効用の尺度であり， このことはアリストテレスの『ニ

コマコス倫理学』第五巻で明らかなとおりである. 金銭の使用はこの金銭自体の

効用の尺度を示すのではなく， むしろ， 金銭を事物と交換する異なった人々にし

たがって金銭において計量される事物から示されるのである12)

この引用において， トマスは金銭を計量に関係づけて用い， そして その権威はアリ

ストテレスの著作に求められている. この引用文においては， 金銭の使用の意味が扱

われている. そして金銭は人々が交換する事物と比較されている. つ まり， この比較

が成り立つ前提として， 金銭は現実的な財としての立場を維持しているのである. 換

言すれば， 他の財と比較した上で金銭の使用の特殊性が論じられたのである. つ まり，

ー般的な財はそれ自身によって効用を持つのであるが， 金銭だけがそれを持たず， む

しろ， 財の聞の交換においてそれを持つのである. その意味で， 金銭は特殊な性格を

持った財であり， それは異なる人々が交換を欲する財の聞の媒介物である.

金銭という事柄に関して， より鮮明に論じているのはアリストテレスの『ニコマコ

ス倫理学注解』と『政治学注解Jである同. 例えば， rニコマコス倫理学注解』には

以下のような記述がある.

彼[アリストテレス]は金銭の名の下に何が理解されているかについて説明を加

える. 彼はこの語はその価値が貨幣によって計量されうる全てのものを示すと言

っている. それは， 例えば馬や衣服や家もしくは鋳貨において評価されるものは

何でも， である. それは， これらのものを与えたり得たりすることは金銭を与え

たり得たりすることと同様だからである川.

ここでは， トマスは金銭という名称で何が理解されているかについて論じている.

この箇所では， 貨幣によって計量されるのは交換される財の価値であるとされ， 金銭

は罵や衣服や家やその他の価格が設定できる何らかの物財と関連させて記述されてい
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る. つ まり， 金銭の交換は物々交換と同じ事態を示すとされている. したがって， ト

マスは金銭を人々の問で交換される価値を持った財の代替物と定置しているのである.

このように， 金銭は物財の交換においてそれらの代替財とされている. その意味で，

こうした特徴を持つ金銭を使用することは， 財の使用の問題の根幹と関わる. そこで，

金銭の使用がいかなることを意味するのかについて， 次節で考察する.

3 金銭の善き使用としての寛厚

上述のように， トマスは金銭を外的な物財のーっとして定置した. さらに， そうし

た財の使用の問題を所有の関係の中で論じていた. 使用とは， 単純に個人的行為の問

題だけではなく， 他者との関係性の問題であることも同時に内包している議論であっ

た. この財の使用の問題が， 金銭の善き使用として， 論じられるのが寛厚Iib eral itas

においてである.

3.1 寛厚について

まず， 寛厚をトマスがいかなるものとして定義しているのかということに関して，

金銭との関係から考察する.

われわれは霊魂の能力とか情念のようにわれわれの内にあるところのものだけで

はなしわれわれの外にあるもの， すなわち生命を維持するためにわれわれに委

ねられているこの世界の事物をも， 善く また悪しく使用することができる15)

このように， 人聞は自分の内面的な事柄のみだけでなく， 外的な事物についても善

性との関わりのうちに使用することができる. そして， こうした外的事物の善き使用

が寛厚であるとされる. この寛厚を， トマスは以下のように定義する.

寛厚はまた気前よさと名づけられる. なぜなら気前のよい者は， 保持しがちでは

なく， 放出しがちだからである. そして， 寛厚という名称もこれと同じことに関

わるように思われるのであって， それというのもある人が何かを自分のもとから

放出するとき， 何らかの仕方で彼はそれを自分の管理および所有権から解放して，

自分の心がそのものに対する愛着から自由であることを示すからである16)
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寛厚という名称を， トマスは解放libera tや自由liberという語と結び付ける. 解放

は物の管理や所有権に関係づけられ， 自由は自分の物への愛着心に関係づけられてい

る. すなわち， 寛厚とは個人の財産に対する心性に関わるものである. 一方は物を解

放することであり， 他方は自分の心が物に対して執着していない状態であることを示

している. したがって， 寛厚とは単純に物を自分の管理下におかないということだけ

ではなしそのものがいったん自分の手元を離れたならば， その物に対する主張をし

ないということである. つ まり， 誰かに物を引き渡すことで何らかの利益が自らへ返

されることを期待しないということであるといえる.

その上で， 物をトマス は以下のように定義する.

一人の人聞から他者へと放出されるべきものとは， 所有されている財貨 b on a

p ossess a であれ それらが金銭という名称で表示されているのである17)

トマス は金銭を， 他へと渡される財産を表示する名称とする. つ まり， 金銭とは上

述のように交換において物が持つ価値を代置する実物財とされているのであり， 金銭

という名称を用いることによって， 個別的な財を使用するのではなく財産の持つ何ら

かの価値を使用する事態として寛厚が論じられることになるのである. 約言すれば，

寛厚とは自分が占有している物財の価値が金銭を介して他者のところへと受け渡され

ることを意味する. このことに関して， トマス は以下のように論じる.

3.2 金銭の使用

金銭の善き使用とは， 外的な財の使用の根底に関わる事態となる. つ まり， 金銭の

善き使用を考察することは， 財の善き使用を考察することと等値になる. そして， 金

銭の交易とは人間的行為の次元により可能となるものであり， そのために， 金銭の使

用において善き使用という観点が論じられることになる.

金銭は効用的な善に属するものとして捉えられている. なぜなら， 全て外的な善

きものは人間による使用へと秩序づけられているからである18)

トマス は金銭を人間にとって効用を与えるものとしている. 効用とは， トマス によ
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れば「たとえば苦い薬を飲む場合のように， それ自体のうちに望 ましい事由を持たず，

ただ別の善へ導くものとしてのみ望 まれるものであるJ19)とされている. すなわち，

効用とは中間的なものなのである. そしてそれは， より高次のもののために向かうた

めの何らかの手段的なものである. その意味で， 金銭は人間に使用されることによっ

て何らかの善に寄与するものとなるのである. その使用法についてトマス は以下の観

点から言命じている.

有徳な者に属するのは自らが関わる事柄もしくは道具を適切な仕方で使用するの

みではなく， よく用いることができるような好機をも準備することである

寛厚に属するのは単に金銭を使用することだけではなしそれの適切な使用のた

めに準備し， 保全することも含 まれるのである叫.

ここで， トマスは， 金銭の善き使用を， 実際に使用することに限らず， 使用のため

の準備や保全もそれに加えている. つ まり， 善き使用の根拠は， 現実的に使用したの

かという財の交換に存するのではなく， 使用に関してどのような態度でいるのかとい

う個人の在り様に存するのである. 続いて， トマスは金銭の使用 それ自体へと考察を

移す.

さて， 金銭の使用には三つの仕方がある. 一つは自分自身のためにするものであ

って， 費消ないしは支出に関わるように思われる. 他方， これに対して人が他者

のためにこれを使用するものであって， それは贈与に関わる21)

ここでは， トマスは金銭の使用の特徴を自分自身のためと他人のためという二つの

観点から論じている. そして， 自身のためには費消としており， 無くしていくことと

して論じている. 他者へと向けた使用はその人へと明け渡すこととされている. しか

し， この両方に共通することは金銭の使用とは散逸することを介して遂行されるもの

ということである. そしてその使用においては共通していることは使用の目的である.

それは， 自己のためであろうと他者のためであろうと人格へと向けた使用であること

である. その意味で， ここでも重視されているのが使用の際の個人の態度である. こ

うした， 人格へと向けた金銭の使用は， 直後の項においてより鮮明に論じられる.
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金銭の使用は金銭を放出することに存する. なぜなら， 金銭の獲得は使用よりは

むしろ産出にたとえられるからである. 他方， 金銭の保全は， それが使用しうる

ことへと秩序づけられているかぎりにおいて， 持ち前habitus にたとえられてい

るのである22)

トマス は使用を放出として定義する. 放出は， 自分の手から離れていくことを目的

としており， したがって， 外向きの運動となる. それに対して， 産出は使用ではなく

金銭の獲得とされる. 獲得は， 手に入れることであるために， 放出とは逆向きの動き

となる. また， 保全も使用そのものではない. 使用されることを目的としている限り

においてそれは外向きの状態にあるのであり， 使用へと向けて持たれていることにあ

る. このように， 金銭の使用は， ある種の運動として捉えられている. それは続くト

マス の「あるものの放出は， それがより遠くのものへと向けでなされるのに応じて，

それだけより大いなるカから出てくるのであるj23)との記述に端的に示される. そし

て， ここで力virtus という語を徳と関係づけて寛厚という行為の強度を論じている.

ある人が金銭を自身に関することに費消することよりも， それを他の人々に与え

ることによって放出することのほうが， より大いなる徳から出てくるものであ

る24)

このように， トマス は運動と使用を類比的に語ることによって， 寛厚の強度の度合

いに他者向きという観点を導入している. このことは， より賞賛される寛厚の根拠を

自然な運動に求めていることを示す. したがって， 寛厚は人聞が意図的に作り上げた

制度としてではなしむしろ自然な人間の働きに関係する事態として取り上げられて

いるといえる.

3.3 寛厚と正義

寛厚が他者向きであることが端的に示されるのは， 正義との関係においてである.

寛厚は正義の種ではない. なぜ?なら， 正義が他者に対して彼のものを与えるのに

対して， 寛厚は自分のものを与えるからである2へ
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トマスは寛厚と正義を種において異なるものとして定義する. ここで言われている

ことは， 寛厚は自分のものを他者へと引き渡すという個人の心性に基づくものである

が， 正義はものの帰属を正当に主張しうる者へと返すという権利の問題である. すな

わち， 寛厚は個人の態度から生じる行為であるために， 正義という権利の問題とは異

なる事態である. しかし， これに対して， 寛厚も正義も人へと向けたものであり， か

っ， 外的事物を取り扱うものであること， この二点において同じ事柄に関わるものと

される.

寛厚は二つの点で正義と何らかの仕方で合致する. すなわち， 第一に寛厚は正義

と同じように， 主要的に他者へと向けられている. 第二に， 前述のごとし異な

った根拠に即してではあるが， それは正義と同様に， 外的事物に関わっている26)

ここで， 寛厚を正義と関係づけて論じることには， 前述した財の所有と密接に関わ

る問題である. もし， 寛厚を正義と切り離すならば， 寛厚は単純な慈善行為として限

定されることになり， 寛厚を社会的に必然的な行為として定置することはできなくな

る. つ まり， 寛厚は社会において付随的なものであり， その意味で寛厚が徳として機

能するのは特殊な人聞に限られた事態となる. それに対して， 寛厚を金銭の使用とい

う観点、において正義の問題と関係づけるならば， 社会において個人が絶えずそれを引

き受ける態度でいることが徳となり， 必要とする人に向けて自己の財を使用すること

が社会の原理のーっとなることになる. トマスの記述を見る限り， 寛厚は正義そのも

のではないとされているので， 寛厚が社会で寛厚を受けることを権利として主張する

ことはできない. むしろ， 寛厚は社会にいる個人がする側であることを自ら白覚する

契機である.

この正義との関係は， r寛厚が愛徳の一部である」という異論に対する， トマスに

よる回答に見られる.

寛厚の贈与は送り主が金銭に対しである意味の関心を持つという事実に発し， そ

れは金銭を欲しもせず愛しもしないという事実である. それゆえ， 寛厚は友人の

みならず必要の時には見知らぬ者へも与える. このために， 愛徳に属せず， むし

ろ外的諸物にかかわる正義に属するものである27)
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寛厚は個人的関係から生じるのではなく， 端的に外的事物に関わるのである. その

意味では正義に属するものである. しかし， そこで問題となるのはあく までも個人の

態度であり， この視点が正義との大きな差異である. この問題は， 寛厚が卓越したも

のとなるための議論においても読み取りうる.

寛厚は人が金銭への愛着を持たないということから， 金銭を自分自身のため， 他

の人々の利益のため， および神への賞賛のために進んで使用するということが生

じる. そして， このことにしたがって， それが多くのものに関して有用であると

いうことからして， 寛厚は何らかの卓越性を得るのである28)

ここでは， 寛厚なふる まいをする個人の心性が取り上げられている. つ まり， 単に

金銭を用いればいいということではなく， その使用に関しては， 個人の意志がどこへ

向いているかということを絶えず、意識しながら行為する必要性があるとされていると

いえよう. このことは以下のことを示唆する. すなわち， 他者への金銭の使用はあく

までも個人的態度から生じた個人的行為として遂行されるのである. その意味で， 寛

厚は比例性に基づいて遂行される富の再配分とは大きく異なるのである.

こうした寛厚と正義の違いは『悪論』においてより鮮明に記述されている.

実際， 正義は自らに属するものを持つために， 所有される物事自体に成立してい

る均等性の中庸へと向けられている. しかし， 寛厚は極度の愛や欲望に陥ること

がないように， さらに， それをしなければいけない時と場所で喜びをもって悲し

みなしにそれの放出となるように， 魂の情動 それ白体の中庸に存するのである29)

ここでは， 食欲の罪について論じられ， 正義と寛厚は事物をめぐって議論される.

ここでは， 正義は均等性についての事柄であるとされ， 寛厚は個人の心性に関する事

態であるとされる. したがって， 寛厚という金銭の使用とは， 個人の態度によって遂

行される事態である.

寛厚とは自分の管理下にある事物を使用するに際し， それを用いることで自己の利

益をさらに増殖させるように行為することではなし他者との共通の利益へと むけて

使用するということである. その意味で， 寛厚は個人の態度のあり方であるとはいえ，
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社会的な事態であるといえよう.

結 語

このように， トマスは金銭の使用の側面から寛厚を論じている. このことは以下の

ことを意味する. まず， トマスにおいて貨幣という語で理解されている価値尺度機能

の観点、から論じるのではなし金銭という実物財の観点、から論じることによって， 寛

厚は現実的な他者との交易であることになる. 次に使用という観点から論じることに

よって能動的な行為であることが明らかとなる. また， トマスが他者へと向かう個人

の態度に使用の根拠を置き， 金銭の使用を感情の問題ではなく外的な物財の使用の問

題として語ることは， 金銭の使用が倫理的な次元で論じられることを意味する.

こうしたトマスの金銭使用論は， 以下の問題座標を持つことを示すと思われる. す

なわち， 金銭が実物財の代用として交換されるにつれて， 市場は金銭のみが交易され

る場となる. しかし， 金銭は労働の自然的な財ではなく， 人工的に作られた財であり，

その意味で， 金銭は労働の直接的結果ではなく労働の代置としての間接的対価である.

そうした金銭だけが増殖する過程として市場が定置されることにより， 財の交換が本

来持つ人間の生存という観点や財の使用が持つ意味が隠蔽される. その結果として市

場では倫理性を問う次元が聞かれなくなる. これに対して， 金銭の使用として寛厚を

定置することによって， 市場での行為に倫理的側面が存在することを示し， 市場での

行為が実際に他者との関わりをどのように引き受けるかという問題に関わるようにな

るのである.
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