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──アリストテレスの「道徳哲学」に焦点を当てて──

香　　春

０．序論

　本論考は、「グローバル化社会における倫理学の役割を考察する」という前提で、アリスト
テレスの『ニコマコス倫理学』における「幸福のあり方」について探究するものである。なぜな
らば、この問題は、現代社会の中で進行しているグローバル化の本質にも関わるからである。
　そもそも現代において、グローバル化、あるいは国際化が進んでいると言われる。むしろ、
こう言うことが陳腐なほど、グローバル化、国際化という言葉が氾濫している。それでは敢え
て問おう。国際化とは、何であるかと。「人間として生きる」ためには、民族、国や人種と
いった形式的な分類の制限を受けることなく、〈自由に活動することができる〉という意味な
のか。または、単なる〈人の国際的な移動〉なのだろうか。それとも、皮肉にも、そのような
こととは反対に、異質の文化の人々に対して、「郷に入っては郷に従え」という言葉を投げか
けることなのか。
　例えば、日本では、外国人に対して「郷に入っては郷に従え」という言葉が投げかけられる
ことがある。確かに、人は住んでいる土地の風俗・慣習に従うのが処世の法であるかもしれな
い。しかし、すぐに、あるいは、短時間で、自分の生まれ育った風俗・慣習とは全く異なる風
俗・慣習に従って、現地の人々と全く同じように生活することは困難であろう。場合によって
は、「郷に従う」にしても一体どのような風俗・慣習に従えばいいのか、判然としないことも
多いだろう。
　グローバル化が進めば進むほど、我々の社会は、真の意味で〈多文化が共生するコミュニ
ティー〉とならねばならない。しかし、単に多文化が共存するだけの社会であるならば、〈文
化上の衝突〉は、ややもすれば倫理的問題を引き起こすことになろう。なぜならば、文化は、
文明以外に、生活形成の様式と内容を意味し、人々の生活の中で「生き方」として目に見えな
い形で現れることが多い。つまり、文化は、人々の「生き方」と密接な関係にあり、〈文化上
の衝突〉とは言え、深刻な場合、つまり様々な社会問題を引き起こすこととなりかねない。
　従って、単に多文化が共存するだけではなく、真の意味で多文化が〈共生〉するコミュニ
ティーを構築するために、我々現代人が真剣に取り組まなければならないのは、異なる慣習や
文化を持つ人々に対してどのように接していくかという問題であろう。ロールズの「社会契約
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論」（詳しくは、注の13を参照すること）から、次のように言うことができよう。慣習や文化
と関係なく、コミュニティーの一員である限り、彼（彼女）には、コミュニティーの他の成員
と平等であることが保障されなければならない。このように、慣習や文化と関係なく、コミュ
ニティーの一員として平等に扱われてこそ、彼（彼女）は自発的に当のコミュニティーと社会
契約（本論で言う「社会契約」とはロールズが言う「あるコミュニティーに生きる人々が必然
的に、暗黙の内に結んでいる社会契約」という発想と同じ意味で使っている。尚、具体的にど
のような規約であるかは問題としないが、社会契約の内容は、時代に合わせて変化しうるもの
であることは言うまでもない）を結んだと言える。このように、我々は当のコミュニティーと
社会契約を結んだ限りにおいて、単なる〈異質の文化の持ち主〉ではなく、当のコミュニ
ティーの一員となり、人間として生きるための「基本的な権利」が保障されなければならない。
　ところで、ロールズの「社会契約論」に従えば、ある契約が公正であるかどうかを決めるに
は、少なくとも、次の二つの条件が必要とされる。一つは「自律性」（autonomy）であり、も
う一つは「互恵性」（reciprocity）である。
　まず、「自律性」であるが、留学すること、移住すること、そして、国際結婚など、これら
の国際的活動は、言うまでもなく自発的な活動である。従って、〈グローバル化〉とは、国境
を越えて、人々が自分自身の生き方を自由に選択することができる、つまり、自律的であると
いうことでなければならない。
　次に、「互恵性」に関してだが、契約が公正であるためには、契約を結んだ当事者双方が利
益を得ることが満たされなければならない。例えば、移住者と移住者を受け入れる国の間に
「社会契約」が結ばれるというもので、一方、移住者は移住先の国に対して、一市民としての
責任や義務を果たすことが求められる。他方、移住を受け入れる国は移住者に対して、人間と
して生きるための「基本的な権利」や「身の安全」を保障しなければならない。要するに、筆
者が思うに、グローバル化社会とは、決して「郷に入っては郷に従え」というように一方的に
従うことではないし、単に多文化が共存するということでもない。真の意味でのグローバル化
社会とは「多文化が共生するコミュニティー」のことを言い、民族、人種、国籍とは関係な
く、コミュニティーの全員（例えば、外国人であれ、現地の住民であれ）には、「人間として
平等に扱われる」ための「平等の権利」と、「自分自身の固有の働きを成し遂げる」ための、
「自由な活動の権利」が与えられるべきである。
　しかしながら、今日でのグローバル化社会は、コミュニティーの構成員全員に対して公平で
あると言えるのだろうか。確かに、人間には「自由の権利（言論の自由）」があるといえる。
しかしながら、社会現象としてよく見られる光景の一つは、民族的、人種的、文化的背景を元
に、他人の人間性（人間としての尊厳や生き方など）を否定するような言動がある。果たし
て、自分に「言論の自由がある」といって、他人の人間性を否定するような言動は、法律の問
題を別として、道徳的には非難されるべきであろう。
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　このように、本論考は、グローバル化社会における様々な社会問題（人種差別、文化的差別、
性別的差別など）について、法律の問題は別として、道徳的な観点から考察するものである。
というのは、グローバル化が進み、「自由」と「平等」の精神が重視されるようになった今日
であるからこそ、倫理学の核心である「徳」の問題はとりわけ重要であるように思われるから
である。
　そもそも、「自由」と「平等」の精神が重視される一方、「自由」の名のもとに極端に「自由
の権利」が主張される傾向がみられ、本来、「人間としての善さ」を表すはずの「徳」を邪魔
ものとして扱うはめとなった。それでは、「自由」と「平等」の権利とは、全ての人々に公平
に与えられるべき「基本的な権利」のことなのか。そもそも、「自由」の権利とは、どのよう
な権利なのだろうか。具体的に説明しようとする時に、判然としないことが多いのではないだ
ろうか。
　筆者が思うに、「自由」と「平等」の精神とは、まず、全ての人々が「平等」で、その上で
「自由」であるといえる。つまり、「自由」とは、自由放任派が主張するように、自分自身にの
みの「自由の権利」を絶対化し、放任することではないはずだ。例えば、「言論の自由」があ
ると言っても、ネット上での根拠のない誹謗中傷が今日問題となっている。このように「自由
の権利」を言い訳に、他人の自由な活動を妨害するような言動が、道徳的に考えて許されるこ
となのだろうか。確かに、我々人間には、一定の「自由の権利」と「平等の権利」があるとい
える。しかしながら、現実的には、それらの権利が全ての人々に「公平な仕方」で与えられて
いるといえるのだろうか、と疑問に思うことが多い。
　ところで、「道徳」と「自由」は衝突することなのか。現実社会では、「道徳」の名を借りて
人々の意志を支配しようとすることがないとは言い切れない。だからといって、「道徳」は、
「自由」を妨害するものであると極言することはできない。我々が思うに、道徳は〈人間とし
て正しく生きる道筋〉であり、正しい行為の規範となり、人間性を表す指標となる。確実に言
えるのは、人間であるかぎりにおいて、民族、人種、国籍と関係なく「人間として生きる」権
利こそが平等に与えられていると言える。
　そもそも、「人間として生きる」とはどのような「生の活動」を指すのか。本論考で考察す
る、アリストテレスの倫理学は、我々に「人間として生きる」ための道筋と指針、それも「人
間として正しく生きる」ための道筋と指針を教えてくれる。アリストテレスによれば、人間
は、唯一〈人間として正しく生きて〉からこそ、「人間に固有の働きを正しく成し遂げた」こ
とになり、真に「最善としての幸福」を獲得したと言える。
　アリストテレスは古代ギリシアの万学の祖として知られ、アリストテレスの道徳哲学は、単
なる理論的な考察でもなく、現実からかけ離れ、理想を語ることでもなかった。彼の道徳哲学
は、実際に「善き人になる」ための探究であった。ここで言う「善き人になる」こととは、
「正しい理が指定する徳に基づいて活動する」ことであり、〈正しく生きる〉ことや〈よく生き
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る〉ことをいう。つまり、アリストテレスによれば「徳」とは「人間としての善さ」を意味し
「人間に固有の働き」をよくし、「人間として正しく生きる」ための手助けとなる。
　それでは、なぜ、我々人間にとって〈人間として正しく生きる〉ことが重要なのか。その答
えは、人間の生には何らかの目的があるからであろう。アリストテレスによれば、人間の「生
の目的」は「人間に固有の働き」を正しく成し遂げることである。なぜならば、ここで言う
「人間に固有の働き」とは、「人間にのみ与えられ得る固有の働き（機能、役割）」であり、人
間はそのような「人間にのみ与えられ得る固有の働き」を正しく・よく成し遂げてからこそ、
「人間の生」における「最善」なるもの、つまり「幸福」を獲得することができるからである。
このように、『ニコマコス倫理学』では、「幸福」とは、単なる一時的な「心身の満足した状
態」ではなく、「人間としての善（徳）に基づいて正しく活動すること」を意味していた。こ
のような、アリストテレスの「道徳哲学」は現代の我々から見れば極めて独特な見解であるよ
うに映る。しかし、それと同時に、彼の「道徳哲学」には、現代の倫理学の視点から見て大変
深い洞察が含まれていると言ってよい。
　アリストテレスが生きていた時代は紀元前４世紀のギリシアであり、現代から見れば、遠
い過去である。しかしながら、彼の思想は、いつまでも人々の共感を呼び、現代でも、正義論
で有名なマイケル・サンデル1）や、ケイパビリティー・アプローチの提唱者アマルティア・セ
ン2）やマーサ・ヌスバウム3）、あるいはコミュニタリアニズムの主唱者アラスデア・マッキン
タイヤー4）らの多くの学者達を魅了してきた。もちろん、アリストテレスの倫理学から多くを
学んだ哲学者は、これに尽きるものではない。しかし、すくなくとも、現代の正義論において
は、上記の論者たちを挙げることができよう。その意味では、彼の思想には、現代でも新しい
歴史の進展を促すような価値があると言ってよい。
　というのは、筆者が関心を抱くロールズ以来の現代の「正義」を巡る論争は、結局は「幸
福」を巡る論争となるからである。具体的に言えば、ある事柄（例えば、政策、制度など）が
〈正義に適うかどうかを問う〉ことは、〈当の事柄が人々に幸福をもたらすことができるかどう
かを問う〉ことである。やがて、「正義」（公平さ）を巡る論争は「幸福」を巡る論争へと変わ
り、一見「公平である」こととは、単なる「個人の心身的な欲望が満たされる」ことを言うよ
うに聞こえる。そして、「公平さ」の問題は単なる「個人の心身的な欲望の満足した状態」とし
て扱われることが〈理に適わない〉ことを悟り、アリストテレスの道徳哲学が引き合いに出さ
れる。というわけで、本論考では、アリストテレスの「道徳哲学」こそが、宗教や文化など、
更に、時代を超え「人間として正しく生きる」ための普遍的な理念を提示していると考える。

１．幸福とは何か

　本論考の目的は、これまでの哲学史上の「幸福論」の各々について詳しく論じることではな
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い。しかし、アリストテレスの「倫理学」の意義をよりよく理解するために、いくつかの典型
的な「幸福論」について触れておくこととする。
　まずは、次の問いから始めよう。幸福とは何か。その答えは様々である。
　しかし、大きく二つに分けられるように思われる。第一には、幸福とは〈身体的、あるいは
感覚的に苦痛のない状態〉だという定義だ。その場合、快楽とは苦痛の反対の状態であり、苦
痛とは、人がそのような状態から逃れたいと思う状態、ないしはそこから由来する感情に他な
らない（ベンサム『道徳及び立法の諸原理序説』）5）。つまり、幸福とは快楽のことだと見なす
考え方だ。実際、哲学史上でも、ジェレミー・ベンサムの「功利主義」が知られている。ベン
サムは〈道徳の至高の原理は幸福、すなわち苦痛に対する快楽の全体的な割合を最大化するこ
と〉6）だと考えた。その根拠は、〈誰もが快楽を好み、苦痛を嫌う〉ということだ。従って、人
間の幸福というのは、この場合、単に量的な規定のみになる。質の違いはないのである。
　第二には、幸福とは〈心（精神）の満足した状態〉を言う。『新約聖書』のマタイ伝には、
「人はパンのみにて生くるに非ず」7）とあるが、それは過度な物質至上主義を戒める時に使う言
葉として知られている。つまり、人は物質的満足のみを求めて生きるのではなく、精神の充実
をはかることが大切である。なぜならば、人間には「欲求」というものがあるかぎり、様々な
〈さらなる欲求への追求〉が永遠に続く。そのため、功利主義では、J. S.ミルのように、〈追求
すること〉とその満足感の基準を〈可変的な物質〉よりも恒常的なもの、つまり〈精神的な満
足感〉ヘと移し、より恒常的満足感を目指した。それは、人間は精神的に満足感を得られてこ
そ、恒常的な安心感が得られ〈真に幸福といえる〉と考えられたからである。すなわち、J. 

S.ミルの「功利主義」では、人間は〈人間として生きる〉限りにおいては、物質的な満足感
と精神的な満足感の両方が重要であることが示唆される。ということは、今度は〈精神的な満
足感〉とは何かが問題となる8）。
　そもそも、〈精神的満足感〉とは、まず「意志の自由」が与えられていることが前提をなし
ている。ここでいう「意志の自由」とは、リバタリアニズムのような、極端な意味での「自
由」のことではない。つまり、〈我々は自分自身を所有しているから、何ものにも妨げられず
に、自らの身体でもって、したいことをする〉というような「自由」に関する観念とは違う。
我々の言う「自由」とは、カントの道徳哲学に由来する「自由」である。
　このような「自由」に関する二つの観念は、I.バーリンの提示した「消極的」（negative）な
意味での「自由」と「積極的」（positive）な意味での「自由」の概念に該当すると思われる。
バーリンの表現によれば、前者は、「主体── 一個人あるいは個人の集団──が、他人からの
干渉もうけずに、自分がなしうることをし、自分がそうありうるものを任されている、あるい
は任されるべき、その範囲はどのようなものであるか」（What is the area within which the 

subject̶a person or group of persons̶is or should be left to do or be what he is able to do or be, 

without interference by other persons?）という問いが問題になる場合に問われている概念であり、
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端的に言えば「～からの自由」（freedom from）である。それに対して、後者の「自由」の概
念は、「ある人があれよりもこれをすること、あれであるよりもこれであること、を決定でき
る統制ないしは干渉の源泉は何であるか、また誰であるか」（What, or who, is the source of 

control or interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?）という問い
が問題となる場合に問われている概念である。つまり、「～する自由」（freedom to）である9）。
バーリンによれば、前者は、イギリスの古典的政治哲学者たちが使用してきた「自由」の意味
であるという。それに対して、後者は〈自分自身の主人になりたいという個人の側での願望〉
に由来するという。そして、そこには、カントの言う「自由なる個人」という概念に代表され
るプロテスタント的個人主義の表明があり、自らを理性によってのみ支配し、自らの非理性的
本性に影響されず、他律ではなく、自律のみによって行為することを目指すという理念が潜ん
でいるのである。
　人間は〈人間として生きる〉ためには、確かに物質的な条件が必要であることは言うまでも
ないが、しかし、ミルを代表とする自由擁護論者達によれば、「個人の自由を尊重する」こと
こそが、人間の幸福を最大化することに繋がると考えた。例えば、〈言論の自由〉や〈信教の
自由〉といった基本的な「自由の権利」の重要性を強調する10）。しかしながら、リバタリアニ
ズムのような、過度の「自由の権利」の主張は、自分自身を、単なる〈自由自在に生きたいと
いう自らの欲望を満たすための道具〉とみなすことになる。そのような自由の追求が過度にな
れば、自分の利益のためなら他者が結果として不利になろうが許されることになる11）。一言で
言えば、〈弱肉強食の思想〉といっても過言ではない。
　従って、本論では、「自由」の概念をカントに従い、自律としての意志の「自由」という意
味で、厳格に定義することとする。
　カントは、『実践理性批判』で、次のように言っている。

　　意志の自律とは、一切の道徳法則と、これらの法則に対応する義務との唯一の原理であ
る。［中略］

　　Die Autonomie des Willens ist das alleinige Prinzip aller moralischen Gesetze und der ihnen 

gemäßen Pflichten.

　　［しかし、］純粋理性と同時にそれ自体で実践的である理性がこのように自らに対して立法
するということは、積極的な理解での自由である。従って、道徳法則が表現するのは、純
粋実践理性の自律、すなわち自由に他ならない。

　　… diese eigene Gesetzgebung aber der reinen und als solche praktischen Vernunft ist Freiheit im 

positiven Verstande. Also drückt das moralische Gesetz nichts anders aus, als die Autonomie der 

reinen praktischen Vernunft, d. i. der Freiheit, … [Immanuel Kant, Kritik der praktischen 

Vernunft, Akademie-Ausgabe, Bd. V, S. 33]
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カントは、ここで自己立法としての自由という概念は、「積極的」（positive（英））意味での自
由概念であり、それは具体的な欲求対象とは関わらないという意味では「形式的」自由概念で
あるという。しかも、具体的な実質的対象に対する欲求という主観的条件に左右され「ない」、
ないしは関わら「ない」という否定的要素がある限り、「消極的」（negative（英））な自由であ
ると言える。
　カントの言う「自律」としての自由は、(1) 自らに対して格律を能動的に設定して、自らが
それに従うという意味での積極的で、能動的であると同時に、(2) 欲求の実質的対象からの影
響から免れているという意味では「消極的」自由である。すでに言及したバーリンのいう「～
から免れている」（free from …）という意味での消極的自由とは、カントでは、そのような免
れる先の対象が、個人の人間にとって外的な抑圧や権威といったものではなく、あくまでも内
面化された個々人の欲望を意味している。
　以上のように、カントでは、行為の実質とは、欲求の対象であり、実現すべき具体的目標で
あるが、それは彼にとってみれば主観的条件であり、それは、結局は「自分自身の幸福」を中心
に回転していると言う12）。カントは、道徳性の領域には、さしあたっては、「幸福」、特に「自
らの幸福」を位置づけることはしない。それは、彼の「幸福」概念が、感性的欲求を意味する
「傾向性」、ないしはそれの満足という感性的な人間本性からのみ考えられていたからである。
　カントでは「幸福」とはどのように理解されているだろうか。その手がかりとなるのは、
『人倫の形而上学の基礎づけ』での次のような表現である。

　　権力、富、名誉や、健康、あるいはまた心身の安寧（das ganze Wohlbefinden）や自分の
境遇への満足といった、すべて幸福という名で総括されるものは、もし善なる意志がそこ
になく、そのような幸福が人間の心に及ぼす影響を正し、従って、行為の原理全体を正
し、普遍的な目的に適うようにするのでなければ、人を得意がらせ、しばしば高慢にする
ことになろう。（Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, AA Bd. IV, S. 393）

ここでは、感性的レベルでの満足の総括としての「幸福」と道徳性の根源である〈善なる意
志〉とは、相反する契機として考えられていることがわかる。
　また、同書の他の箇所では、「幸福という理念の中で、すべての傾向性（Neigungen: 感性的
欲求）が総括される」とも言っている（Ibid., S. 399）。

　これらの箇所は、カント自身が行おうとした「幸福の定義」というよりも、一般に人々は
「幸福」というものを〈様々な感性的レベルでの満足状態の総括〉として理解しているとカン
トが考えていると解釈することができる。カントにおいてでも、〈道徳性に適合した意味での
精神的満足〉があるとすれば、それは真の意味での「幸福」と考えたに違いない。
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　従って、以上のことを慎重に考慮すれば、次のように言える。カントが自らの議論の前提と
している、当時一般に考えられていた「幸福」概念、〈つまり感性的満足状態としての幸福〉
に関して言えば、それは、我々が提示しようとしている幸福概念とは異なる。我々の幸福概念
は、自らの独自な道徳を発揮して〈人間として正しく・よく生きる〉という、アリストテレス
が提示している〈生き方〉としての「幸福」である。
　そもそも我々は、自分自身を所有しているから何をしても自由であるというのではなく、理
性的に判断し、推論できる理性的な存在者であるから、主体として自由に行為し、自由に選択
する自律的な存在者といえる。この考えは、今日での〈普遍的な人権〉につながり、それ故に
こそ、全ての人は「理性的な存在者」という意味で、みな尊厳と尊敬に値する存在者として平
等に扱われるべきであり、従って、人は真に幸福となりうると言えよう。その意味では「意志
の自律」としての「自由」の根拠にあるのが、〈人間は理性的な存在者であり、絶対的価値と
しての「尊厳」を有し、人格として尊敬に値する〉という考え方である。
　いくら、感性レベルに於いて、物質的に満足のいく人生を送っても、その人の人格そのもの
がカントの言う意味で「究極目的」（あるいは「目的自体」）として尊重されていなかったら、
「幸福」といえるのだろうか。例えば、優れた技術の持ち主で、納得の行く程の富を得て生活
を送っているが、しかし、単に会社の金儲けの道具として扱われているならば、その人は「幸
福」といえるのだろうか。つまり、会社に利益をもたらしてくれるならば、大切な技術者とし
て扱われ、会社に利益をもたらすことができなくなったら、人間としてさえ扱ってくれないと
したらどうだろうか。そのような扱いが、自分自身の尊厳を傷つけるものであるということ
は、理性がある限り誰もが気づき、憤慨することだろう。
　また、我々は、〈自由に選択し、自律的に行動する〉といった「意志の自由」が奪われた時
に、到底「幸福」とは感じない。では、「自律的な行動」とはどのような行動なのだろうか。
あることをするのは自らが定めた法則ではなく、他者が私に押し付けてきた規則によって私が
行動するといった場合、そのような意志決定は「他律的な決定」であり、自律的な行動とは、
その対極にある。要するに、「自律的な決定」とは、外的な要因に影響されずに、「自分が定め
た法則に従い自律的に行動する」ことを言う。我々人間はみな、〈自分以外の誰かが定めた目
的を達成するための道具ではない〉。あるいは物質的な要素や金銭的な要素に影響されて他人
の意のままになるという場合でも、たとえそれが自らの判断で行為するとしても、当然のこと
ながら自律的行為とは言えない。つまり、自らの感性的欲望からも免れて、さらには他人から
の強制からも免れて、理性に従い〈自律的に行動する能力〉こそが、人間に特別な尊厳を与え
ているのである。
　以上のように、カントは〈自律的な行動とは、自然の命令や社会的因習ではなく、自分が理
性的に定めた法則に従って行動すること〉と考えた。以下では、このような自律的な意志決定
と、道徳性と呼応した「幸福」という観点から、グローバル化の時代において、いかにして個
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人は「意志の自由」を確保し、自分自身の尊厳性を確立しながら、しかも幸福を獲得できるか
について考えてみたい。
　国際化が進むにつれて、個人の活動は生まれた国家に限らず、自ら自分自身の活動の場所を
選べるようになった現代において、国際化の精神を推進する国家では、様々な新しい倫理的問
題を抱えるようになっていることは言うまでもない。なぜならば、性別差別や身分差別などに
よる倫理的問題に加え、人種差別や国籍差別による不当な扱いによる倫理的問題も増えつつあ
る。それらの、正当な理由もなく、如何なる根拠もない不当な扱いは、国際化の精神に背く行
為ではないだろうか。さらに、それらは、個人の自由な「活動」の権利や国際化に貢献する権
利を侵害する行為に当てはまる。アリストテレスの倫理思想に従えば、そのように「活動」の
権利が侵害された個人は「幸福」であるとは到底言えないのである。なぜならば、人間である
限りにおいて、全ての人々には「人間に固有の働き」としての「幸福」を追求する権利を含
め、〈人間として生きる〉ための「基本的な権利」、つまり「自由」（意志の自由や自由活動）
の権利や「生存権」などが侵害されてはならない。
　我々が思うに、国際化の精神とは、ジョン・ロールズの正義論でも強調された「自律性」と
「互恵性」を満たさなければならない。その中で「自律性」は比較的近代的な考え方であるに
対して、後者は、中国古代（例えば『論語』）からある、道徳上の黄金律と呼ばれている「互
恵性」（reciprocity）の理念13）にまで遡ることができる。さらに近代では、この理念は、ジョ
ン・ロールズの正義論において改めて強調された。そして、この理念は、アリストテレスの道
徳哲学における「人間は自然本性的にポリス的な存在である」（『ニコマコス倫理学』
1097b12）14）という理念と関連するものであると考えられる。
　「互恵性」とは特定の国家に属する市民同士の間にのみ通用するものではなく、人間であれ
ば、誰でも従わなければならない倫理的スタンスであると言ってよい。また、アリストテレス
においての〈人間〉規定は、人間は本性上、共同体を形成する動物であるというもので、社会
性が人間の本質を成していることを意味している。道徳や共通善を核とした、アリストテレス
の倫理学は、グローバルな普遍的人権を重視するリベラリズムとは一見、目指す方向性が違う
と即断してしまいがちであるが、しかし、アリストテレスの倫理思想を精査してみると、自然
本性の視点から、人間の普遍的な本質規定を提案しており、それによると人間は互いに協力し
合って何らかの共同体を形成するという性質の存在であると考えていることがわかる15）。
　そこで、以下では現代の正議論に関わっている哲学者達がみな何らかの形で依拠しているア
リストテレスの倫理思想を取り上げ、特に彼の「幸福」に関する理論に焦点を絞って、検討す
ることにしたい。
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２．アリストテレスの『ニコマコス倫理学』における「幸福」とは 

──「人間に固有の働き」

2‒1　「幸福」の定義

　まず、本論に入るまでに、アリストテレスの倫理学の概略を簡単に提示しておきたい。アリ
ストテレスによる「幸福」の定義は、ある意味では極めて倫理的であり、厳格である。アリス
トテレスによれば、「幸福」とは決して単純に個人の身体的欲望、ないしは精神的欲望が満た
される状態のことではない。
　彼の倫理学は「人間の生（ζωή）の活動と目的」の本質に真剣に取り組み、「人間としての
善」を「徳」とし、「人間にとっての善」16）を「幸福」とした。そして、「徳」の問題を「幸福」
の問題に結び付けることで、「幸福」とは「完全に徳に基づく魂の活動である」17）と考えた。彼
は、まず、存在するあらゆる物事に、〈存在する理由〉もしくは〈存在する目的〉があるよう
に、人間の「生」及び「生的活動」にも「生の目的」があると考えた。すなわち、人間の「生
の目的」は人間の「生的活動」の中にあると考えた。つまり、人間の「生的活動」が目指すべ
き最終的目的は「人間に固有の働き」としての「幸福」を獲得することである。要するに、
「幸福」は「生的活動における生の目的（テロス：τέλος）」であり、しかもそれは「完全なる
（τελείαν）徳に基づいた、人間に固有18）の種の働き」のことなのである。
　アリストテレスの倫理学は、単に「道徳」について理論的な考察を行うことでもなければ、
単に形式的に道徳理論を構築することに努めることでもない。アリストテレスの倫理学は「実
践的行為」によって、実際に「善き人になる」ことを目的としている。本論文でも、倫理学と
は、単に道徳的な考察を行い、道徳理論の構築に努めることではなく、「実際に善き人になる」
ための「道筋」としての役割を果たさなければならないと考える。というのは、単に、道徳理
論を構築し、道徳について論じるだけで、実際に道徳的な生き方を実践しない者を人々が「よ
き人」と言えないからである。
　アリストテレスの倫理学を理解するためには、まず、彼が言う「善」、「徳」、「幸福」、「人間
に固有の働き」及び、「徳」と「幸福」の関係を把握しなければならない。『ニコマコス倫理
学』の冒頭では、次のように論じられている。

　　あらゆる技術（τέχνη）及びあらゆる探究の道筋（μέθοδος）、同様にまた、行為（πρᾶξις）19）

と選択（προαίρεσις）も、何か善いもの（ἀγαθοῦ τινός）を求めているように思われる。
従って、「それこそ善いものとは、全てのものが求めているもの」と表明されてきたのも
うなずける。けれども、そうした目的（τέλος）にはある種の差異があるように思われる。
なぜならば、目的が活動（ἐνέργεια）そのものにある場合と、目的が活動とは何か別の成
果（ἔργον）にある場合とでは違いがあるからである。行為とは別に何か目的があるもの
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においては、その成果は活動よりも本性的により善いものである。20）

　要するに、あらゆる物事（例えば、技術や探究）に、何らかの「存在目的（例えば、機能、
役割など）」、つまり「目指すべき終着点」がある。例えば、「技術」で言うならば、「医術の目
的は健康である」とされ、「家政術の目的は富」とされた。そして、「建築術の目的は家であ
る」とされた。すなわち、それぞれの技術に、何らかの「機能的な目的」があることが明らか
である。とはいえ、これらの「技術」は首尾一貫して、「人間生活に役に立つ」ことを最終目
的としているに違いない。
　しかしながら、「技術」そのものは、直接的に「人間生活に役に立つ」ことはできない。な
ぜならば、「技術」の「遂行者」は人間であるからである。「技術」は人間を通してのみ、つま
り、間接的にのみ「人間生活に役に立つ」ことができる。このように、「技術」の〈遂行者〉
は人間である限り、技術の「機能的役割」をよく果たせる者に対して、「美徳の奨励に関わる
目的」が付与されることとなる。すなわち、「技術」には「機能的な目的」だけではなく、「美
徳の奨励（名誉や模範性にまつわる）に関わる目的」があると考えられる。例えば、医術の遂
行者は医者である。医者ならば、医術を〈よく行い〉、その〈成果が正当な期待に値する〉も
のであるならば、その成果が道徳的に奨励されるべきである。他方、医者である者は、医術を
よく行うことなく、自分自身の私利私欲（富や名誉）のために医術を手段として用いた場合に
は、その医者の〈行い〉は〈よい行い〉とは言えない。ましてや〈よい医者〉とは言えない。
　このように、あらゆる物事に「目指すべき終着点」があるように、アリストテレスは、人間
の「生の活動」にも「目指すべき終着点がある」と考えた。すなわち、人間の「生の目的」
は、人間として〈よく生きる〉ことを目指し、最終的に「人間に固有の働き」としての「幸
福」を獲得することである。ここで言う「幸福」とは「人間に固有の働き（エルゴン ἔργον）」
のことであり、人間にとって「最も善いもの」とされた。そして、「人間に固有の働き」とは
「感覚的生」のことではなく、「理（ことわり λόγος）を持った21）もの［魂の部分］のある種の
行為的な生（活動に基づいた生も含まれる）」を指す。つまり、「人間に固有の働き」とは、
「理に基づいた魂（精神）の活動」であるか、または「理を欠いてはいない魂（精神）の活動」
のことである。このように、「幸福」とは「人間にとっての善」、すなわち「人間に固有の働
き」を意味する以上、それは「理に基づく」か、あるいは「理を欠いていない魂の活動」であ
る。従って、「幸福」とは、「理」によって、「人間に固有の働き」としての活動の「道筋」が
よいか悪いかと判断され得るという意味で、「徳に基づく活動」でなければならないと考えら
れた。

2‒2　「機能的な目的」と「美徳の奨励に関わる目的」

　すでに『ニコマコス倫理学』の冒頭の引用で示唆されているように、あらゆる社会的営みに
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は、それ自体のために望まれ得る「機能的な目的」があることは明らかである。つまり、社会
的営みにおける「機能的な目的」とは、あくまでもポリスにとっての「目的」であって、個人
にとっての「目的」ではない。そして、社会的営みにおける個人にとっての「目的」は、個人
の「幸福」に関する問題として扱われ、個人が自分自身の「人間としての善さ」（徳）を生か
して、与えられた役割を立派に成し遂げ、更に当の働きが正当な期待に値するものであるなら
ば、「美徳の奨励に関わる目的」が付与されるのである。なぜならば、「人間としての善さ」を
奨励することが、個人の「人間としての働き」の「よさ」を奨励すること、すなわち、個人の
「活動」そのものを奨励することであり、このことが個人の「幸福」に大きく影響するからで
ある。
　このように、アリストテレスの倫理学では、社会的営みにおけるポリスにとっての「目的」
と個人にとっての「目的」を明確に区別することによって、分配の正義に関わる諸々の問題に
対処している。この問題に関しては、マイケル・サンデルは分配の正義の基準として、アリス
トテレスの目的論を取り上げる。その理由は、公正さに関して、「機能的目的」は名誉と直接
的に関わるからである。彼によれば、フットボールのチアリーダーをめぐる裁判の事例にもア
リストテレスの正義論が関わるという。そして、アリストテレスの理論の重要な要素として次
の二つの考え方がある22）。

　　１　正義は目的論的である。正しさを定義するには、問題となる社会的活動（practice）
の「テロス（目的、目標、ないしは本質的本性）」を明確にする必要がある。

　　２　正義は名誉的なものである。ある活動のテロスについて考える、ないしは議論する
には、少なくとも部分的には、その活動が称賛され、報いを与えられるべき美徳は何かに
ついて考え、論じることが必要である。

　すなわち、アリストテレスの倫理学を理解する鍵は、この二つの考え方の持つ「力」と両者
の連関を理解することだという。つまり、我々の議論で言えば、「幸福」という「人間にとっ
ての善さ」と美徳ないしは「徳」という「人間としての善さ」の関連こそ重要だということで
ある。
　また、アリストテレス自身は、分配の正議とは、美徳の奨励と名誉をめぐる問題でもあるこ
と、すなわち、個人の「人間としての善さ」を奨励することの重要さを指摘している。
　そもそも、英語の「美徳」（virtue）とはもともとラテン語の「男らしさ」（virtus: manhood, 

manliness）を意味する単語に由来する。古代ギリシアの盲目の詩人ホメロスでも、人間の「徳」
（ἀρετή）は「男らしさ」（manly qualities）を意味しており、戦争の神アレース（Ἄρης）と語源
が同じである。それが敷衍されて、人間のみならず、動物や道具などの「うまさ」（goodness）
「善さ」（moral goodness）「長所」（merit）「卓越性」（excellence）を意味するようになった。こ
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のような意味の変遷を辿ると、「徳」とは、「人間としての善さ」である限り、今度はそのよう
な「善」とは何かについて考察しなければならない。

2‒3　「最善」としての「幸福」

　そもそも、「善」とはなにか。アリストテレスによれば「善」はただ一つの述定の形態をと
るのではなく、さまざまな述定の形態において語られうるものであるという。よって、様々な
「善」の上に立つ何か共通のイデア──いわば、絶対的で無条件的な価値判断の基準というも
のは存在しないと考えられた。
　なぜならば、アリストテレスの倫理学は、実際に「善き人になる」ことを目指しているから
である。すなわち、実践的活動によって獲得しうるような「善」こそが、人間の「生の活動」
に直接的に関わるものとされた。仮に、「普遍としての善」なるものがあるとしても、それは
人間の「生の活動」によって獲得され得るような「善」ではない限り、そのような「普遍とし
ての善」は「徳の活動」に関わらないからである。要するに、アリストテレスの倫理学におけ
る「善」とは、「人間によって行為され得る善」であると同時に、人間の行為によって「獲得
され得る善」のことである。というのは、我々が求めているのは「行いうる・獲得され得る
善」、つまり「活動的な善」のことである、からである。

　アリストテレスは次のように論じている。

　　善は異なる行為や技術においてそれぞれ別々だと思われるからである。実際、医術におけ
る善と戦争指導術における善、あるいはその他における善もまた、やはり異なっている。
では、それぞれの技術にとってのそれこそ善いものとは何か。言うまでもなく、それは残
余の事柄がそのためになされる目的ではないか（ἢ οὖ χάριν τὰ λοιπὰ πράττεται; Or is it that 

for the sake of which everything else is done? ［Aristotle’s Nicomachean Ethics: A New Translation 

by R. C. Bartlett and S. D. Collins, Chicago University Press, 2011, p. 11］）。それは医術にお
いては健康であり、戦争指導術においては勝利であり、建築術にお いては家であり、そ
の他それぞれ別のものには別のというように、あらゆる行為と選択には目的がある。実際
この目的のために全ての人は残余の事柄を行うのである。こうして、行為され得る全ての
事柄の内に何か目的があるなら、それは行為され得る善であり、もしそれが複数あるな
ら、それが諸々の行為され得る善であろう。23）

　ここで言う「善」とは神によって分配されることでもなく、偶然な幸運（εὐτυχία）によっ
てもたらされるものでもない。それは、「活動的善」のことであり、実践的活動における「機
能的目的」のことを言う。ところで、「善」は、なぜこのように「活動的」なものでなければ
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ならないのか。というのは、上の引用で示唆されているように、同じく「技術」という術語で
表現され得る事柄でも「目指すべき終着点」が異なれば、必然的に「機能的目的」も異なって
来ることが明らかである。すなわち、それぞれの「技術」はそれぞれ異なる「役割」を持ち、
異なる「目的」のために存在するからである。例えば、医術は病気を治す役割を持ち、健康に
することを目的としているのに対しては、建築術は家を建てることに役に立つことを目的とし
ているのである。
　しかしながら、如何なる技術であれ、最終目的は人間生活に役に立つことである。すなわ
ち、我々は技術というものをあくまでも人間の「生的営み」に役に立たせるために選び取るの
である。富もその一つである。つまり、技術や富などのようなものは、あくまでも人間の「生
的営み」のために選び取られるのであって、我々はこの種のものを決して人間の「生」の「最
終目的」として選び取るわけではない。すなわち、人々は、名誉や富といったものを、あくま
でも「幸福になる」ために選び取るのであって、名誉や富といったもののために「幸福」を選
び取るわけではない。なぜならば、名誉や富といったものは人間の「生的営み」のための道具
として選び取られるのであって、それらのものはそれ自体として人間の「生」が「目指すべき
最終目的」にならないからである。人々は、名誉や富といったものを、あくまでも「幸福にな
る」ために選び取るのであって、名誉や富といったもののために「幸福」を選び取るわけでは
ない。なぜならば、名誉や富といったものは人間の「生的営み」のための道具として選び取ら
れるのであって、それらのものはそれ自体として人間の「生」が「目指すべき最終目的」にな
らないからである。
　同じ原理が、人間の「生」及び「生の活動」にも当てはまる。すなわち、人間の「生」及び
「生の活動」の目的を問うことが、人間の「生」に関わる「善」なるもの、それもまた「最善」
のものを究明することに繋がる。アリストテレスの倫理学では、人間の「生」及び「生の活
動」における「最善」のものとは「人間に固有の働き」であると考えられ「幸福」と規定され
た。ところで、アリストテレスはなぜ人間の「生」及び「生の活動」における「最善」のもの
とは「幸福」であると規定したのだろうか。アリストテレスによれば、「最善」のものとは、
別のもののために選び取ることではなくて、それ自体として望まれる〈究極目的〉として「完
全なもの」24）でなければならない。さらに、〈究極目的〉として望まれる「完全な善」は「自足
的（αὐτάρκης）なもの」25）でなければならない。要するに、人間の「生」及び「生の活動」に
おける「最善」のものとは、人間の「生」が「目指すべき最終目的」のことである。言い換え
れば、人間は人間として生まれるのが、人間として生きるため、つまり「人間に固有の働き
（人間としての働き）」を成し遂げるためであり、そのような人間としての「生の活動」自体が
「幸福」である。
　このように、「幸福」は人間の「生」及び「生の活動」における「最善」のものである「人
間に固有の働き」を意味するため、それは人間の「生」及び「生の活動」において「もっとも
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選び取るに値するもの、他のものと一緒に数え入れることのできないものとして位置づけられ
た」26）。
　さて、「幸福」を「人間に固有の働き」として規定するとは、いったい〈どのような考え方
であるか〉、見てみよう。
　端的に言えば、「幸福」とは人間の「生きる目的」である。つまり、人間の「生」が「目指
すべき終着点」のことである。というのは、アリストテレスによれば、あらゆる物事にはそれ
自体が「目指すべき終着点」、すなわち「機能的目的」というものがある。つまり、技術が
「目指すべき終着点」とは〈人間生活をよくする〉ことであるように、人間の「生」が「目指
すべき終着点」とは「人間に固有の働き」を成し遂げること──つまり「幸福」であると考え
られた。
　このように、「幸福」は人間の「生」の「目的」である以上、あらゆる「生の活動」の中で、
あらゆる意味において、最も優れて輝かしいものでなければならない。アリストテレスによれ
ば、人間の「生の活動」において、最も優れて輝かしいものとは「人間に固有の働き（エルゴ
ン）」のことにほかならない。というのは、笛吹きや彫刻家などの、何らかの技術を駆使する
者にとって、また、いかなる活動的な物事（何らかの働きや行為が含まれているもの）におい
ても、その〈物事にとっての「善」〉とは、それが「目指すべき終着点」──「機能的目的」
の内にあるからである。
　このように、アリストテレスの倫理学では「人間に固有の働き」について真正面から究明さ
れているが、それは人間の「生の目的」及び「生の活動」に関わる問題を真剣に取り組んだこ
とになるだろう。すなわち、アリストテレスの倫理学は、我々に〈人間として生まれる理由〉
及び〈人間として生きる目的〉といった人間の「生の本質」を巡る根本的な問題を提示してく
れる。要するに、あらゆる物事に〈それ自体として存在する理由と目的──つまり機能的目
的〉があるように、人間という存在にも、それ自体として存在する理由と目的があると考えら
れる。つまり、我々人間は、何も理由なく、無為に過ごすように生まれて来るわけではない。
すなわち、人間存在にも、存在する上での、それ自体としての働き──というものがあるはず
である。アリストテレスの言う「人間に固有の働き」とは、以上のような意味においてである。
　ところで、「人間に固有の働き」とはどのような「生の活動」を指すのだろうか。アリスト
テレスによれば、「人間に固有の働き」とは、「あらゆる動物と共通の生、つまり感覚的な生」
のことではなく、「理を持ったもの〔魂の部分〕のある種の行為的な生（活動に基づいた生）」
のことである。つまり、「人間に固有の働き」とは「理に基づいた魂の活動」であるか、ない
しは「理を欠いてはいない魂の活動」のことである。すなわち、「人間に固有の働き」とは何
らかの形で「理」に関わる「魂の活動」のことをいう。
　人間は自然界における他の生き物とは異なり、単に〈生存する〉ため、つまり〈生き延び
る〉ために活動するのではない。『ニコマコス倫理学』の冒頭における「人間のいかなる行為
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（実践的活動）や選択（προαίρεσις）27）も、何か善いものを求めているように思われる」という
記述で示唆されているように、人間の「生の活動」は単に〈生き延びる〉ために行われるので
はなく、「何か善いもの」──すなわち「活動的善」を探し求めるため、そのような「善」を
「自然本性」とは別の仕方で自分達に備わるように努めるのである。例えば、人間として〈よ
く生きる〉ことを目指したり、〈よき人になる〉ことを目指したりする、など。

2‒4　様々な生き方における「最高の善」

　アリストテレスは、人間の特徴的な「生き方」を、三つのパターンに分けた。第一種類の
「生き方」では、「幸福」とは「快楽」のことと見なされ「享楽的な生き方」が好まれる。第二
種類の「生き方」では、「幸福」とは「名誉」のことと見なされ「ポリス的な生き方」が好ま
れる。第三種類の「生き方」では、最高で・完全な「幸福」とは「観想的活動」のことと見な
され「観想的な生き方」が好まれる。
　アリストテレス自身は、それら三つの「生き方」の中で「観想的な生き方」を好んでいる。
というのは、人間はどのような「生き方」をしようと、「人間としての生き方」をする上では、
必ず何らかの形で「観想」を行う。さらに、「観想的活動」は、それ自体として追求され、愛
好されるものであり、様々な活動の中で「最も持続的なものであり、実際、我々はいかなる行
為にもまして持続的に、観想を行うことができるからである」28）。よって、「観想的な活動」は
如何なる活動よりも優れて「最高の善」であると言える。
　筆者が思うに、アリストテレスはこのように人間の「生き方」を三つのパターンに分類して
考えたものの、この生き方がその生き方より優れていると主張しているのではない。この問題
はそれぞれの「生き方」について優れているか劣っているかを究明しているのではなく、それ
らの「生き方」は「人間としての生き方」を前提とすることを示唆している。すなわち、〈人
間として正しく生きている（活動している）〉かどうかを究明する問題である。言い換えれば、
「人間に固有の働き（人間としての働き）」を正しく成し遂げているかどうかを究明する問題で
ある。

2‒5　「人間に固有の働き」

　すでに述べたように、人間は何の働きもなく、無為に過ごすために生まれて来るわけではな
い。人間の「生」の「最終目的」は「人間に固有の働き」を成し遂げること、それもまた〈正
しく成し遂げる〉ことである。なぜならば、「人間に固有の働き」を〈正しく成し遂げる〉こ
とは〈善き生〉に繋がり、従って〈善き生〉は「幸福」に繋がるからである。そして、人間と
して「人間に固有の働き」を正しく成し遂げる者は「幸福な者」と言われ、「幸福な者」は人
間として「人間に固有の働き」を正しく、更に善く成し遂げようとするのである。以下の『ニ
コマコス倫理学』における記述を見てみよう。
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　　人間の働き（ἀνθρώπου ἔργον）を何らかの生（ζωήν τινα）であり、その生は〈理を伴った
魂の活動と行為〉（ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις μετὰ λόγου）であると我々が規定するならば、
優れた人間はそれをよく・立派に成し遂げるのであるが、それぞれの働きは、〈その固有
の徳に基づいて〉（κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν）よく成し遂げられるのである。もし以上の通
りだとすれば、〈人間としての善さ〉（τὸ ἀνθρώπινον ἀγαθόν）は〈徳に基づいた魂の活動〉
（ψυχῆς ἐνέργεια κατ᾽ἀρετήν）であることになる。また、もしこの徳が複数あるなら、その
内で〈もっとも善い、もっとも完成した〉（κατὰ τὴν ἀρίστην καὶ τελειοτάτην）徳に基づい
た活動であるということになる。29）

　要するに、アリストテレスが考える〈よく生きる〉こととは、〈人間としてよく生きる〉こ
と、すなわち人間として「人間に固有の働き」をよく成し遂げることである。では、如何に
〈人間としてよく生きる〉のか。アリストテレスの考えに従えば、〈人間としてよく生きる〉こ
ととは、人間として「人間としての働き（人間に固有の働き）」を知ることなく、盲目的に生
きることではない。なぜならば、「正しい理が指定する徳」に基づいて生きてこそ、人間は
〈人間としてよく生きる〉ことができるからである。
　そもそも、あらゆる「技術」には、それに固有の「道筋」があり、実際、その「道筋」に
よって、当の「技術」は「より善いもの」となる。同様に、人間にも〈人間として正しく・よ
く生きる〉ための「道筋」──すなわち「正しい理が指定する（徳）」というものが必要とさ
れる。実際、我々人間は「正しい理が指定する（徳）」に基づいて活動することで、〈人間とし
て正しく・よく生きる〉ことができる。すなわち、アリストテレスによれば、そのような「徳」
が「人間としての働き（人間に固有の働き）」を善くし、〈人間として正しく・よく生きる〉た
めの「道筋」として機能するのである。
　しかも、アリストテレスはこのように、人間の「生」が「目指すべき最終目的」は「幸福」
であると規定した限りにおいては、「幸福」は、人間の〈生の全過程〉、すなわち「生涯にわた
る生の活動」を意味するものになる。従って、このように、「幸福」は人間の〈生の全過程〉
を意味する以上、それは「正しい理が指定する〈徳に基づいた魂の活動〉」でなければならない。
　以上のことから次のように言うことができる。つまり、アリストテレスが考える「よき生」
とは〈人間として正しく・よく生きる〉ことであり、「人間としての善」（徳）に基づいて、人
間として「人間に固有の働き」を正しく・よく成し遂げることである。しかもアリストテレス
は、人間の〈生の全過程〉を貫いた、人間の「生の活動」こそ、「幸福」と考えた。
　以上の考察から分かるように、「人間に固有の働き」を意味する「幸福」は二つの意味で
「最善のもの」と言える。一つ目に、「幸福」は人間の「生の活動における生の目的」、しかも
「最終目的」に関わり、人間の「生の本質」は「人間に固有の働き」にあると考えられたこと
にある。二つ目に、「幸福」には「徳に基づく活動」が属しているからである。すなわち、ア
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リストテレスによれば、「幸福」とは「状態」のことではなく、ある種の「活動」、つまり「徳
に基づく活動」のことを意味するからである。そこでこの「徳」に関わる活動に関して、以下
のような違いが生ずるのである。
　以上のように、人間の「生の活動」に「人間としての善」（徳）の役割が付加されれば、実
際には、活動自体に少なからず違いが生ずる。例えば、同じフィギュアスケート競技の選手た
ちは栄冠を巡って競争する中で、「徳」（人間としての善）に基づいて、スケート選手としての
「働き」を正しく成し遂げた者に対してそれ相応の奨励が与えられる。そして、「徳」（人間と
しての善）に基づいて、スケート選手としての「働き」を著しく善く成し遂げた者に対して栄
冠が与えられる、など。

　　もし人間の働きが理に基づいた魂の［部分の］活動であるか、あるいは少なくとも理を欠
いてはいない魂の［部分の］活動だとすれば、また、もし「X」と「優れたＸ」には
（ちょうど「竪琴弾き」と「優れた竪琴弾き」のように）同じ種類の働きがあるのであっ
て、これは無条件にあらゆる場合に当てはまり、働きにその働きの善さ［＝徳］に基づく
割り増し分が付け加わるだけだとすれば、竪琴弾きの働きは竪琴を弾くことであり、優れ
た竪琴弾きの働きはそれをよく弾くことだ……。30）

　この問題は、分配の正義に関わる問題であり、社会的営みにおいて、同じ「働き」でもその
「働き」は「徳」（人間としての善）に基づく活動である限りにおいて、それぞれの「働き」に
一定の差が生じるからである。従って、「人間に固有の働き（人間としての働き）」は「正しい
理が指定する徳に基づいた魂の活動」であるかぎりにおいては、「働き」に「働きの善さ」（徳）
が付加されるのが分配の正義に適っている、と考えられた。なぜならば、アリストテレスによ
れば「美徳の奨励」は「公平さ」と「模範性」の問題に関わるからである。すなわち、アリス
トテレスの倫理学における「美徳の奨励」とは、「人間としての働き」をよくしうるもの、つ
まり「人間としての善」（徳）を奨励することである。

2‒6　「人間に固有の働き」における二重の意味について

　さて、以上見てきたように、アリストテレスは「人間に固有の働き」を「生の目的（テロス
τέλος）」̶̶すなわち、「幸福」と考えた。従って、そのような「人間に固有の働き」を意味
する「幸福」は、必然的に「正しい理に指定された徳に基づく活動」によるものでなければな
らないと考えられた。人間とは、アリストテレスによれば、まさにそのような「正しい理」に
基づき自らの固有の（ἴδιονないしは οἰκείαν）働きを行うことで、幸福を追求するという存在
であると言えよう。それは、あくまでも自己自身の「幸福」である。つまり、人間は、自己自
身のうちに「幸福」を現前させうるのである。そして、同時に、「幸福」は「人間に固有の働
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き」を意味する以上、それは「他のもののゆえではなくそれ自体として追求されうるものであ
り、それ自体として、またそれ自身のゆえに選び取るに値するもののうち、決して他のものの
ゆえに選び取られえないようなもの［つまり他のものを目的とし、それ自体は手段となるとい
うことはない］、そして、それ自体として選び取られ、決して他のもののゆえに選び取られえ
ない無条件的に完全なもの（テレイオン τέλειον）」31）とされた。なぜならば、「人間に固有の働
き」とは、その働きを成し遂げる当の主体（個人）を、謂わば〈代表する〉ものであり、他の
存在によって、単なる手段として利用されることが許されないものである。つまり、アリスト
テレスでは、理性による人間的行為の完成形態として「幸福」が考えられている以上、カント
倫理学の中心的な思想である「汝自身の人格並びに他のすべての人格に例外なく存するところ
の人間性を常に同時に目的として用い決して単に手段としてのみ使用しないように行為せよ」
（Handle so, daß du die Menschlichheit, sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen, 

jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.32））という定言命法（「目的自体（Zweck 

an sich）」の定式）の精神がすでに先取りされているとも言いうるだろう。
　よく知られているようにカントは、「幸福」は道徳性とは関わりはないと考えたが、それは
カントが考えた「幸福」（Glückseligkeit）とは、単に快苦の次元での感性的「幸福」を考えて
いたからである。今まで見て来たように、アリストテレスが考えている「幸福」とは、決して、
単純に個人の身体的欲望であれ、さらにはたとえ精神的欲望であれ、単に感覚的満足を意味し
ていることではなかった。むしろ、一種の実践的あり方であり、生き方自体なのであった。
　アリストテレスは、ヘラクレイトスが「怒りと闘うことは難しい」と言ったのに対して、
「しかしそれよりも快楽（ἡδονή）と闘う方がいっそう難しい」（1105a8）と述べている。いずれ
にしても、快楽や苦痛、怒りといったものが「幸福」の源泉になるというよりも、アリストテ
レスにとっては、そういったものを適切に対処することのほうが「幸福」にとって大切なのだ。
　アリストテレスの議論において、人間自体にとっての「固有の働き」という言い方や「人間
そのものの」目的といった言い方がある。そのような「人間に固有の働き」、ないしは、〈自分
自身に固有の働き〉に対して、それとは対比するものとして、アリストテレスは具体的な職業
を挙げている。例えば、靴職人、竪琴弾き、笛吹き、彫刻家、大工、医者、戦争指導者、建築
家、造船家、馬術師、数学者、弁論家などである。例えば、靴職人であるならば、靴職人とし
ての働き、つまり客に求められている靴を善く作ることといった具合である。奇妙なことに、
そのような個別的な職業の機能、働き、目的と類比的に「人間にとって」もそのようなものが
あるかどうかを論じている。それはあたかも、そのような職業人が「人間」ではないかのよう
な語り方である。例えば、こうである（1097b24‒29）。

　　「笛吹きや彫刻家などは、あらゆる技術者にとって、……そうであるように、人間にとっ
ても……」
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　　「なるほど大工や靴作りには何らか特定の働きや行為があるが、人間にはそういった働き
は何もなく、……」

　ここで問題は、アリストテレスが探究しているのはなにかという問題である。個々の職業の
「働き」の「徳」──すなわち職人の卓越さを問題としているのではないことは確かである。
むしろ、個々の職業における「機能的目的」に関わる問題を強調している。すなわち、あらゆ
る技術や探究に「目指すべき終着点」があるように、あらゆる社会的に営み──例えば、様々
な職業にも「目指すべき終着点」というものがあると考えられる。ここで言う、様々な職業に
とっての「目指すべき終着点」とは、それぞれの職業にとっての「機能的目的」であり、それ
ぞれの職業が果たすべき役割のことである。同様に、「人間そのものに固有の生」は何を目的
とし、そこにはどのような「役割」があるのか。
　それは、人間であれ、生き物であることには変わりはないのであるから、まずは植物と共通
の働きや動物と共通な働きを捨象したあとには、〈理を持ったもののある種の行為的な生〉が
残ることになり、これこそが「人間に固有の働き」とされるに至っている（1098a）。そうなる
と、「人間に固有の働き」とされたものは、植物的要素と動物的要素を捨象したもので、人間
のみが有する「理」（ロゴス）に従うという要素、ないしは「働き」をいうことになる。しか
も、そこでの「固有の働き」は、いかなる職業の目的や機能に限定されないあり方ということ
になろう。それは、具体的には、端的に「人間としての働き」であり、しかも「私自身に固有
のあり方」に関わる働きと言ってよいのではないだろうか。このように、アリストテレスの規
定する「人間に固有の働き」としての「幸福」の規定には、「人間に固有な」と「自分自身に
固有な」という二重の意味が含まれているといってよい。

2‒7　「幸福」に伴う「快さ」について

　アリストテレスによれば、「こうした〈活動的な〉者たちの人生はそれ自体快いものである」。
なぜならば、こうした〈活動的な〉者達は、人生に、つまり〈人間として生きること〉自体に
快さを感じる。ところで、〈人間として生きること〉とはどのような「生の活動」のことなの
か。〈人間として生きること〉とは、端的に言えば、人間としての「道筋」に従って「人間に
固有の働き」を成し遂げる「生の活動」のことをいう。例えば、自然界の生き物は弱肉強食の
世界に生きているのに対して、人間は、人間社会という互いに協力し合う共同体の中で生きて
いる。もっと具体化すると、生きて行く上での必要品、つまり食料や衣服から様々な技術など
が、人間は自らの力で自発的に作り出すことが多い。
　このように、「人間に固有の働き」とは、単純な意味での〈働く〉ということではなく、「理」
が関与せざるを得ないような「知的活動」に基づくいかなる「生の活動」をも包含する。すな
わち、〈人間として生きること〉とは、生き物としての生ではなく、「正しい理が指定する徳
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（人間としての善）」に基づいて「人間に固有の働き」を成し遂げることをいう。その意味にお
いて、〈活動的な〉者たちは〈人間として生きること〉自体に快さを感じると言える。という
のは、アリストテレスによれば「快を感じるのは魂の活動を前提とし、それぞれにとって快い
のは、〈何々好き〉と言われる対象との関係においてだからである」。つまり、アリストテレス
が言う「快さ」とは「理」（ロゴス）を分かち持っている「魂の活動」に伴う感情的要素のこ
とである。すなわち、「快さ」とは、何らかの対象との関係における「理」を持つ〈知的活動〉
に伴って生ずるものである。例えば、知恵を愛する者は、真理を好み、そのことに「快さ」を
感じる。正義を愛する者は公平さ（正しいこと）を好み、そのことに「快さ」を感じる。ま
た、善き人は善き事柄を好み、そのことに「快さ」を感じる。つまり、アリストテレスによれ
ば、人間においての「快さ」とは、あくまでも「理」を持っている、ないしは「理」に関わっ
ている活動に伴う感情的要素のことである。

３．「幸福」（人間にとっての善）と「徳」（人間としての善）の関係

　アリストテレスが規定する「幸福」とは「正しい理が指定する徳に基づく魂の活動」である
ことをすでに確認した。このように、「幸福」は「徳に基づく魂の活動」である以上、今度は
「徳」に関わる活動、すなわち、我々が論じる「道徳的行い」とは、どのような「生の活動」
であるかを明確にしなければならない。

3‒1　「徳」に関わる活動──魂の領域の区分

　アリストテレスは「魂」の領域を、「理を持たない部分」33）と「本性（φύσις）の部分」、そし
て「理を持つ部分」の三つに区分する。その中で、「理を持たない部分」は「人間としての徳」
とは全く関わらないものと考えられた。次に「本性の部分」であるが、「本性的部分」は「理
と闘い、抵抗する」（…, ὅ μάχεται καὶ ἀντιτείνει τῷ λόγῳ. 英訳では、which does battle with and 

strains against reason. Tanslated by Robert C. Bartlett, Susan D. Collins）として、「理を持つ部分」
と同じく「理に与する」とされた。例えば、無抑制な人の欲求は、意図するものとは反対のも
のへと向かう。それに対して「抑制ある人にあっては理に従順であり、さらに節度ある人や勇
気ある人においては、いっそう理に従順に耳を傾ける」（1102b27）。なぜならば、「抑制ある
人々において、この部分は理と完全に符合しているからである」（1102b28）。
　そして「理を持つ部分」であるが、「第一義的にそれ自身の内に理を持つ部分」と「理に関
しては傾聴することのできる部分」との二通りのパターンに分けられる。アリストテレスは、
この相違に基づいて「徳」を「思考に関わる徳」34）と「性格に関わる徳」35）との二つに分けた。
前者は「教示」によるものであり、経験と時間が必要とされる。後者は「関係性における習慣
の積み重ねによって生じるもの」と考えられた。すなわち、アリストテレスによれば、「徳」
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は人間を〈よき生〉へと導き、「人間としてよく生きる」ための「道筋」となる。
3‒1‒1　「徳」を獲得するための道──「学ぶ」ことと「実践する」こと

　すでに確認したように、アリストテレスによれば「徳」とは「神様から与えられる」もので
もなく、「感覚能力」のように自然に（生まれつき）備わって来るわけでもない。様々な技術
と同様に「学ぶ」ことと「徳」のあることを「実践する」ことによって獲得するものである。

　　「我々は学び知ったうえで作るべき事柄を、作ることによって学び知るからである」。（ἃ 

γὰρ δεῖ μαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες μανθάνομεν. 1103a32‒33）

　例えば、ピアニストになるために、基礎知識を学ぶだけではなく、実際にピアノを弾くこと
によってピアニストになる。というのも、仮にピアノについての基礎知識を学んだとしても、
実際にピアノを弾けなかったら、その者をピアニストと言わないからである。もう一つ例を挙
げると、医者と言われる者は、医術について学び、実際に医術を行い、医者としての務めを果
たすことによって医者となるからである。なぜならば、仮に医術を学習したとしても、医者と
しての務めが果たされていないのであれば、人々はその者を医者と言わないからである。「徳」
にも同じ原理が当てはまる。すなわち、「徳」とは様々な技術と同様で、まずは、それ（徳）
について「学び知る」ことが重要である。なぜならば「学び知って」こそ、確実に、更に正し
く「徳」のあることを遂行することができる、からである。つまり、我々は「道徳的な人間」
になるために、まず「徳」について学び知らなければならない。というのは、唯一「徳」につ
いての正しい知識を学習してこそ、確実に、更に正しく「徳」のあることを実践することがで
きる、からである。そして、確実に、更に正しく「徳」のあることを実践することで、一層
「徳」の「よさ」を知ることができるのである。
　「学ぶ」ことと「実践する」ことを一言で言えば「習慣づける」ことである。ここで言う
「習慣付け」とは個人の「しつけ」だけではなく、アリストテレスによれば、ポリスにおいて
なされる様々な事柄、例えば、立法家は市民を「習慣づけ」によって「善い人間」にするので
ある。
3‒1‒2　「習慣づけ」と「性格の性質」の形成

　ところで、人間の「性格の性質」とは一定不変のものなのか。それとも、変わりうるものな
のか。次のアリストテレスの論述を見てみよう。

　　他の人々とのやり取りをする中において、我々のある者は正義の人となり、ある者は不正
な人となるのであり、恐ろしい事態に直面して行為する中で、恐れたりあるいは大胆で
あったりすることを習慣づけられることによって、ある者は勇気ある者となり、ある者は
臆病な者となるからである。36）
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　すなわち、人間の性格の形成は、ある事態に直面する際、実際に、常にどのように「選択」
し、どのように「行動」するかと密接な関係がある。つまり、人間の「性格の性質」は生まれ
つき完全に固定されているのではなく、行為者は実際に、常にどのように「選択」し、どのよ
うに「行動」するかによって「性格の性質」が形成されていくのである。例えば、常に〈正し
い行い〉をする者は〈正義の人〉となり、常に〈不正を働く〉者は〈不正な者〉となる。この
ように、アリストテレスの倫理学では、「習慣付け」や「しつけ」が人々の「性格の性質」の
形成の過程において与える影響の重要さが指摘される。要するに、〈よき人〉になるのも、〈悪
しき人〉になるのも「本人次第」であると言える。

3‒2　「人間としてよく生きる」ための「道筋」̶̶「徳」（人間としての善）

　アリストテレスによれば、「徳」とは「人間としての善」を意味し、「人間に固有の働き」
（人間としての働き）をよくするためにあるのである。そして、そのような「人間としての善」
を意味する「徳」には「性格に関わる徳」と「思考に関わる徳」の二種類があると考えられ
た。
3‒2‒1　性格に関わる徳──中間性（μεσότης）

　まず、「性格に関わる徳」であるが、具体的に「気前のよさ」、「度量の広さ」、「気高さ」、
「温厚さ」、「正直さ」、「機知」、「慎み」などがある。「性格に関わる徳」とは一種の「選択に関
わる性向」のことであり、「超過でも不足でもない」、つまり「中間性（μεσότης）」（正しい理
が指定するもの）を選び取ることである。
　このように、「性格に関わる徳」は「選択に関わる性格の性向」である以上、それは「意志
決定」の問題でもあり、行為の遂行者である主体が「本意」から行ったものなのか、それとも
「意に反した」形で行ったものなのかが問題となる。すなわち、アリストテレスによれば「意
志決定」の仕方には、「本意からのもの」と「意に反するもの」の二つのパターンがあるとい
う。その中でも、「本意からのもの（進んで、自発的）」は賞讃され、非難されるに対して、
「意に反したもの（強制、無知）」は、赦しか憐れみが与えられる。なぜならば、「徳」は、「受
ける感情」と「為す行為」と関係し、従って、意に反して強制されたものは、その行為の始ま
りが外に由来するものであり、自らの関与ができないものの場合がある。そうしたことを行う
場合には、苦痛という感情を伴うのが通例であるから、赦しや憐れみが与えられるのである。
　とはいえ、行為され得るもの・獲得され得るものの全てが、選択され得るものである限りに
おいて、我々が選択しうる行為の全ては、道徳的に評価されたり、場合によってはその責任が
問われたりすることが明らかである。アリストテレスは次のように論じた。

　　選択されうるものとは、我々次第のもののうち、思案されうるもの、欲求されうるもので
あり、従って、選択とは我々次第のものに対する思案に関わる欲求であると言うことにな
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ろう。実際、我々は思案することに基づいて判定し、願望に基づいて欲求するのであ
る。37）

　いわば、「人間としての徳」、ないしは「徳の活動」は、生き物としての本能的な欲求とは
違って、何かを欲求する時、盲目的に求めるのではなく、思案した上で欲求するのである。と
ころで、何について思案するのだろうか。これは、「徳の活動」の本質に関わる問題である。
ジェレミー・ベンサムの「功利主義」では「道徳の最高の原理は幸福である」と考えた。しか
し、彼が言う「幸福」とは「苦痛に対する快楽の全体的な割合を最大化すること」であった。
要するに、「幸福」とは「快楽」のことであり、「徳の活動」は「結果」に関わり、「結果が善
ければ、基本的に問題はない」とされた。いわゆる帰結主義的な考え方のことである。また、
カントでは「徳の活動」は「動機」に関わるとされ、道徳的な行いとは「善意志」に依拠する
ものと考えられた。「帰結主義」との対比において、カントのそのような立場は、「動機主義」
とよばれている。
　しかし、アリストテレスによれば「徳の活動」は、単なる「目的」でもなく、そして単なる
「動機」でもなく、むしろ「目的へと至る事柄に関わる」のである。つまり、目的（結果）が
よければ、どのような手段をとってもよいというわけではなく、「目的へ至るまでの事柄」が
どのような仕方において行われたのか、すなわち、然るべき仕方において行われたかを問わね
ばならない。

　　目的が望まれうるものであり、また目的へ至る事柄が思案されうるものであり選択されう
るものである以上、こうした目的へと至る事柄に関わる行為は選択に基づくものであり、
本意からのものであろう。そして、徳の活動はこうした目的へと至る事柄に関わる。従っ
て、徳は「我々次第」のものであり、それは悪徳も同じである。なぜならば、それを行う
ことが我々次第であるものは、それを行わないこともまた我々次第であり、その逆も成り
立つからである。38）

　「徳は、我々次第である」とは、つまり、人間には「意志の自由がある」限りにおいて、ど
のような性質の人間になろうと「本人次第である」と言える。正しいことをするのが「本人次
第」であれば、正しくないことをするのも「本人次第」である。すなわち、「善き人になる」
のも「本人次第」であれば、「悪しき人になる」のも「本人次第」であるということである。
　しかし、よく耳にするのが〈誰も悪い人になりたくて悪い人になったわけではない〉と言
う。アリストテレスによれば、そのような言い方はまったくの「虚偽」である。すなわち、性
格の性質の悪さは、誰かによって強制されてなったわけではない。なぜならば、「行為の始ま
りが我々のうちにある行為は、それ自体も我々次第であり、本意からのものである」からであ
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る。それはちょうど、誰もが、「善き人になろう」とする我々の行為を止めようとしないのと
同じことである。
　例えば、誰もが、飲酒運転はいけないということは知っている。しかし、毎年、飲酒運転に
よる過失事故が発生する。しかも、その数は少なくない。酒を飲んだら運転してはいけない、
という法律さえあるが、飲酒運転をする人は、なくならない。それは、仮に無知による行為で
も、酔っ払い運転で事故を起こした場合には、事故を起こした罪に加えて、飲酒運転の罪に対
する罰も課せられる。なぜならば、その行為の始まりは当人のうちにあるからである。つま
り、当人が酔っ払わないとすれば、酔っ払わないで済むはずであるが、やはり、酔っ払う人が
いる。
3‒2‒2「思考に関わる徳」

　次に、「思考に関わる徳」であるが、この種の「徳」は「知る働き」に関する探究であり、
一方は「あるものの内その原理が他ではありえないような（必然的な真理のような）事柄」を
考察するもので、他方では、行為や制作に関わるような融通のきく、「それによって他でもあり
うるような（必然的ではない）事柄」を考察する働きである。そして、前者は「認知的部分」
（学問的知識、エピステーメー）と呼ばれ、後者は「推理的部分」（推理と言っても論証ではな
く、推測するというニュアンスを持ち、必ずしも必然性を伴わない推理能力）と呼ばれた。
　すなわち、「思考に関わる徳」とは、これら「認知的部分」と「推理的部分」のそれぞれの
「最善の性向」に従って、「真理」を把握することであり「真理へ導く」ことである。なぜなら
ば、これら両方の「知性的部分」の働きは「真理」であるからである。前者にとって真と偽の
分別こそ重要である。後者は行為や制作に関わるものであるから「よい」と「わるい」が問題
になる。とはいえ、アリストテレスでは、学問的探究での「真」も実践や制作上の「よさ」
も、両方の「知性的部分」の働きは、結局、「真理」であるとされる。その意味でアリストテ
レスは「思考に関わる徳」とは学問的知識、技術、思慮深さ、知性、知恵の五つの「徳」があ
り、それらの「徳」は我々を「真理」へと導くために機能すると考えた。
　アリストテレスによれば、「人間に固有の働き」（＝幸福）は、上述の「性格に関わる徳」と
「思考に関わる徳」の両方を含んだ「人間としての善」（＝徳）によってこそ、〈よく〉成し遂
げられるのである。そもそも、アリストテレスにとっては、人間の「生の目的」は「人間に固
有の働き」を成し遂げることであった。そして、「幸福」とは、まさに、そのような「生の活
動」──すなわち「人間に固有の働き」を〈よく〉成し遂げる「生の活動」であると考えられ
た。従って、アリストテレスは、このように「幸福」というものを人間の「生の目的及び生の
活動」の枠組みの中で構造化したことによって、〈人間の「生の目的及び生の活動」は「善」
であるためには、必然的に「正しい理が指定する徳」に基づいた活動でなければならない、〉
という結論に辿り着く。つまり、アリストテレスの倫理学では「よく生きる」こととは必然的
に「道徳的に生きる」ことをいう。
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４．結論

　以上、アリストテレスの『ニコマコス倫理学』の考察から、次のことが言えよう。アリスト
テレスによれば、「幸福」とは「状態」（例えば、苦痛のない状態）のことではなく「人間の生
的営みの究極目的」のこと、つまり〈生きるための最終目的であると同時に生きる意義〉に関
わる「人間に固有の働き」のことである。このように、アリストテレスの倫理学では「幸福」
とは、人間の「生の目的と生の意義」を意味する、「それ自体として望まれ得る最高の善」で
あると考えられた。さらに、「幸福」は人間の「生きる目的と生きる意義」を意味する「人間
に固有の働き」である以上、それは「正しい理が指定する徳に基づく魂の活動」でなければな
らないとされた。なぜならば、アリストテレスによれば「人間に固有の働き」は「人間として
の善」（＝徳）に従って成し遂げられてこそ「最善のもの」と言えるからである。
　要するに、アリストテレスの倫理学では、人間の「生の目的と生の活動」が問題とされ、そ
の枠組みの中で「人間としての善」を「徳」と規定し、「人間にとっての善」を「幸福」と規
定した。そして、「徳」の問題を「幸福」の問題に結びつけることがアリストテレスの倫理学
の中心的課題であった。
　ところで、アリストテレスの倫理学のような、古代の古臭い倫理学の思想が、そもそも、グ
ローバル化された現代社会に適用できるのだろうか、と疑問を抱く人も少なくないはずだ。筆
者に言わせれば、いくら科学が発展し、時代が進んだとはいえ、「人間としての基本的な生き
方」は永遠に変わらないし、断じて変わってはいけない。むしろ、時代が進み、科学が発展す
ればするほど、我々の社会が新たな倫理的問題を抱えることになるだろう。
　近代ヨーロッパにおいて「自由」と「平等」の精神が重視される一方、「自由」の名のもと
に極端に「自由の権利」が主張され（例えば、リバタリアニズムはその一つである）、本来
「人間としての善さ」を表すはずの「道徳」を邪魔ものとして扱う傾向がみられる。すなわち、
「自由の尊重」が訴えられる一方、「どのような生き方」をしようと「個人の自由」であると考
えられることが往々にしてある。確かに、我々は「どのような生き方」をしようと「個人の自
由である」と言えるが、それは決して「自由自在に気ままに生きる」ことではない。なぜなら
ば、人間は「集団で生きる生き物」であり、人間の行い得る行為の全てが、必然的に道徳的に
評価されたり、場合によってその責任が追及されたりする。
　本論では、「自由」と「平等」について詳しく論じることが目的ではない。しかしながら、
我々が本論で検討してきたように、グローバル化が進み「自由」と「平等」の精神が重視され
る現代社会においてこそ、倫理学の核心である「徳」の問題はとりわけ重要であるように思わ
れる。また、アリストテレスの倫理学では「幸福」とは単純に個人の〈身体的欲望〉ないしは
〈精神的欲望〉が満たされる状態のことではなく、「幸福」とは「生きる目的」及び「生きる意
義」を意味する上に、「人間としての善」（徳）によって成し遂げられる「人間に固有の働き」
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として捉えられたことに意義がある。なぜならば、人間は人間として生きる限りにおいて「人
間としての善」に基づいて「人間に固有の働き」を正しく・よく成し遂げてこそ、人間として
正しく・よく生きることができる上に、我々は生涯にわたって「幸福」であると言えることが
できるからである。
　このように、アリストテレスの倫理学では、「幸福」とは「人間に固有の働き」として考え
られ、人間の「生の目的と生の活動」の枠組みの中における「生的活動」自体を意味するもの
として構造化された限りにおいて、アリストテレスの「道徳哲学」こそが、宗教や文化など、
更に、時代を超え「人間として正しく生きる」ための普遍的な理念を提示していると言えよう。
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Abstract

Positioning of Ethics in the Age of Globalization: 
With a Focus on Aristotelian Theory of Happiness

Xiangchun

 Our aim in this paper is to investigate the core thought of “Happiness” (eudaimonia) in Aristotle’s Ethica 
Nicomachea in order to elucidate the significance of his ethical thought in the age of globalization. Against 
common thought that the core opinion of Aristotle’s ethics is rather ‘communitarian’, we have tried to interpret 
his thought as a kind of ethical theory that could fit the multicultural situation of our age. He characterized 
the notion of ‘Happiness’ as a kind of human ‘proper’ activity which would be controlled by human ‘reason’ 
(logos). He situated Happiness in the midst of ‘our own authentic activity’. We drew a distinction between the 
‘Goodness for human being’ and ‘Goodness as a human being’, both of which are expressed as “the human 
goodness”. The former is Happiness and the latter is “virtue”, and then the main problem of his ethics can 
be formulated as follows; how we realize our own happiness through ‘virtue’ as our own activity. According 
to our interpretation, the concept of his happiness as the final end of our life can be interpreted as ethically 
connected with Kantian notion of dignity of person as “Zweck an sich”. We pointed out one of the most 
important features of Aristotle’s ethics, namely that his ethical theory is very practical one. Aristotle suggested 
a real method of becoming to be virtuous through real exercise of accustoming oneself to do good things and 
to do well in moral sense. We can conclude that Aristotelian thought of morals contains in itself a theory of 
the real method through which we can become a ‘good or virtuous person’ and therefore we can assert that his 
ethical theory has kept its power as the most persuasive one even now.

Keywords: Aristotle, Ethica Nicomachea, virtue, happiness, liberty, globalization, ethics
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