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まず、本論考の動機ないしは背景を簡単に述べておきたい。

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」を蔑ろにする傾向がみら

れる。すなわち、「自由の尊重」が唱えられる一方、「どのような生き方」をしようと

「個人の自由」であると主張さ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

に自分勝手に生きる」ことではない。なぜならば、人間は「集団で生きる生き物」(1)

であり、人間の行い得る行為の全てが、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。

本論考は、以上のような、つまり「自由の精神」が重視される現代において、「道

徳」は、果たして「自由」と衝突し、「自由」の権利を侵害するものであるかどうか

について、アリストテレス(紀元前４世紀)の道徳哲学と孔子(紀元前６世紀から紀元前

５世紀)の道徳哲学を手がかりに、「道徳」あるいは「道徳的生き方」について比較思

想(2)の観点から考察する。その際には、彼らの哲学を現代に活かすという意図から両

者に共通の普遍的洞察を汲み取ることが主眼となる。

アリストテレスの倫理学においては、「道徳」とは「人間としての善さ」を表し、

「性格に関わる徳」と「思考に関わる徳」の二種類があるとされる。そして、孔子の

倫理学においては「道徳」とは「人間としての教養」を表し、「仁」を中心とする「忠、

孝、仁、徳、義」の五つの「徳」があるとされる。このように、彼らは彼ら自身の道

徳哲学を構築することにあたっては、「道徳」についてそれぞれ、アリストテレスで

は「徳」という用語で表現するのに対して、孔子では「仁」と「徳」の二つの用語で

表現する。しかしながら、彼らの倫理学の核心は共通して〈人間としてよく生きる〉
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を目指した。彼によれば「人間としてよく生きる」こととは、如何なる時も「仁」を

中心とする「忠、孝、仁、徳、義」の五つの「徳」に基づいて活動し、絶えず人間と

しての教養を高め、人間として最善を尽くすことにある。

このように、アリストテレスと孔子両者の倫理学では、共通して、「人間としてよ

く生きる」こととは、他者との関係性の中で身を処する仕方が道義に適っているかど

うかの問題である。なぜならば、アリストテレスでは「人間は自然本性的にポリス的

である」(3)と考えられ、孔子では、人間の本性は「互いに協力し合う関係の中で生き

る生き物」と考えられたからである。すなわち、人間は人間社会の一員として生きる

限りにおいて、自分自身の立場のみではなく、他者の立場も考慮してこそ、人間とし

ての本性に逆らうことなく、人間としてよく生きることができると考えられた。他方

で、彼らの倫理学の大きな相違点としては、アリストテレスでは、「幸福とは何か」

が問題とされたのに対して、孔子では「人間としてよく生きるための道はどこにある

のか」が問題とされた。このように、彼らの倫理学は共通して道徳的な生き方を目指

したものの、焦点を当てた箇所が異なることによって、彼らの道徳哲学思想に大きな

違いが出て来る。

１．孔子の倫理学

『論語』は、主に孔子とその弟子の間で行われた一連の対話によって構成され、政

治、文学、教育、哲学などの幅広い分野にわたって論じられているだけではなく、〈処

世の道〉についても論じられており、後世の人々に〈人生の教科書〉として扱われて

きた。主に、孔子の学問、政治、倫理、功利に関する価値観や見解を体現している書

物になっている。大きく、「倫理（道徳）思想」――「仁」、「（社会」政治思想」――

「礼（礼儀作法）」、「認知方法」――「中庸」の三つの範疇に分けられる。

「仁」(4)は孔子の「道徳思想」の核心的理念であり、人間として身を処する道徳規

範として機能すると同時に、人間としての教養を高める「道」としても機能する。す

なわち、孔子の倫理学の核心は「仁の道」を志し、「仁の道」を実践することである。

その実践方法に、以下の二つがある。社会・政治の「道」は「礼儀作法」に頼り、認

知・認識の仕方は「中庸」に頼ることである。まずは、社会・政治の「道」における

「礼」は「礼儀作法」のことを意味し、「人間社会の一員として、人間の行い得る行

135

ことについて探究することである。〈人間としてよく生きる〉こととは、すなわち、

自ら〈よき人になる〉ことであり、そのために〈人間としてよく生きる〉ことを学び、

そしてそれを実践することである。このように、彼らは共通して「道徳的な生き方」

を目指したものの、異なる仕方で彼ら自身の道徳哲学の理論を構築している。

アリストテレスの「倫理学」は、「徳」の問題を「幸福」の問題に結びつけること

に特色がある。すなわち、アリストテレスは、人間の「生の目的」と「生の活動」の

本質に取り組み、人間の「生の目的」と「生の活動」の関係性の中で「徳」と「幸福」

の問題を規定する。アリストテレスによれば、人間の「生の目的」は「人間にとって

求められ得る最高の善」である「幸福」を獲得することである。そして、人間の「生

の目的」を達成させるのが、人間の「生の活動」であると考えられた。ここで言う、

人間の「生の活動」とは「感性的な生」のことではなく、「人間に固有の働き」とし

ての「生の活動」のことである。「人間に固有の働き」とは、言い換えれば「人間と

しての働き」のことであり、その際「人間としての働き」を〈よくする〉ための「道

筋」（術）として機能するのが「人間としての善さ（＝徳）」であると考えられた。

つまり、「人間としての善さ（徳）」によって「人間にとっての善さ（幸福＝人間に

固有の働き）」を成し遂げる「生の活動」を、「人間としての善き生」というのである。

端的に言うと、アリストテレスによれば「人間としてよく生きる」こととは「正しい

理（ことわり）が指定する徳に基づいた活動」のことである。このように、アリスト

テレスでは、「幸福」とは、単なる〈一時的な心身的な欲求の満足した状態〉のこと

ではなく、「人間としての生の活動」――つまり、「人間に固有の働き（活動）」をな

しとげる「生の活動」自体であると規定したことに大きな意義がある。すなわち、「幸

福」とは「人間の生」にとって付加的なもの――つまり、付属品（飾り物）ではなく、

人間の生涯にわたる「人間としての生の活動」（人間に固有の働き）自体を意味する

ことになる。このように「幸福」が「人間としての生の活動」（人間に固有の働き）

自体を意味する以上、それは必然的に「人間としての善さ」である「徳」に基づいた

活動でなければならない。

他方、孔子の倫理学では、人間の本性は〈互いに協力し合う関係の中で生きる生き

物である〉と考えられ、この考えこそが「仁」を意味し、彼の道徳哲学の核心的理念

として機能している。また、孔子自身は、人間の生の活動の目的は〈生涯にわたって

人間としての教養を高める〉ことと考え、そのために、人間として最善を尽くすこと
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いう。そして、「仁に頼る」における「仁」とは「人間を広く愛する」という意味を

表し、「仁の道」に従って「仁の道」を実践することをいう。すなわち、人間として

の本性――つまり、〈人間は互いに協力し合う関係の中で生きる生き物である〉――

に従って、「仁の徳」のある行為を実践し、「仁の徳」のある人間になることを意味す

る。最後に「芸を楽しむ」における「芸」は、「学問」を意味し、学問は〈人間とし

ての教養を高める〉過程において重要な役割を果たしていることを示唆している。

以上の分析から分かるように、孔子の倫理学における「道徳」には、「仁」を中心

とする五つの「徳」がある以外にも、アリストテレスとの対比において言えば、「学

問」をするということは、「思考」に関わる「徳」の一種であると理解してよい。な

ぜならば、孔子によれば〈人間としての教養〉は〈学問〉によって完成させられるか

らである。すなわち、〈人間としての教養〉は〈学問〉によってより完全なものにな

るのである。

1.1 仁――人間の本性

孔子の倫理学を理解するには、まず、彼が論ずる「仁」について理解しなければな

らない。「仁」とは「人を広く愛する」（论语，THE ANALECTS, 12.22）ことを言う。

なぜならば、儒教では、人間の本性は〈互いに協力し合う関係の中で生きる生き物で

ある〉と考えられているからである。つまり、このような儒教の理念こそが「仁」を

意味し「人間の行動の規範」とされてきた。このように考えると、人間は人間である

限りにおいて、人間としての本性に逆らうことなく、「人を広く愛する（ここで言う、

愛するとは、人間としての尊厳を認めることや、慈しむ態度を持つなどを言う）」こ

とを実践してこそ、人間として正しく身を処していると言える。言い換えれば、人間

的事柄は、人間としての本性に従って行われてこそ人道（道義）に適っていると言え

る。

 ところで、一つ注意しなければならない点がある。〈互いに協力し合う関係〉が人

間の本性とは言え、全ての〈互いに協力し合う関係〉が「仁の徳」のある関係とは言

えない。なぜならば、当の関係性（互いに協力し合う関係）は「仁の徳」――すなわ

ち「人を広く愛する」という理念を前提としなければならないからである。例えば、

相手を利用するために、相手と〈協力し合う〉関係を結んだならば、その関係は〈協
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為の全てに一定の道徳的規範がある」ことを表している。実際、「礼儀作法」を身に

つけることで、人間として生きる「正しい道」から外れることなく、また「礼儀作法」

に従って行動することによって、人間社会におけるあらゆる関係が好ましい状態を保

つことができる。そのようにして、最終的に社会の秩序が守られるのである。

次に、認知・認識の仕方としての「中庸」とは、自身が志した道に〈固い信念（一

定不変の信念）〉を持ち、〈先入観（人々のもっている風習や根拠のない信念など）〉

に影響されない、且つ〈独断（主観的思い込み）に陥る〉ことのない「認知作用」を

育てるための「道」であり、核心的理念は〈自発的に学習すること、自身の言動を反

省すること、そして、自発的に自身の教養を高めることを目指し、それらを持続して

実践すること〉である。以下の『論語』における記述を見てみよう。

志于道，据于德，依于仁，游于艺 （论语，THE ANALECTS, 7.6）(5)。

正しい道を志し、（我が身に修めた）徳に基づいて、仁に頼り、芸(6)（学問の追

求）を楽しむことだ。

上の記述は孔子の道徳哲学思想の粗筋でもある。次の二つの問いに答えてくれてい

る。まずは、如何に自身の〈人間としての教養〉を高めるのか。つまり、正しい志を

持ち、徳に基づいて活動し、人間を広く愛することを心がけ、学問を楽しむことで〈人

間としての教養〉が完成する。次に、道徳的行為とは如何に実践されるべきなのか。

すなわち、「仁」の「道」に従って「道徳」のために行わなければならない。つまり、

正しい（然るべき）理由で、正しい（然るべき）仕方で、正しい（然るべき）事柄を

行う。

まずは、「正しい道を志す」における「道」に関する意味解釈を把握しなければな

らない。『論語』で「道」という用語は百回以上用いられているものの、「道」の定義

に関する明確で、詳しい説明が欠けている。孔子の倫理学では、主に「人道」と「人

倫」の意味で用いられていることがわかる。すなわち、「正しい道を志す」とは、〈人

間として然るべき生き方を目指す〉ことを意味し、人間としてよく生きるための第一

歩は、〈正しい志を持つ〉ことであるということを示唆している。

次は、「徳に基づく」における「徳」とは「仁」を中心とする「忠」、「孝」、「仁」、

「徳」、「義」の五つの「徳」のことであり、本論では総じて〈人間としての教養〉を
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為の全てに一定の道徳的規範がある」ことを表している。実際、「礼儀作法」を身に
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本人次第であるといえる。実際にどのような生き方をしているかによるのであり、例

えば、如何なる時も、真心と思いやりの心でもって、他人に親しむことを実践してい

るならば、その人はきっと「仁の徳」のある人間になるだろう。すなわち、誰もが生

まれた時から「仁の徳」をもって生まれるわけではない。「仁の徳」は、我々が実際

に「人を愛する」ことを学び、更に「人を愛する」ことを実践することによって獲得

されるのである。

要するに、「仁の徳」のある人間になるためには、自ら「仁の徳」を育まなければ

ならない。それでは、「仁の徳」は如何にして育まれるのか。それを四つの視点から

孔子は論じていると考えられる。

(1) まずは、家庭教育としつけから始める。

 中国文化では家庭は国家の根本であると考えられ、〈人間になる〉ための第一歩は、

家庭教育としつけであると考えられている。つまり、人間は、家庭での親子関係や兄

弟関係の中で〈人間になる〉ための最初の教養を身につけるのである。

其为人也孝悌，而好犯上者，鲜矣；不好犯上，而好作乱者，未之有也。

君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为仁之本与（论语，THE ANALECTS, 1.2）。

その人の人柄は孝行悌順でありながら、目上にさからうことを好むような者は、

ほとんど無い。目上にさからうことを好まないのに、乱れを起こすことを好む

ような者は、めったに無い。君子は根本のことに努める。基礎を築き上げて初

めて進むべき道が生じて来る。孝悌こそが「仁の徳」の根本（基礎）であろう。

(2) 社会に出てからは、他人から学ぶ

弟子，入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文（论语，

THE ANALECTS, 1.6）。

若者よ、家庭では孝行をし、外では自身の身振りに十分な注意を払い、慎んで

誠実にしたうえ、全ての人と親切な気持ちで接し、仁の徳ある人に親しみ、そ

の人から学ぶ。そのように実行して尚且つ余裕があれば、次に学問（polite arts）
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力し合う〉関係ではなく、つまり、相手を自身と同様に人間として扱っているのでは

なく、相手を自身の利益のための道具として扱うことになる。従って、〈協力し合う

関係〉の全てが「仁の徳」のある関係とは言えない。

一見、人間の本性が「仁」であれば、全ての人は「仁の徳」を持っているように思

われる。しかし、問題は、実際の活動の中で「仁の徳」に基づいて、つまり「仁の徳」

のある事柄を行わなかったら、単に「仁の徳」を持っていても如何なる意味も持たな

い。なぜならば、「徳」に関わる活動は、単なる善なる動機、ないしは善意志がある

かどうかの問題ではなく、実際に「徳」に基づいて活動しているかどうかが問題とさ

れるからである。

また、「仁」は人間の本性を表現しているとは言え、「仁の徳」は全ての人々に自然

に賦与されているものではなく、人間が自らの活動によって獲得するものである。仮

に、「仁の徳」は自然に賦与されたとしても――言い換えれば、「仁の徳」を持ってい

るとしても、「仁の徳」に基づいて活動しなければ如何なる意味も持たない。以下の

『論語』における記述を見てみよう。[『論語』のそれぞれの文には筆者自身の訳が

施されているが、それ自体で一つの解釈となっていることは言うまでもない。この訳

自体は、現代哲学や倫理思想の観点から行ったものであることを注記しておきたい]

性相近也，习相远也（论语，THE ANALECTS, 17.2．）。

人間である限り、自然本性は互いに似ているが、しつけや習慣付けが異なれば、

人間の性格の性質に差異が生ずるのである。 

上の記述の前半の部分では、人間である限りにおいて「自然本性上は互いに似てい

る」ことを意味し、後半の部分では、しつけや習慣付けの違いによって、人々の性格

の「性質」に差異が生じることを意味している。すなわち、ここでは人間の本質的規

定の問題と現実の人間の有様の問題が根本的に違うということが示唆される。という

のは、人間である限りにおいて、〈互いに協力し合う関係の中で生きる〉という点に

おいては、本性上は互いに似ていると言える。しかしながら、人それぞれ生まれ育っ

た環境や習性が異なれば、彼らの性格の資質も異なって来ることが明らかである。 

すなわち、人間の「性質」は完全に先天的に決まるのではなく、後天的な要素に大

きく影響されるのである。つまり、〈よき人になる〉のも、〈悪しき人になる〉のも、
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(4) 自制心を持ち、四つの能力を育て、五つの徳を実践する。

克已复礼为仁…（论语，THE ANALECTS, 12.1）。

「仁」とは、己を自制し、言動は礼儀作法に適っていることだ(8)。

刚，毅，木，讷近仁（论语，THE ANALECTS, 13.27）。

公正な人は意志が強く（性格は真っすぐで）、決断力のある人は志が固く、素朴

で、口が堅い（信用できる）。これら四つの性質を備えた人は、仁の徳のある人

に近い。

“能行五者于天下为仁矣” “请问之” 曰：“恭，宽，信，敏，惠。

恭则不侮，宽则得众，信则人任焉，敏则有功，惠则足以使人”（论语，THE 

ANALECTS, 17.6）。

[子张は「仁」について孔子に聞いた。それに対して孔子は、答えていった]

「如何なる時も五種類の徳を実践できれば、仁の徳のある人と言える」。どの五

種類の徳なのでしょうか。[それに対して孔子は答えた]

「慎重さ、温厚さ、誠実さ、勤勉さ（「勤敏」diligence）、慈悲（clemency）の五

つである。何事も、如何なる時も慎重にしてこそ軽蔑されない。温厚さは人々

の心を得ることができる。誠実さは他人に信用される。勤勉さは人間としての

働きをよくする。慈悲心は官職の道において最も重要であり、上の立場の人は

下の立場の人に対して支配する気持ちで接するのではなく、仁愛の心で人を慈

しみ、思いやりの気持ちで接してこそ、下の立場の人は全力を尽くしてくれる。」

(5) 「仁」――「人を愛すること」とは

子页は孔子に「仁の徳の道」について聞いた。もし、人々を広く愛し、彼らに恩恵

を与え、よい生活をさせるような人がいるならば、どうでしょうか。彼の行いは「仁

の徳の道」に適っているといえますか。「仁の徳の道」に適っているどころか、きっ

と「聖徳」であろう。[そして、そのあとに以下の教えが続く]
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をすることだ。

ここで言う、「孝」とは、〈真心を尽くす〉ことを言い、一方的に盲目に相手に従う

ことではない。重要なのは、〈真心を尽くす〉という〈心の働き〉が異なる関係の中

で異なる名称を持つことを把握しなければならない。つまり、親子関係においては、

〈真心を尽くす〉とは「孝行」と命名され、社会関係においては「悌」と命名され、

両方とも「他者と真心で接する」ことを意味する。しかしながら、西洋哲学者の中で

は、孔子の倫理学における「忠」と「孝」は対立するもので、矛盾しているという見

解がある(7)。筆者の解釈では、「忠」と「孝」の二つの「徳」は、統治者によって、

他者を支配するための道具として利用されない限りにおいて、〈人間としての教養〉

を表し、決して対立することがない。

(3) 環境を整える。

里仁为美。择不处仁，焉得知（论语，THE ANALECTS, 4.1）

住む場所は仁の徳ある者がいればよい。住む場所を選ぶ時、隣に仁の徳ある者

がいなければ、賢いと言えるのだろうか。

ここでは、一人の人間の成長は周囲の環境に大きく影響されることが示唆されてい

る。例えば、幼い頃の家庭環境や教育環境から、広く周囲の人間関係などが挙げられ

る。

また、仮に、社会貢献をする活動も、盲目に行えば、つまり、やり方を間違えれば、

本来の意味が失われることになる。あくまでも環境が大切だ。

工欲善其事，必先利其器。居是邦也，事其大夫之贤者，友其士之仁者（论语，

THE ANALECTS, 15.10）。

職人は彼らの仕事をよく行うためには、まず道具を備えておく必要がある。[そ

れと同じように]自分が暮らす国（地域）に貢献するには、要職にあり、政治を

している人々の中でも、賢者や仁の徳のある人々と友になることだ。
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をすることだ。

ここで言う、「孝」とは、〈真心を尽くす〉ことを言い、一方的に盲目に相手に従う
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要するに、彼が言う「学ぶ」ことには〈真理を追究する〉ための学問の道と、〈人間

として正しく生きることを学ぶ〉ための人倫の道の二重の意味が含意されている。で

は、如何に〈学ぶ〉のか。以下で『論語』における〈学ぶ〉ことに関する記述を見て

みよう。

学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知，而不愠，不亦君子

乎？（论语，THE ANALECTS, 1.1）

学んだ知識は、常に練習する、いかに喜ばしいことか。同じ道を志した人が遠

い所から訪ねて来る、いかに楽しいことか。他人が私を理解してくれなくても

怒らない、君子ではありませんか。

温故而知新，可以为师矣（论语，THE ANALECTS, 2.11）。

学んだ知識をおさらいするたびに、新しい発見（新しい意味理解）があれば、

人の師となれる。

学而不思则罔，思而不学则殆（论语，THE ANALECTS, 2.15）。

学んでも積極的に考えなければ戸惑うことになる。思考するだけで実際に学ば

なかったら苦境に陥ることになる。

すなわち、学ぶことに思考が欠けていては、単なる模倣となり、学んだ知識を使い

こなすことができない。また、逆に、単に思考するだけで、実際に確実な知識を学ば

なかったら、つまり、基礎知識に欠けることになり、危険な状態に陥る。

(1) 文献から学ぶ

述而不作，信而好古…（论语，THE ANALECTS, 7.1）。

古代の文献について論述するが、創作しない、古代の文献を信じるという態度で、

その文献を好む。

我々は昔の文献や知識にどのような態度で臨むべきかについて論じている。つまり、
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夫仁者，己欲立而立人，已欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已（论语，THE 

ANALECTS, 6.30）。

仁の徳とは、自身の生存と発展を図ると同時に、他者の生存（立）と発展（達）

の手助けをもする。自分自身の欲望を満たすことに夢中になり他者の生存を無

視してはいけない。更に、他人の利益を犠牲にしてまで自分自身の利益を求め

てはいけない。つまり、何事も自分のことのように、行動しなさい。このよう

な行動の仕方こそが仁の徳を実践していることだ。

(6) なぜ「仁の徳の道」が好まれるのか。

苟志于仁矣，无恶也（论语，THE ANALECTS, 4.4）。

仁の徳を志せば、悪しきことをしない。

仁の徳は人々の志をよい方向に導く。

つまり、「仁の徳」を志せば、人間として歩むべき道から踏み外れることなく、人

間として正しく、よく生きることができる。

その理由は以下のようになっている。すなわち、「仁」とは「人を広く愛する（慈

しむ）」ことを意味するだけではなく、そもそも〈人間の本性は他者と協力し合う関

係の中で生きる生き物である〉ということも意味する。我々がそのような本性である

限り、ただ自分自身の生存と発展を図るだけではなく、他者の生存（立）と発展（達）

をも案ずるべきである。そうしてこそ、我々は、人間としての本性に逆らうことなく、

人道（道義）に適っていると言えるのである。

1.2 学ぶこと

孔子にとって〈人間として生きること〉とは、生涯にわたって〈人間になる〉こと

や〈人間として正しく生きる〉ことを学び、それを実践する「生の活動」のことを言

う。彼の〈生き方〉と〈学問〉に対する志は一貫しており、学問に対しては、常に謙

虚な姿勢を貫き、絶えず自身の学識を深めていくことを目指した。そして〈生き方〉

としては、絶えず人間としての教養を高め、人間として最善を尽くすことを目指した。
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自分の言動を反省することから学ぶ。私は毎日何度も我が身について反省する。

人のために全力を尽くすことができたかどうか。誠実に人と付き合っているの

かどうか。先生に教わった知識を復習しているのかどうか。

「反省」とはどのような心の働きであるのか。あるいは、人間はなぜ「反省」する

のか。というのも、場合によって、我々の心の働き（気持ち）と実際の行動が一致し

ないからである。なぜならば、心に思い、言うのは簡単であるが、実際に行動に移す

のはそう簡単ではないからである。従って、我々は自身の言動を反省することを通し

て、自分自身の気持ち（意志）が実際に確実に行動に移されているかどうかを把握す

る必要がある。このように、我々は絶えず自身の言動を「反省」することによって、

自身の行動の規範に則った、一定不変の恒常心を持つことができるようになるのであ

る。

例えば、学ぶ気持ちが山々なのだが、それを実行に移すのはそう簡単ではない。仮

に確実に学ぶことを実行に移したとしても、学ぶことを自発的に、持続して行うこと

もまた尚更難しいのである。

1.3 なぜ、人間としての教養を高めなければならないのか

それではなぜ我々は生涯にわたって学び、教養を高めなければならないのか。

(1) 人間として最善を尽くすためである

由也，女闻六言六蔽矣乎…（论语，THE ANALECTS, 17.8）。

仲由よ、六種類の徳が存在すれば六種類の害毒が存在する、ということを聞い

たことがありますか。「仁の徳」を好んでは、学ばない場合に、他人に馬鹿にさ

れやすい。知恵を好んでは、学ばない場合に、基礎知識に欠ける。誠実さを好

んでは、学ばない場合に、他人に利用されやすい。率直さを好んでは、学ばな

い場合に、話しぶりがとげとげしく、人を傷つける。勇敢さを好んでは、学ば

ない場合に、騒ぎや事件を起こしやすい。剛毅さを好んでは、学ばない場合に、

好き勝手になりやすい。
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我々が学ぶにあたって、昔の文献や知識を信じる態度で臨んでこそ、真理に辿り着く

ことができるのである。

(2) 他人から学ぶ

三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之

（论语，THE ANALECTS, 7.22）。

三人も（何人か）揃えば、中に必ず私の師となる人がいるはず（私が相手から

学ぶところがあるはず）だ。相手の優れている部分から学び、もし彼らの欠陥

（欠点）を見つけた場合に、自分にも彼らと同様の欠陥があるかどうかと反省

すると同時に、もし、欠陥がある場合は、一緒にその欠陥を直すことだ。

见贤思齐焉，见不贤而内自省也（论语，THE ANALECTS, 4.17）。

優れた人に会えば、自分も同じく優れた人になろうと相手から学ぶことだ。優

れていない人（bad man悪習のある人）に会えば、自分にも何か直すべき悪習が

あるかどうかと反省することだ。

人と人の間の関係性は、人間としての本性、つまり〈人間は互いに協力し合う関係

の中で生きる〉という理念に従った仕方で保たれてこそ、平等であると言える。した

がって、この箇所は、孔子の倫理学における人と人の間の関係性とは、彼の倫理学の

核心的理念である「仁の徳」――つまり〈人を広く慈しむ〉という理念を前提として

いることを示唆している。つまり、仮に相手に欠点があるとしても、相手のことを軽

蔑する姿勢で接するのではなく、人間である限り自分自身にも何か欠点があるはずだ

ということを想定し、自分自身の言動を反省すると同時に、一緒に欠点を直していく

という姿勢で接することが好ましいとされる。

(3) 自身の言動から学ぶ

吾日三省吾身――为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？（论语，THE 

ANALECTS, 1.4）。
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（３）様々な社会問題の根本的な解決に繋がる

社会規則や法制度があるとしても、それらを守るかどうかは人間の「意志」次第で

あるといえる。従って、様々な倫理的問題を根本的に解決するためには、一人一人の

人間が、〈人間としての教養〉を高めること、つまり「善意志」を育むことが大事で

あると考えられる。以下の『論語』における記述を見てみよう。

为政以德，譬如北辰居其所而众星公之（论语，THE ANALECTS, 2.1）。

道徳で国を治める人は、まるで、自分自身は北極星で、一定の位置から動かな

いが、他の全ての星が北極星の周りを取り囲むことだろう。

道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格（论语，THE 

ANALECTS, 2.3）。

政治と法律で人々を導き、刑罰で統制していくならば、彼らは一時的に罪から

免れるが、恥ずかしいとは思わない。人々を道徳で導き、礼儀作法（しつけ）

（ritual）を身につけさせることで統制していくならば、彼らはプライド（恥の

心）を持つことでしょう。

要するに、人間とはあくまでも自由意志の存在者であるからこそ、刑罰より道徳で人

を治めた方が、〈人間の人間としての尊厳を守り、自分自身の行為を格律というもの

に従って行うべきである〉ということを思い知らせることになる。 

1.4 人間として最善を尽くすこととは――君子の生き方

『論語』に頻繁に出て来る言葉の一つは「君子」であり、実際、孔子は生涯にわた

って「君子」のような人間になることを目指したのである。「君子」とは彼が目指し

た理想の人物像であると考えられる。彼によれば「君子」（gentleman）(9)とは〈教養

のある、礼儀作法が分かる、思いやりの心がある〉人物のことである。以下では、孔

子が論ずる〈人間として最善を尽くす〉こととは、どのような「生の活動」であるの

かについて見て行く。
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つまり、全ての物事に二面性（裏と表）があることを示唆している。また、「人間と

してよく生きる」こととは、「徳」に基づく「生の活動」ではあるが、しかし、その

「生の活動」とは、盲目的に、それらの「徳」に従うことではない。なぜならば、「徳」

は〈人間としての教養〉を表すものとは言え、絶えず学ばなかったら、時代から遅れ

るか、基礎知識に欠け、真理(真実)を見抜くことなく、盲目に従うため、場合によっ

て〈よき生〉へと導くはずの〈人間としての教養〉は「害」をもたらすからである。

従って、人間は絶えず学び、自身の人間としての教養に関する正しい知識を獲得しな

ければならない。というのは、孔子の倫理学においては、人間としての教養を高める

のは、人間として最善を尽くすためであるからである。ここでいう、人間として最善

を尽くすというのは、人間社会の一員として社会や他者、さらには自分自身に責任と

義務を持つということであろう。

(2) 仁の徳のある人間になるためである

樊迟问孔子，曰：“敢问崇德，修慝，辨惑。”子曰：“善哉问，先事后得，非崇德

于？攻其恶，无功人之恶，非修慝于？…”（论语，THE ANALECTS, 12.21）。

樊迟は孔子に「道徳教養を高め、他人からの憎みを取り除き、愚かなことを見

分ける方法」について聞いた。孔子は次のように答えた。「先に働き（まず勉強

する）、後から収穫する（勉強してこそ是非を識別する能力が身につけられる）；

己の欠点（短所）を批判するけれども、他人の欠点は批判しない；一時的な怒

り（感性的な要素）で自分自身や親を忘れるようなことをしてはいけない。」

人間の本性は「仁」であるとは言え、それ自体で何もしなく、怠けていては「仁」

であるとは言えない。人間は感性的であるゆえに、主観的でもある。そのために、「仁

の徳」のある人間になるためには、それら感性と主観性の要素に影響されないような、

認知能力（是非を識別する能力）を育成しなければならない。人間の本質的規定の問

題と、現実の人間の有様の問題を混同してはいけない。本質の問題は可能性の問題で

あって、現実の問題ではない。
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うとはしない。

なぜならば、小人は如何なる時も自身の利益のみを案ずる。それに対して、君子は

如何なる時も、「仁の徳」に基づいて活動することを案じ、道義の道を貫くのである。

（３） 自身の行動は「忠と信」の徳に基づいているかどうかを思案する

君子不重，则不威；学则不固。主忠信。无友不如己者。过，则勿惮改（论语，

THE ANALECTS, 学而第一，1.8）。

君子の態度は軽薄（思慮のあさはかで誠実でないこと）であれば、尊厳がない。

仮に学問をしたとしても、学んだ知識は強固ではない。君子である者は、忠（忠

実）と信（信義）の徳を重視する。自分と志が合わない（道が合わない）人と

友にならない。過ちがあれば直すことを恐れない。

すなわち、自分自身の信念に真心を尽くしてよく努め、そのことを貫く。つまり、

自分自身が志した道（例えば、学問を追求する信念や道義の道など）を固い信念をも

って、その信念を貫く。更に、同じ志を持つ人から学び、自身に過ちがあれば直ちに

直すことを心掛ける。[「自分より劣っているものとは友達にはならない」といった

解釈は、他の人を軽蔑するといったことになり、甚だしい誤解であろう]

（４） 自身の行動は道義に適っているかどうかを思案する。

君子之于天下也，无适也，无莫也，义之与比（论语，THE ANALECTS,4.10）。

君子は、ある物事に対して、敵意を持つこともなければ、愛着することもない。

ただ、道義の道に適っているかどうかにこだわる。

 人間である限り、人間としての本性に逆らうことなく、如何なる時も「仁の徳」を

「行動の規範」にすることが道義に適っているといえる。

（５） 自身の行動は道徳に基づいているかどうかを思案する
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（１） 正しい「道」を志す

君子务本，本立而道生（论语，THE ANALECTS,学而第一， 1.2）。

君子は根本のことに力を入れる。なぜならば、基本を築き上げれば、自然と「進

むべき道」（道義、筋道）が生じる、からである。

上の記述を正しく理解するための鍵は「务本，本立」における「本」の正しい解釈

である。ここでは主に「基本」、「根本」、「本質」などの意味で理解することが適切で

あろう。すなわち、如何なる「道」（例えば、技術における道筋、人倫、人道、国を

治める道など）も「根本のことに努める」――すなわち、然るべき事柄を然るべき仕

方で行うことから生ずる。

例えば、医者は、医者としての〈本分〉を然るべき仕方で果たしてこそ、医者とし

て進むべき道が生ずるのである。医者の〈本分〉は言うまでもなく〈治療する〉こと

である。つまり、医者としての〈本分〉を然るべき仕方で果たせば、医者としての進

むべき「道」が自然と生ずるのである。言い換えれば、医者は医者としての〈本分〉

を然るべき仕方で果たしてこそ、医者としての役割を道義に適った仕方で正しく果た

すことができるのである。

すなわち、医者はこのように、医者としての役割を弁え、医者としての役割の範囲

内のことによく努めることで、医者としての進むべき正しい「道」（道義の道）を身

につけることができる。要するに、「人間としてよく生きるための正しい道」は、人

間の「生の活動」から生じる〈人間としてよく生きるための知恵（道筋）〉のことで

ある。つまり、人間は、自分自身の「生の活動」から〈人間としてよく生きる〉ため

の「道筋」を学び、実際に〈人間としてよく生きる〉ことを通して「人間としての歩

むべき正しい道（道義の道）」を知るのである。

（２） 自身の行動は「仁の徳」に基づいているかどうかを思案する

君子和而不同，小人同而不和（论语，THE ANALECTS,13.23）。

君子は広く人々に親しみ、友好関係を築くのだが、盲目に（表面的）人に合わ

せようとしない。それに対して、小人は盲目に人に合わせるが、他人に親しも
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及其老也，血气既衰，戒之在得 （论语，THE ANALECTS,16.7） 。

君子は三つを警戒する。若い時には、精力の性格は安定してない（変動しやす

い）ため欲を戒めるべきであり；中年では、精力は旺盛であるため、争い事を

戒めるべきであり；歳を取ったら、精力が弱まるため、貪欲を戒めるべきであ

る。

上記の引用では、人生を三つの段階に分けて、君子が戒めるべき三つのことを指摘

している。それは、人間として〈よく生きる〉ために、全ての人が実践すべき人生の

教訓であるといえる。

 今までの議論を回顧しよう。孔子では、仁とは、人間の本性でもあり、それが同時

に徳の根本として我々が自ら育まねばならないものであったが、まずはその「仁の徳」

は如何にして育まれるのかを検討した。それは、文献から学ぶ・他人から学ぶ・自身

の言動から学ぶ、といった道筋があった。そして、我々はなぜ、人間としての教養を

高めなければならないのかを論じ、なぜ人間として最善を尽くさねばならないかを論

じた。そこには人間としての生き方の理想像として「君子」という生き方があった。 

さてそこで、次に古代ギリシアの哲学者アリストテレスの道徳哲学を検討しよう。 

２．アリストテレスの倫理学

まずアリストテレスは、人間の生の目的は幸福と考えたが、幸福になるために、あ

るいは、幸福(εὐδαιμονία)であるためには、われわれは「正しい理(ことわり)」に基づ

いて「よく行い・よく生きなければならない」とした。つまり、彼にあっては幸福と

は「よく生きる」ことそのものと結びついた「人間としての働き」であった。そして、

彼は『ニコマコス倫理学』において次のようにいう。 

  我々の人間としての働きは、思慮と性格における徳に基づいて成し遂げられるの

である。なぜなら、性格の徳が目標を正しいものにするのであり、思慮はその目

標へと至る事柄を正しいものとするからである(1144a8-a9)。

 

 ここで言う「人間としての働き」とは、単なる「感性的生」のことではなく、「理」
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君子怀德，小人怀土；君子怀刑，小人怀惠（论语，THE ANALECTS,4.11）。

君子は徳を案ずるが、小人は土地（私利）を案ずる。君子は法制を案ずるが、

小人は恩恵を案ずる。

君子は常に「道徳」について思案し、如何なる時も「道徳」を「行動の規範」にす

る。それに対しては、小人は常に利益について思案し、自分に利益をもたらしてくれ

るかどうかを基準に付き合う相手を選択する。[「土」ということでは、『大学』には

「土有れば、此処に財あり」とある。つまり、「財」、言い換えれば利益のことなので

ある。また「刑」とは、「おきて」、「法律」、「規範」という意味であろう。]

『論語』は、このように、小人と君子という全く性質の異なる二種類の人物像を巡

って議論が展開されていく。一種類の人は、道徳的な教養を身につけており、視野が

広く、大志を胸に抱き、社会や国家の事情を思案する。それに対して、もう一種類の

人は、目の前の一時的な利益、つまり、私利私欲のみを思案する。

（６） 礼儀作法を「行動の規範」にしているかどうかを思案する

君子博学于文，约之以礼，亦可以弗畔矣夫（论语，THE ANALECTS,6.27）。

君子は広く書物を読み人間としての教養を高め、更に、礼儀作法を規範として

行動するので、道義の道から離れることがない。

なお、ここで言う、「礼儀作法」とは、「仁の徳」を備えた「礼儀作法」のことであ

り、「仁の徳」が欠けた見栄を張った行儀や言葉巧みに人をだますような作法から区

別しなければならない(10)。

（７） 己を自制することができているかどうかを案ずる

君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；
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 ここで言う「人間としての働き」とは、単なる「感性的生」のことではなく、「理」
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「幸福」の問題に結びつけることを課題としているのである。更に、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」に真剣に取り組み、「徳」と「幸福」

を人間の「生の目的と生の活動」の枠組の中で規定したことに意義がある。というの

は、人間としてよく生きるためには、「人間として生きる目的」と「人間としての働

き」を知らなければならないからである。

2.1 人間の「生の目的」とは何か

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)(12)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(1094a1-a5)。…

アリストテレスの倫理学は上の引用から始まる。上の引用で、アリストテレスは

我々に何を伝えようとしているのだろうか。つまり、あらゆる技術や探究における道

筋が「何か善いもの」を求めているならば、「人間の生の活動」における「人間とし

ての善さ」である「徳」も「何か善いもの」を求めているはずである。この問題は、

「徳」の「存在目的」ないしは「機能」に関わる問題であり、アリストテレスによれ

ば「徳＝人間としての善さ」とは「人間に固有の働き（人間としての働き）」を成し

遂げるために存在するのである。言い換えれば、「徳」は「人間としての働き」をよ

くするための「道筋」として機能するのである。

つまり、あらゆる物事や活動（例えば、技術や探究）に、何らかの「存在目的（例

えば、機能や役割など）」があり、更にそれらは何か「善いもの」を探し求めている

ならば、ないしはそれらには何か「目指すべき終着点」があるとすれば、盲目に行う

ことではなく、道筋あるものは道筋に従って行ってこそ「目指すべき終着点」へ辿り

着くことができる。例えば、家を作る時は「建築術」に頼り、健康になりたい時は「医

術」に頼る、など。

このように、あらゆる物事や活動に特定の「機能的目的」が存在することと同様に、

人間にも「人間としての働き」が存在することと考えられる。しかしながら、技術と

探究と同様に、「人間としての働き」をよく成し遂げるためには、盲目に行うことで

はなく、よく成し遂げるための道筋（術）として機能する「徳」、つまり「人間とし

153

を有する生き物としての「人間に固有の働き」を意味し、そのような「人間としての

働き」そのものが立派に成し遂げられれば、アリストテレスの倫理学では、それ自体

で「幸福」だというのである。このように、アリストテレスによれば「幸福」とは、

単なる〈一時的な心身的な欲求の満足した状態〉のことではなく、「人間に固有の働

き（活動）」――つまり、「人間としての生の活動」自体を指すのである。つまり、「幸

福」とは「人間の生」にとって付加的に与えられたものではなく、人間の生涯にわた

る「人間としての生の活動」（人間に固有の働き）自体を意味するのである。このよ

うに「幸福」は「人間としての生の活動」（人間に固有の働き）自体を意味する以上、

それは必然的に「人間としての善さ」である「徳」に基づいた活動でなければならな

い、と考えられた。すなわち、「幸福」とは「正しい理（ことわり）が指定する徳に

基づいた活動」のことである。

 「徳」とは、アリストテレスの倫理学において「人間としての善さ」を表し、「性

格に関わる徳」と「思考に関わる徳」の二種類があるとされた。ところで「人間とし

ての善さ」である「徳」は何のために存在するのか。アリストテレスの倫理学では、

「人間としての善さ」とは「人間としての働き」をよくするために存在し、「人間と

しての働き」はそれら二種類の「徳」に基づいて成し遂げられると考えられた。

そのような「幸福」の考えを基礎にしたアリストテレスの倫理学は、人間は〈なん

のために生きるのか〉、そして〈如何によく生きるのか〉に関して答えてくれる。つ

まり、人間は「人間に固有の働き」を成し遂げるために生きるのである。そして、〈徳

（人間としての善さ）に基づいて人間に固有の働きをよく成し遂げる〉ためによく生

きるのである。すなわち、人間の「生の目的」は「人間にとっての最善のもの(幸福)

を探し求める」ことであり、そのための「生の活動」とは「人間に固有の働きを成し

遂げる」ことである。

要するに、それら「生の目的及び生の活動」が「善」(11)であるためには「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のである。言い換えれば、「幸福」

は「徳」に基づいて行われてこそ、生涯にわたって首尾一貫して「幸福」であると言

える。

このように考えると、アリストテレスの倫理学を理解するための鍵は、彼が規定す

る「幸福」と「徳」の関係を把握することにある。つまり、彼の倫理学は、実際に〈よ

き人になる〉ことや人間として〈よく生きる〉ことを目指しており、「徳」の問題を
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2.3 様々な「生き方」と「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る。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。

それら三つの「生き方」の中で、アリストテレスは「観想的な活動」こそが「最も

優れて善き活動」であると考えた。なぜならば、「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」

(1177a21-a23)。

結局、人間の生き方には様々なパターンがあるものの、どのような「生き方」をし

ようと、何らかのかたちで、人間は「観想」を行うことが明らかである。よって「観

想的な活動」こそが「最高の善」であると考えられた。

2.4 如何にして「よく生きるのか」――「徳に基づいて活動する」こと

すでに見て来たように、人間としてよく生きることとは、「徳」に基づいて「人間

としての働き」をよく成し遂げることをいう。すなわち、人間として「よく生きる」

こととは「正しい理が指定する徳に基づく活動」のことを言う。ここで言う、「理」

とは「魂の領域」(15)の「理を持つ部分」と「本性(φύσις)の部分」のことを言い、「魂

の領域」の中でも、これら二つの領域は「人間としての徳」と関わり、「徳の活動」

の領域と考えられた。

まずは「本性的部分」であるが、それは「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

考えられた。たとえば、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
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ての善さ」に頼らなければならない。

このように、「徳」、つまり「人間としての善さ」は「人間としての働き」をよくす

るための道筋である限りにおいて、更に、その功績が正当な期待に値する場合に「美

徳(13)の奨励」が行われる。すなわち、個人の「人間としての働き」が著しく立派であ

るならば、その働きをよくした「人間としての善さ」が奨励されるのである。という

のは、「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。その理

由は、同じく靴を作る働きでも、職人の技が異なれば、靴を作る働き自体に「働きの

差」が生ずるからである。よって、公平さの観点から考えて、個人の功績が著しく立

派である場合は「美徳の奨励」として「名誉」が与えられることが正義に適っている

と考えられるからである。例えば、医者の場合には、医者としての使命をよく果たし、

その〈成果が正当な期待に値する〉ものであるならば、当人の医者としての働きは道

徳的に奨励される。他方、医者でありながら、医者としての使命を果たすことなく、

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〉（善）とは言えない。ましてや〈よい医者〉とは言えな

い。

すなわち、人間は「人間としての働き（人間に固有の働き）」を成し遂げるために、

「人間としての善さ」を発揮して、人間としてよく生きることが必要とされるのであ

る。

2.2 人間としての働き――幸福

ここで言う「幸福」とは〈一時的に心身的な欲望が満たされる状態〉のことではな

く、〈持続的な生の活動〉のこと――すなわち「人間に固有の働き（エルゴン ἔργον）」
(14)のことであり、人間が求めうる「最高の善」のことである。このように、「幸福」

は「最高の善」である限り、それは全ての人が求めるものである。よって、「幸福」

は偶然的な幸運(εὐτυχία=good luck)によって与えられるものではなく、「正しい理が指

定する徳に基づいた活動」によって獲得され得る「善」でなければならない。なぜな

らば、我々は「人間としての善（＝徳）」を最大限に生かし「人間に固有の働き」を

成し遂げてこそ、生涯にわたって「幸福」である、と言えるからである。
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2.3 様々な「生き方」と「最高の善」
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ての善さ」に頼らなければならない。
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て、〈よき人〉になれば、尚更〈よく生きる〉ことを好むようになるのである。

筆者が思うに、人間の生は、生涯にわたって〈人間になる〉ことや〈人間として正

しく生きる〉ことを学び続けること、そして、それらを実践し続ける過程である。言

い換えれば、人間の生とは、〈人間になる〉ことと〈人間として正しく生きる〉こと

を自らに「習慣づける」過程に過ぎない。

2.4.2  「習慣付け」と「性格の性質」の関係性

ところで、人間は生まれた時から「性格の性質」が決まっているのだろうか。言い

換えれば、「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。

  同じような行為の遂行から一定の性格の性向は生ずるのである。従って、こうした

行為の遂行は、一定の性質を帯びたものでなければならない。なぜならば、こうし

た行為の遂行の性質の相違に応じて、人の性格の性向も変わって来るからである。

それゆえ、幼い頃からすかさず習慣づけられたその仕方がどのようなものであるか

という違いはわずかなものではなく、極めて大きな、いやむしろ全面的な違いをも

たらすものである(1103b21-b25)。

アリストテレスによれば、どのような「性質」の人間になるかは、その人が「実際

に」、「常に」どのように「選択し」、そして、どのように「活動」するかによるので

ある。つまり、人間の「性格の性質」は生まれた時にすでに固定されたのではなく、

行為者は実際に、常にどのような「性質の行為」を行っているかによって「性格の性

向」が形成されていくのである。たとえば、常に〈正しい行い〉をする者は〈正義の

者〉となり、常に〈不正を働く〉者は〈不正な者〉となる。

すなわち、アリストテレスによれば、人間の「性格の性質」の形成プロセスにおい

ては、「習慣づけ」の影響が大きい。誰もが生まれた時から〈よき人〉として生まれ

るわけではない。ほとんどの場合は、人間として正しく生きる中で、〈よき人〉にな

るのである。要するに、どのような「性質」の人間になるかは、我々「本人次第」で

ある。
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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)。

 次に「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」(16)と「性格に関わる徳」

(17)との二つに分けた。ここで言う、「徳」とは「人間としての善さ」を意味し「活動

的善」のことである。神の恩寵によって与えられるものでもなければ、自然に備わる

ものでもない。前者の「徳」は「教示」によるものであり、経験と時間が必要とされ

る。そして、後者の「徳」は、「関係性における習慣の積み重ねによって生じるもの」

とされた。

2.4.1「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）備わるわけでもない。あ

らゆる、技術や探究における「道筋」と同様に「実践的活動」によって獲得されるも

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)。

たとえば、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。「徳」にも同じ原理が当てはまる。すなわち、「徳」はあらゆる技術や探

究における「道筋」と同様に、まずは、「徳」について学ばなければならない。なぜ

ならば、「徳」を「学ぶ」ことによって、「徳」についての正しい知識を身につけるこ

とができるからである。そして、実際に「徳」に関わる活動を行うことを通して、我々

の「徳」に関する理解が尚更深まるからである。同様に、我々は、人間として〈よく

生きる〉ためには、〈よき人になる〉ことと〈よく生きる〉ことを学び、実際にそれ

らをよく行うことで〈よき人〉となり、〈よく生きる〉ことができるのである。そし
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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、したがって、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(1113a10-a13)。

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。アリストテレスによれば「徳の活動」とは「目的へと至る事

柄に関わる」のである。つまり、結果（目的）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

て行われたか、すなわち然るべき仕方で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。したがって、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(1113b3-b11)。

 「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、どん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。つまり、

「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〈誰も悪しき人になりたくて悪しき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
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2.5 人間としてよく生きるための道筋——「徳」＝「人間としての善さ」

ところで、〈よき人〉になり、人間として〈よく生きる〉ための、「指針」ないしは

「道筋」というものが存在するのだろうか。アリストテレスによれば、その「指針」

ないしは「道筋」とは、「正しい理(18)が指定する徳(19)」のことであり、そのような徳

には「性格に関わる徳」と「思考に関わる徳」の二種類がある。すなわち、我々はそ

れらの「徳」によって〈よき人〉になり、人間として〈よく生きる〉ことができるの

である。そして、それらの二種類の徳が如何に関わるかが重要である。

2.5.1 性格に関わる徳――中間性(μεσότης)

まず、「性格に関わる徳」であるが、具体的には「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)」を選び取ることであり、それは量的に中間ということではなく、正しい

理の指定に従うということである。

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（自ら進んで、

自発的に行われたもの）」は賞讃されたり、非難されたりするのに対して、「意に反し

たもの（強制されたもの、あるいは無知からのもの）」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〉(πάθος)と〈為す行為〉(πρᾶξις)とに関係

し、したがって、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である。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

るかぎりにおいて、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
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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
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2.5 人間としてよく生きるための道筋——「徳」＝「人間としての善さ」
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かを考察することであり、こうしたものの原理は制作者の内にあるかぎりにお

いて「理を伴う性向」でなければならない。

 思慮（プロネーシス）(24): 思慮とは、「人間的な善についての行為に関わる理を
伴った真なる性向」(1140b20)のことである。

 知性（ヌース）(25): 知性とは、原理を対象とし、原理に基づいて真偽を識別す
る（分別する）能力（魂の性向）のことである。[この「知性」とは、他の四つ

とは違い知的な働き全般を意味する。]

 知恵（ソピアー）(26): 知恵とは、「技術の徳」のことを言い、「自然本性上最も

尊いものに関わる知性と結びついた学問的知識」(1141b4)のことである。

これらの中でも特に「思慮」について詳しく述べるならば、次のようになる。

まず、「思慮は普遍的な知と個別的な認知の両方を備えなければならない」

(1141b22)。なぜならば、思慮は「個別的な事柄にも関わり、その個別的な事柄は経

験によって知られる」(1142a5)のである。すなわち、思慮は「人間的な事柄」に関わ

り、思案の対象となるものに関わるのである。なぜならば、思慮ある人に最も顕著な

働きは「よく思案する」ことであるからである。

そして、思慮ある人とは、自分にとって「善きもの」、または「利益になるもの」

を適切に、しかも、部分的に思案できるということではなく、生涯首尾一貫して「よ

く生きる」ことに向けての「よいこと」を思案することができる。すなわち、思慮あ

る人とは、自分自身の、目の前の一時的な利益を案ずるのではなく「人間にとっての

正しい事柄、美しい事柄、善き事柄」について思案することができなければならない。

アリストテレスは、結局、知者で思慮ある者こそが、「人間にとっての善」を探究

し「人間的な事柄」に役に立つことを思案するという。すなわち、知者で思慮ある者

は、「人間にとっての善」――つまり、「人間的な事柄」に役に立つような「幸福」――

すなわち「人間に固有の働き」（生き甲斐）としての「幸福」について思案し、それ

を獲得するために活動するからである。よって、知者で思慮ある者こそが、もっとも

すぐれて「徳」のある者と言える。

2.6 思慮と性格に関わる徳の関係(27)
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ある。すなわち、それぞれの人の性格的性質の悪さは、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」からである。そもそも誰も、他人が「善

き人になろう」とすることを止めようとはしない。逆に言うと、誰も他人に「悪しき

人になれ」とは言わないだろう。すべてが「本人次第」なのである。

2.5.2「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、一つには「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」(20)を考察するものであり、他方では、行為や制作にかかわるような融

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」(21)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。前者にとっては真と偽の弁別こそ重要である。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、

学問的探求での「真」も実践や制作上の「よさ」も、両方の「知性的部分」の働きに

とっては、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」へ導くために機能すると考えた。

 学問的知識(エピステーメー）(22) :「論証に関わる性向」のことであり、「必然的
なもの」を対象とする。教えられ得るものである上に、学ばれ得るものでもあ

る。

 技術（テクネ―）(23): 真なる「理を伴った制作に関わる性向」のことである。
技術はものの生成に関わり、どうしたら新しいものを生成させることができる
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の「道筋」として機能する。しかしながら、彼らは自らの倫理学を構築することにあ

たっては「道徳」をそれぞれ異なる用語で表す。「道徳」とは、アリストテレスの倫

理学においては「人間としての善さ」を表し、「人間としての働き」をよくするため

に機能し、主に、「性格に関わる徳」と「思考に関わる徳」の二種類があるとされる。

他方、孔子の倫理学においては「道徳」とは「人間としての教養」を表し、「仁」を

中心とする「忠、孝、仁、徳、義」の五つの「徳」があるとされる。

問題は、アリストテレスの倫理学における「道徳」の規定は、「性格に関わる徳」

と「思考に関わる徳」の二種類とされたのに対して、孔子の倫理学における「道徳」

の規定は「仁」を中心とする「忠、孝、仁、徳、義」の五つとされたのはなぜだろう

か。その理由は、アリストテレスの倫理学では、主に、個人と集団（ポリス）の関係

性において、個人が如何に自らの身を処するかに焦点を当てたのに対して、孔子の倫

理学では、他者との様々な関係性における、個人の身の処し方に焦点を当てたからで

ある。つまり、このように彼らが焦点を当てた関係性の違いによって、彼らの倫理学

における「道徳」の規定が異なるようになったのである。従って、アリストテレスの

倫理学では、「個人と集団（ポリス）の関係性」に焦点を当てたことで、社会的営み

において個人の働きが著しく善いのであれば、個人の働きを奨励することが、名誉や

財貨などの「分配」(διανομή)の正義に適っていると考えられた。

なお、孔子の倫理学における「君子」とは〈名誉や利益のために、道義に適ったこ

とをやるのではなく、人間社会の一員として、自分自身の人間としての本質（人間は

互いに協力し合う関係の中で生きる生き物）に沿って、道義のために道義に適った活

動をしている〉ことが明らかである。

以上、アリストテレスと孔子の倫理学を手がかりに〈人間としてよく生きる〉こと

について考察を行った。アリストテレスと孔子両者の倫理学において、〈人間として

よく生きる〉こととは共通して「道徳的な生き方」を指していることが明確である。

しかしながら、「道徳的な行い」を名誉なるものとして奨励すべきかどうかに関して

は多少意見が合わないところが見られるが、本論考はあくまでも〈人間としてよく生

きる〉という共通の観点から考察したものである。彼らの倫理学から現代の我々が学

ぶべきところは量りしれない。
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アリストテレスは「人間としての働き」は、上述の「思考に関わる徳」と「性格に

関わる徳」の両方を含んだ「人間としての善さ＝（徳）」によってこそ、〈よく〉成し

遂げられると考えた。そもそも、アリストテレスにとっては、人間の「生の目的」は

「幸福」を獲得することであった。そして、幸福とは、自らの「人間として働き」を

立派に成し遂げることであり、「生の目的及び生の活動」は「善」でなければならず、

そのためには、「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のであ

る。つまり、アリストテレスでは、「善き生き方」とは必然的に「道徳的な生き方」

のことなのである。したがって、アリストテレスは次のように言っている。

仮に思慮が行為においてその役目を果たさなくとも、魂の当該の部分の徳であ

ることのゆえに、思慮は必要とされるであろうし、また思慮を欠いても、性格に

よる徳を欠いても、正しい選択は成り立たないであろうことは、明らかである。

なぜならば、[性格による]徳は我々に目的を設定させ、思慮はその目的へと向かう

事柄を遂行させるからである(1145a3-a5)。

 思慮とは、「自然的な徳（自然的な性向＝本性）が本来の意味での徳に対して持つ」

ものである。アリストテレスによれば、人間の性格の性質は自然本性的に備わる部分

もあれば、人間は「それと別に本来の意味での善（活動的な善＝幸福（人間に固有の

働き）を探し求めて、[自然本性とは]別の仕方で自分達に備わるよう努めるのである」。

なぜならば、単に、「自然的な性向を備えても、思慮を欠いては、本来の意味での徳

は生まれない」からである。すなわち、人間は生まれた時から、様々な性格の性質（例

えば、正しさ、勇気、節度など）を身につけるが、思慮を欠いては、その人の行いは

「本来的な意味での徳」とは言えない。まして、「本来の意味での善」とは言えない。

よって、人間は「善き人」となり「善く生きる」ためには、「自然本性」とは別の仕

方で、つまり「思考に関わる徳」によって、自分自身の固有の働きをよく成し遂げる

よう努力しなければならないのである。

３． まとめ

アリストテレスと孔子両者の倫理学において「道徳」とは〈よき人になる〉ため
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アリストテレスは「人間としての働き」は、上述の「思考に関わる徳」と「性格に
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３． まとめ

アリストテレスと孔子両者の倫理学において「道徳」とは〈よき人になる〉ため
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岩波書店(1974)には、荻生徂徠の『論語』解釈に関して、「しかし今日から見れ
ばなお不徹底な所があるのは、封建制度での人間解放が行われていない時代と

して、あくまでも自由な境地に立ち得なかった事情があったためで、けだしや

むを得ぬ結果であろう」(57頁)とある。
(6) 芸とは六芸、つまり「礼、楽、射、御、書、数」であり、礼は現代の哲学的、

政治的、教育的、社会的などのあらゆる文化を含む。楽とは、現代のあらゆる

芸術をいう。射とは、軍事的事柄や武芸のことをいう。御とは、あらゆる移動

道具（例えば、車、飛行機など）のこと。書とは、文学や歴史のことをいう。

数とは、科学のことをいう。

(7) Michael Sandel, Encountering China: Michael Sandel and Chinese Philosophy,
Harvard University Press, 2018この中では、香港中文大学の哲学科教授黄勇の「美
徳としての正義、美徳に基づく正義、美徳の正義」という論文が注目される。

というのも、この論文でネオ・アリストテリアンとしてのサンデルの立場をし

っかりと整理し、しかもアリストテレスの『ニコマコス倫理学』での議論と孔

子や孟子の議論を丁寧に比較し、特に五つの徳の中の、忠と孝のディレンマに
関して、儒教の説の正当性を主張しているからである。

(8) 12.2と 12.3では、「仁の徳」のある人は、自分が嫌うことを他人に強制しない
（この言葉は、15.24では 自分に言い聞かせる言葉として登場する）。また、「仁
の徳」ある者の素質として、言葉を慎み、如何なる時も、何事も真剣に・慎重

に行う、ことなどが挙げられる。

(9) 「君子」を gentlemanと英訳することに関して、宮崎市定は必ずしも階級的概念
ではないことを指摘し、「君子」といった場合、対話者に対してそのような理想

的な人になりなさいといった希望、ないしは婉曲なる指示を意味していると解

釈している。それに対して「小人」とは、特定の人々をカテゴリー化する言葉

ではなく、そのような生き方をしてはいけないという禁止の意味があるという。

(宮崎市定,1974, 136-137頁)
(10) 巧言令色，鲜矣仁（Clever talk and pretentious manner）（论语，THE ANALECTS,

1.3）。
(11) ここで言う、「善」とは「活動的な善」のことであり、様々な「善」の上に立つ

何か共通のイデア――すなわち、絶対的で無条件的な価値判断の基準というも
のではない。つまり、実践的活動によって獲得できる「善」のことである。ア

リストテレスによれば、このような「善」こそが人間の「生の活動」に直接的

に関わるものである。人間が求めているのは、「善のイデア」ではなく、まさに

このように「行いうる・獲得され得る善」、つまり「活動的な善」である。

(12) 行為とは、その目的が制作物という外的なものにある制作とは違って、目的内
在的実践的活動のことを指す。

(13) 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
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註

(1) アリストテレスの倫理学における「人間はポリス的である」という理念や、孔

子の道徳哲学における「人間とは互いに協力し合う関係の中で生きる生き物で

ある」という理念は、「人間は集団で生きる生き物である」という考え方と一致

している。

(2) Erin M. Cline, Confucius, Rawls, and The Sense of Justice, Fordham University Press,
New York, 2013には、孔子とロールズに関してなぜ比較せねばならないか、そ
してその方法に関する議論が展開されている。特定の立場や固定した方法を前

提とした研究ではなく、あくまでも哲学者、ないしは思想家のテキストを読み

解くことから汲み取ることができる「違いの中に同じものを見、同じものの中

に違いを探す」 (looking for sameness in differences and differences in
sameness)[Martha Nussbaum の言葉]ということが強調されている(p.34)。グロー
バル化した今日では、異文化間の思想の対話としての〈比較〉こそが必要にな

っていると言える(同書の Chapter 1. Methods in Comparative Work参照)。そもそ
も比較思想の観点では、ある種の普遍的視点が不可欠であり、その思想が生成

してきた社会的、政治的背景にイデオロギー的に拘束されていては「比較」は

できないのである。

(3) アリストテレス『ニコマコス倫理学』37頁,1097b10. もちろんこの規定は、『政
治学』1253a2の規定でもある。邦訳に関しては、アリストテレス『ニコマコス
倫理学』神崎繁訳、岩波書店(2014)を使用した。訳文は適宜変更した点がある。
以下では邦訳のページとベッカー版のページ数・行数を記す。アリストテレス

の原典としては、Aristotelis Ethica Nicomachea, edited by I. Bywater, Oxford
Classical Texts, Oxford University Press,1894と Nicomachean Ethics, edited and
translated by Harris Rackham, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1924
を参考にした。

(4) 「仁」、字形に込められた二つの意味：①「我のみではなく、私以外にも多く
の人がいる」。②「人の感性的な心（私欲）の部分を取り除き、天と地の心を
抱き、純粋・忠実・温厚な心で身を処する」（人間としての教養を高める道）。

文字に込められた基本的な意味：〈人と人は互いに親しみ合い、助け合う生き物

である〉。

(5) この論文におけるすべての引用は『大中華文庫』の『論語』(漢英対照版)(The 
Analects, Human People’s Publishing House, 1999)から行った。訳文は、全て筆者本
人が中国現代における解釈などに合わせ、独自な解釈に基づいて行ったもので

ある。なお、『論語』に関しては、岩波文庫版、つまり金谷治訳注『論語』や新

釈漢文大系版、つまり吉田賢抗訳注『論語』を確認したが、それらの解釈はあ

くまでも日本文化の中での解釈と見られることが多く、本論文での解釈と異な

る点が多くあることを記しておきたい。ちなみに、宮崎市定『論語の新研究』
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『法律』701cにおける「古のティタンの本性」の解釈

齊藤 安潔

1 問題の所在

 『法律』3巻においては人間の徳と悪徳について考察するための出発点として、国

制の誕生と変化について考察がなされている。まず、人類が洪水によって滅亡に瀕し、

そこで生き残った人々は原始的な家父長制（δυναστεία）の下で生活を始めると仮定さ

れる。次いで王制（βασίλεια）ないし貴族制（ἀριστοκρατία）のポリスが形成され、そ

の後には多種多様な国制を持ったポリスの生じる『イリアス』の時代となり、そして

トロイア戦争後にラケダイモン人たちがアルゴス、メッセネ、ラケダイモン（スパル

タ）の 3国を建国したとされる。そして、アテナイからの客人はこの 3国のうちラケ

ダイモンのみが建国当初からの国制を保存し、残りの 2国は破壊してしまったと指摘

する。その理由は軍備の良し悪しにあるのではなく、ただ無知という悪徳にあるとい

う。それは善美のことがらに関する無知であり、「自分ではあるものを、美しいとも

思っているのに、それを愛さずにかえって憎み、反対に、劣悪で不正と思っているも

のを、愛し迎える、そういう場合の無知」（Leg. 689a）である。そして、支配者が支

配欲に取り憑かれることによってそうした無知が生じ、限度を超えて多くを支配しよ

うとすることによって国を滅ぼしてしまうとされる。ラケダイモンではそうした王の

過度な支配を防ぐため、立法者によって王が二人置かれ、28 人の長老が王と対等の

投票権を持つように定められ、さらに民間から選ばれた監督官がそれを監視するとい

う制度が整えられた。そのため、ラケダイモンの国制は崩壊することなく、ペルシア

がギリシアに侵攻してきた際にもアテナイと協力し戦うことができたという。そして、

国制には 2つの母と呼ぶべきものがあり、一つはペルシアに代表される君主制、一つ

はアテナイに代表される民主制であることが確認される。国制が善いものであるため

にはこの 2つを分け持たねばならず、ラケダイモンではうまく混合されているが、今

のペルシアやアテナイはかつてと異なり一方に偏ってしまっている。ペルシアはキュ
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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。このような意味の変遷を辿ると、
徳とは、「人としての善さ」である。

(14) 「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、「理に基づいた魂の活動」で

あるか、または「理を欠いてはいない魂の活動」のことを言う。ここで言う「理

を持つ」とは、二つの意味がある。「理に従う」ことと「自ら理をもち、思考す

る」こと。

(15) アリストテレスは「魂の領域」を次の三つに分ける。それらは「理を持たない
部分」（邦訳: 58頁、1102b1-b10. 生物に共通のもので、植物的なものである。「植
物的」というのは栄養や成長の原因となるものという意味である。いわば、生

命的能力のことであり、「人間としての徳」とは違う形の徳が備わっている。）、

「理を持つ部分」と「本性(φύσις)の部分」の三つである。
(16) 思考に関わる徳には、主に「学問的知識」、「技術」、「思慮」、「知性」、「知恵」、

などがある。

(17) 性格に関わる徳には、主に「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。

(18) 1144b20-b30.「正しい理」とは「思慮（プロネーシス φρόνησις）に基づいた理」
のことである。

(19) 「 徳」とは、正しい理に基づいた性向であるか、あるいは、正しい理を携えた
性向である。

(20) 1139a6. 数学の対象のように必然的なものや、自然的な事柄のように何か妨げの
ないかぎり一定の傾向性に従うもの。

(21) (21) 1139a7. 行為や制作によって、自然的な運動を利用しながら、その方向性
を変え得るもの。

(22) 1139b14-b36.
(23) 1140a1-a22.
(24) 1140a23-b30.
(25) 1140b31-1141a9
(26) 1141a10-1141b24.
(27) 1144b1-1145a12.
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