
『神学大全』における

「ハピトクス的賜物としての思寵」の意味について

桑 原 直 己

序

『神学大全� 1-11. q. 50 a. 2 において， トマスは恩寵を 「霊魂の本質を基体とし，

人間的自然本性を超えた高次の自然本性 (神的本性) へと秩序づけ る」ハピトゥスと

して言及している. この小論ではこのことの意味について考察してみたい.

普通恩寵論は宗教改革者と の 関連 も あって， í不 敬度なる者の 義 化 (justificati o

impii)Jとの関連で問題にされる. ところで， 少なくとも神学大全におけるトマスは

この義化の問題との関連においては宗教改革者が考えるよう にベラギウス的でもセミ

・ベラギウス的でもない. その点については既に諸家の指摘するところである11 筆

者の見るところその理由は， 一つにはトマスにあって義化はいかなる功徳にも基 づか

ず， むしろ功徳の前提であった， ということ. またもう一つには義化へのいわゆる

「準備」即ち回心も， 神的扶助としての恩寵が先行している， と いうこと. 以上の二

点に尽きるように思われる.

ここでトマスは 「恩寵」 として， 義化に際して注入さ れ る 「ハピトゥス的賜物」

( d onum ha b i tual e)としての恩寵と， かかるハピトヮス的賜物としての恩簡の注入に

先だって働く神的扶助としての恩寵との二通りの恩寵を考えていたことに注意したい

前者は， 人間の霊魂の内仮肋当ら1動く恩寵であり， 普通「神意に適せしめる思寵(g ratia

gratum faci en s) Jないし「成聖の恩寵(grat ia sanctifican s) Jと呼ばれるものである.

これに対して後者は人間の霊魂の外から人聞を動かす恩寵である. この二つの恩簡の

区分はトマスにおける恩寵の主要な区分であった， と言ってよい. そして冒頭におい

て問題としたノ、ピトクスとして言及されていた恩寵とは前者の 「ハピトゥス的賜物」

としての恩寵である.
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一 神的扶助としての思寵

ここで， 本題の 「ハピトヮス的賜物」としての恩寵についての考察に入る前に， 神

的扶助としての，恩寵の意味について簡単に触れておくこととしたい. 義化の「準備」

に際して神的扶助としての恩寵が先行するものとされていた点が， トマスの恩寵論か

らセミ・ベラギウス的要素を払拭していることは事実である21 その意味で神的扶助

としての思寵の意義は 確かに大きい， と言わねばならない.

ところで， 神的扶助としての恩寵が必要とされるのは単に義化の準備の場面のみで

はない. それは， 人聞が 一般に善， 即ち「自己の自然本性に相応した善」としてのい

わゆる獲得的徳の善を欲し行なう際も. I自己の自然本性を超 え た 善」として の い わ

ゆる注入的徳の善を欲し行なう際にも共に必要とされるのであった. またその場合，

人間とは原罪のうちにある人間のみならず， 堕罪 以前の統合された自然本性にある人

間， つまり義の状態にある人聞をも含むのであった. 義化の後， 人が永遠的至福への

運動としての功徳の行為を為す際にもこの神的扶助として の恩寵が前提されるのは言

うまでもない. 更にまた， この神的扶助としての恩寵は特に所謂「善終の賜物」とし

ての堅忍(p er s ev er anti a)を全うする際にも必要とされるものとされている剖.

要するに， 神的扶助としての恩寵とは， 人聞が義の状態にあるなしを問わず， また

その為すところが人間の自然、本性的善であるか超自然、的至福への善であFるかをも関わ

ずに， 人間がおよそ善い働きをする際には常に前提とされるべき性格のものなのであ

る.

更に， 神的扶助としての恩寵は直接的には意志に働きかけ， 外的行為においては自

由意思と協働するのであった41 意志は人間的行為にお い て主要的な役割を持つ霊魂

の能力である. つまり， 神的扶助としての恩寵は人聞に対して， 意志という霊魂の能

力に即して行為・働きの場面で働きかける恩寵であるのである， ということも 確認し

ておこう.

ニ 賜物としての思寵一一ハピトゥス概念の変更一一

ここでいよいよ「賜物としての恩寵」が立てられていること， そしてそれがハピト

ゥスとされていることの意味を問題としよう. ところで， 私の知る限りではトマスが

恩寵を明 示的にハビトゥスとして言及しているのは 『神学大全』の中では冒頭に引い

た箇所のみで， 恩寵そのものを論ずるI-II. q. 109 以降では恩寵は明 示的にh a b itus
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とは呼ばれていない. このことは， 恐らく恩寵がハピトクスと呼ばれる場合， それが

極めて特殊な意味においてであるので， トマスにもためらいがあったた めではないか

と想像する.

周知のとおり， ハピトゥスはヘクシスの訳語であり， トマスにおけるハピトクスの

概念は基本的にはアリストテレスにおけるヘクシスの概念を継承する ものであった.

しかし， トマスはそのハピトヮス論において， アリストテレスのヘクシス論に重大な

変更を加えているのである.

( 1) 注入的ハピトヮス

その第 一点 は， トマスがハピトゥス生成の 原因のーっとし て「神に よ る 注 入」

(in fusi o) ということを認めている点である. しかも， トマスは この注入されたハピ

トヮスの方に優越的な地位を認めている. この点は， 単にここで問題とする恩寵のみ

ならず， 徳， 即ち愛徳を始めとする所謂 「対神徳J. また愛徳と共に注入されるとす

る注入的な倫理徳にも共通して言える点である5)

ハピトヲスが 「注入される」ということはアリストテレスの枠組み で はほとんど形

容矛盾に等しい. アリストテレスの枠組みではヘクシスないしハピトゥスは働きの反

復， つまりは訓練によって形成されるものであり， その限りで「習慣」と呼んでもよ

いような意味あいを持っていた. そのハピトゥスが神によって「注入」される， とい

う時， トマスはハピトゥスのアリストテレス的な概念に重大な変更を加える ことにな

るのである.

つまりそれは人間的努力に基づいて成立する倫理の領域とは別に， 一切の人間的努

力を超えた力によって成立する倫理の秩序を認めることを意味する. カトリッグ教会

の内部ではこれは「超自然的秩序」という術語が与えられ， 別段の新鮮味も感じられ

ないものであるかも知れない. しかし， それは人間的努力と訓練による倫理， という

いわば水平の軸に対して， これを超えた垂直の次元の介入を見るものとして， 通常の

水平次元の倫理に対して挑戦的とも言うべき大胆な主張であると言 うべきであろう.

かかる「ハピトヮスの注入」という考え方が， ペラギウスはもとより 一切の自力救済

的な立場とは無縁であることは言うまでもない.

不敬度なるものの義化は，罪による不義の状態から義の状態への変化(t r an smut ati o)

であり， それは罪の赦しである. 罪によって 我々のうちにある神の愛の結果としての
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恩寵が取り去られている. 不敬度なるものの義化に際して， この恩寵が再び注入され

る事により神の 我々への愛は回復され， 罪の赦しが 成立する. しかし， その際神は

「自由意思を有する」という人間の自然本性の条件を尊重する. 即ち， 神は義化に際

して， 恩寵の注入と同時に， その賜物を受けることへの受諾へと自由意思を動かすの

である. この義化に際しての自由意思の運動は二面的であって， 神へと向かうことと

罪を離れることとの二つの側面の受諾を含んでいる. そして， 神へと向かう最初の回

心にあって少なくとも「神あり」と信ずる信仰が前提される. トマスにあっても人間

はまず 「信仰によって義とされるJ. ところで， トマス に よ れば不敬度なる者の義化

においておこるこれらの事柄， 即ち恩寵の注入， 罪を離れ神に向かう自由意思の運動，

そして罪の赦しは時間的継起なしに， 瞬時( i n i n stan ti)に為される. つまり， 恩寵

の注入という神の側からの動かしと， 人間の自由意思による受諾は同時的におこるの

である町.

不敬度なる者の義化は根源的にはハピトゥスとしての恩寵の注入であった. しかし，

そこには向時に人間の自由意思の運動があった. この自由意思の運動の位置づけは若

干の問題を含む. それは明らかに 一種の働きである. それは 「準備」としての回心と

連続的なものであり， 従ってこれを導くのは単に神的扶助としての恩寵のみなのであ

ろうか. その点については後に触れることとする.

(2) 霊魂の本質を基体とするハピトゥス

以上， トマスによるハピトゥス概念の変更点のーっとして そ の「注入」ということ

について見てきた. ところでトマスによるハビトゥス概念の意味についてのもう 一つ

の変更点は， ここ( q .50a. 2)で問題としている恩寵を「霊魂の本質を基体とし， 人

間的自然本性を超えた高次の自然本性(神的本性 ) へと秩序づ ける」ハピトヮスとし

て認めている点である. ここで， トマスは思議を徳と は( それが注入的な徳であった

としても) 全くタイプの違うハピトゥスとして提 示しているのである.

トマスによればハビトゥスには自然本位への連関での秩序づけであるハビトゥスと，

働きへの連関における秩序づけとしてのハビトゥスの二種類が区別されていた. そし

て働きへの連関を有するハピトヮスは霊魂の本質ではなしに， その諸能力を基体とし

てそれらの内に存在するものとされている. 霊魂が諸々の(動きの根源であるのはその

諸能力を通じてであるからである. ところで， 徳は働きとの連関において霊魂を秩序
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づける ハピトゥスであった. 故に， 徳は 「霊魂の能力を基体とし， 働きへと秩序づけ

る」 ハピトゥスである. この存在論的な身分に関する規定については， 獲得的な徳の

みならず注入的な徳についても変わらずに該当する.

これに対し， 自然、本性への秩序づけを有する ハピトゥスは， その「自然、本性」が人

間的自然本性を意味する限り霊魂のうちに有り得ない. なぜなら霊魂自体が人間本性

を完成する形相であるから， もはや ハピトクスが必要とされる余地はないのであった.

人間的自然本性への秩序づけを有する ハピトクスは， 霊魂よりはむしろ身体を基体と

してその内に存在する. つまり. í健康」や慢性病のごときがそれである7)

以上の ハビトゥスは， アリストテレスに典拠を有する. あるいは， こう言ってもよ

い. アリストテレスを継承する 限りではノ、ピトゥスとは . í霊魂の能力を基体とし，

働きへと秩序づける」ものであるか， あるいは「身体を基体とし， 自然本性(人間的)

へと秩序づける」ものであるかのいずれかである， と.

しかるにここでトマスは. í人聞がそれを分有する者となりうる」 高次の本性へと

秩序づける ハピトゥスが， 霊魂のうちにその本質に即して存在しうる， とし， かかる

ハビトゥスとは恩寵である， というのである.

ここで， 恩寵が ハピトゥスである， と言われる場合， 徳が ハピトゥスである， と言

われる意味とは全く異なった意味においてであることは明らかである. それ 故， アリ

ストテレスの徳の概念の思寵への援用をもって「スコラ学的恩寵理論Jの特色である，

とするなら8) 確かにトマスの恩寵理論は 「スコラ学的」ではない. では， トマスにあ

って恩寵と徳とはいかなる関係にあるものと考えられていたのであろうか.

まず， ここで恩寵が「霊魂の本質を基体とするJということの意味に注意したい.

トマスは， 恩寵と注入的徳とは， 理性の自然本性的光が獲得的徳から区別されるよう

な意味で区別される， としている. つまり， 恩寵は徳よりも「先なるもの」とされて

いるのである. それ 故に， 恩寵の基体も徳の基体である霊魂の諸能力よりも先なるも

の. llPち霊魂の本質である， というのである. そして， 霊魂の本質から働きの根源で

あるところの霊魂の諸能力が流出するごとく， 恩、績から諸能力を行為へと動かす諸々

の徳が注入される， というのである. その意味で， 恩簡は徳と同じものではなく， 諸

諸の注入徳の prin cipium e t  r a d ixである， とされるのである町.

ここで， 恩寵が徳よりも「先なるもの」である， ということの意味をもう少し明ら

かにする必要がある. 恩寵が徳に先行するのに応じて， 恩寵の基体も徳の基体である
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霊魂の能力より先なる霊魂の本質とされる. ここで， 霊魂の能力は働きの根源である

のに対して， 霊魂の本質は生命そのもの， 生きるものの存在そのものの根源である.

ここから， 問題の「先」ということの意味も明らかであろう. 恩寵が徳に， 霊魂の本

質が霊魂の能力に「先立つ」と言われる場合の「先」とは， 存在が働きに先立つ， と

いう意味においてのことなのである. ここに， 恩寵が働きへと秩序づけるハピトクス

ではなく， 自然本性へと， 但しここで自然本性と言っても分有による高次の自然本性

へと秩序づけるハピトゥスである， とされていたことの意味も明らかであろう. それ

故， トマスは言う. í人聞はその知性認識能力によって， 信仰の徳を 通じ て 神的認識

を分有し， また意志、能力に即して， 愛徳の徳を通じて神的愛を分有するごとく， その

ようにまた人間は霊魂の自然本性を通じて， 何らか の類似に郎し て 神的本性を分有

する(l-IIq . 110 a. 4)jと. つまり信仰の徳は認識， 愛徳は愛というそれぞれの働き

へと知性， 意志を秩序づけるが， 恩寵は霊魂をその存在において神的本性の分有へと

高めるのである.

以上の考察から明らかな通り， íハピトクス的な賜物 として の 恩寵」は， 一切の働

きに先だってより内なる存在の在り方を高めるハビトヮスであった. この点を， 功徳

に基づかない神による無償の注入ということと考えあわせるとき， íハピトヮス的賜

物」としての恩寵は， 業による義化を斥ける， という点ではむしろより貫徹した原理

であった， ということができょう.

しかし， 人は問うかもしれない. íハピトゥス的 な 賜物として の恩寵」は義化の原

理であるとともに功徳の根源でもあるのではないか. そして， 功徳とは働きではない

のか. その点についてはトマスは次のように答えて い る. í恩寵が功徳的働きの根源

であるのは， 丁度， 霊魂の本質が諸能力を媒介とすることによって生命活動の根源で

あるように， 諸徳 (特に主要的には愛徳一q. 114， a. 4参照)を媒介とすることによ

ってである. (q . 110 a. 4 a d .  l)Jと. 働きの場面で前面に出るのは徳であり， 恩寵

そのものはどこまでもその背後にあって存在の在り方に関わるのである.

ここで， トマスは恩寵の他にやはり霊魂の 本質 を 基体 と す る ハピトゥスとして原

罪を挙げていることを指摘して置く必要があろう刊に 当然， 義化 に お い て 注 入 さ れ

る恩寵はこれに対応するわけである. と こ ろ で， トマス は原罪 を「形相的 に は 原義

(jus titia originalis) の欠如， 質料的には欲情」である， と規定している. ここで，

「原義」もそれ自体思寵の賜物であった川 . トマスにおいて， 原義， 原罪， 義化とい
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う人聞の境涯の変遷は働きにおいてというよりは， 存在の在り方において認められて

いた， と言えよう. ハピトゥスとしての恩寵はここで中心的な役割を担う.

これに対して， 働きの場面においては直接前面に出るのは徳であり， 人は徳に基づ

いて神的扶助としての恩寵に導かれつつ善き働きを為すのである.

ここで， 先に残した問題， 即ち義化に際しての受諾という自由意思の運動の性格に

ついて触れたい. 結論を先に言えば， 義化とともに生起する自由意思の運動は単に神

的扶助としての恩寵によるものではなく， 注入されたハピトゥス的賜物としての恩寵

によるのである. なぜなら， かかる自由意思の運動は既に功徳、の 業なのである. そし

て功徳は賜物としての恩寵なしにはない (q .113 a. 7 異論 4 ). これは異論の前提で

あるが， トマスもこれを受け入れ， í形相はその獲得と同時に 働 き始める」と論じて

いる(ibid .， a d . 4 ). 注入された恩寵は自由意思の運動の原因である. それ 故義化を

論ずるに際してトマスは， 思寵の注入自体が神による「動かしJ (m o ti o )である， と

言っている. しかし， それは決してハピトゥス的賜物としての恩寵の注入が神的扶助

としての恩寵の 一つの m od us へと庇められた事を意味するのではなく， 義化という

場面が不義の状態から義の状態への霊魂の運動 (m o tus ) であることによる， と言う

べきである. 無論， 恩寵が自由意思の運動を引き起こすべく働くとき， そのi動きは同

時に注入される愛徳及び注入徳を媒介とするであろう.

三 『神学大全』における思寵論の位置

『神学大全』における恩寵論は， 確かにI-II.q . 109 以下においてまとまった形で

示され， そこで恩寵は「行為の外的根源」として位置付けられている. そしてその思

寵論の筒所だけを見る限り， 確かに神的扶助としての恩寵が到るところに登場し， そ

の意義が強調されている. しかしそのことによって， トマスにあってハピトpス的賜

物としての恩寵の比重が軽くなっていることを示している， とは言えないであろう山.

なぜなら， ハピトゥス的賜物としての恩寵は人間の霊魂をその存在において高めるも

のであり，働きとの連関で見る限りは徳の背後に隠れるものなのである.倫理学の視点

はどうしても人聞を働きの側から見る. その中ではむしろ徳が前面に出ることになる.

それ 故に， ハピトゥス的賜物としての恩寵はし、わゆる「超自然的秩序」即ち人間の至

福への運動が問題とされる際には， たとえ明示的には語られていなくとも常にその人

間の霊魂の奥深く， 行為の「内的根源」たる霊魂の諸能力よりも更に内的な所に内在
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するものとして前提され， 我々の働きに際して共に働いているということを忘れては

ならない.

以上述べてきたことをトマス自身の言葉で 語 るな ら ば， íハピトゥス的賜物」とし

ての恩寵は義化においては g ratia op erans である， ということ， つまりそこでの能

動者は神のみである， ということであり， 功徳においてはそれは g ratia c o op e r a nsで

ある， つまりは神は人間と協力し給うのである川.
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