トマス ・ アクイナスにおけるハピトゥス的自己認識
一一

デカルトにおけるコギトに抗して一一

小

沢

明

也

序
デカルトにとって ， 精神がそのつど意識しないものは何もない11 そして ， 精神の
本質は精神のみによって現実に把握される. 他方 ， トマスにおいて， 思惟を本性とす
る魂， 身体と実在的に切り離された魂は人聞に現実にはない. しかし， 以下考察する
ように ， トマスのコギトには ， 自己認識という一つの現実的で明確な認識へと秩序づ
ける過程， 目的へのダイナミズムがある. この点にこそ ， デカルトのコギトの弱点を
ついたものが含まれていたのではないか. 本論文はこのことを問題にする.
認識の秩序化の原理をトマスの.テクストに探し て み る と， そ れ は 「作用 の 根源
(principium operationis) J21としてのハビトゥスである. íハビトすスとは， レスの
本性やレスの作用への， または目的への秩序化における或る種の状態(dispositionem)
を合意するJ31.

すなわち ， 対象や自己の本質， 自己の目的を現実のものにする秩序

化の原理がハピト ヮスである. この場合の自己， ハビトゥスの基体とは， 空虚な魂で
はなく.

í人間の魂としての魂」叫 である.

普遍的な知性でなく， 個としての知性が

自らに間有の働きを或る目的に対して統一化し， 決定する原理がハピトゥスなのであ
る51
本論は， このハピトゥス的あり方と本質認識の支柱たる「把握」をもとに， デカル
トのコギトに対するトマスのコギトの優位点を捉えようと試みる. 手順として ， 批判
的実在論者の見解に対する ジルソンの批判をもとに， トマスの現実的自己認識とスペ
キユスによる「把撮」において， 精神の非質料性とともに心身結合した人聞の重要性
を見る. そして， トマスのハピトゥス的自己認識を考察することによって ， 明確な認
識の根源と自己の完成の原理としてのハピトクス的自己認識と「把握」とを相補的な
認識として確認する. この二つの認識の一体化において， 個としての精神の自存性の
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主張とともに， 経験主義， よき生への実践重視を見出すことにする.

ジJL.ソンによる「批判的実在蛤」批判

1

トマス哲学は， 単に「共通感覚」に訴えることによって外界の存在を捉える哲学に
すぎないのであろうか引.

もしそうなら， その哲学はデカルトの懐疑の格好の餌食と

なってしまうだろう.
この見解に対して， トミストにとり， 次のような手段が考えられる. 真に哲学であ
るためには， 反論不可能な出発点・原理が必要である. それは批判であり， 懐疑を乗
り越えられるコギトである. この「批判的実在論」こそが， 思惟を原理とすると同時
に ， 外界の存在に達することができるのである.
ジルソンによれば， ノエルは， 原理である思惟主体は思惟とは別の存在を直接に把
握できるという「批判的実在論」をとった71

ノエルにおいて， 観念は意識作用に依

存するので思惟を原理とすると同時に， 実在的なものの概念は思惟作用とは独立した
ものに由来するとみなされる. 従って， ノエルのコギトは， 外界の存在をも捉えるこ
ともできる「開かれたコギト」である削.
しかしジルソンによれば， トマスの著作にデカルト的懐疑を表すテグストはない.1
さらに， ノエル説は， 始めに網羅的な懐疑を置き， 外的対象の存在をも捉え得る「開
かれたコギト」を設定するが， その懐疑は思惟の事実も可感的存在の事実も疑わない
ので， 何も疑っていないことになる. 従って， 意識や観念から出発し， それに外的世
界の存在を含ませると言うのは， 到達点から出発 する こと で あり， r存在から認識へ
の帰結は正しい」という原理を「認識から存在への帰結は正しい」という逆の原理で
証明することである.

つまり， r批判的実在論」 という表現自体が矛盾した表現なの

である.
結局， 思惟を哲学の原理として， 対象を直接に捉えようと目論む見解は， 対象の実
在を疑っていないことになるし， 神の保証なしに思惟から思惟以外のものへ至ること
は， デカルトの哲学においても不可能である. さらに何よりも， 現実的認識が起る場
合に ， 心身結合を原理として， ファンタスマにたち戻ることを主張するトマスにおい
て10) ， この見解は認められない.
以上のジルソンによる批判が意味するのは， トマスにおいて， 現実的認識の原理と
なる存在は， 心身分離したデカルト的な思惟主体ではなく. あくまで心身結合した人

99

トマス・ アクイナスにおけるハピトゥス的自己認識

間である， ということである川.
では， トマスにおいて， コギトは身体的感覚に付随するものに過ぎず， 対象のあり
方を魂が受け取ることにおいて成り立つものなので， 懐疑を凌駕するデカルトのコギ
トに遠く及ばないのか. この批判を封じ込めるためには， デカルト的な思惟主体をト
マスに探すのは無意味なので， デカルトのコギト以上に実践的な認識を成立させる人
間本性に基づいた豊かなコギトがトマスにおいて見出されるかどうかが問題となる.

2

トマスのコギト

『真理論』において， 自己認識は四つに分けられている. 個として「存在するかど
うかJに関わるものとして， í現実的認識」と「ハピトゥス的認識」が あ り，

共通な

魂が「何であるかJに関わるものとして， スペキエスを通しての「把援(apprehensio)J
と「不可侵の真理j認識による「判断(judicium)J とがある12)

本論では， 他のもの

の認識が先立つ認識として， 存在に関する「現実的認識」と本質に関する「把握」を
まず考察し， この考察を踏まえた上で， 他のものの認識を必要としない認識として，
存在に関する 「ハピトゥス的認識」と本質に関する「判断」とを考察する.

(1)

現実的自己認識とスベキエス

現実に自分が存在し， 魂をもつことを知るには， 現実に生きる活動を通さなくては
ならない. まず， 対象を感覚したり， 知性認識したりするという自己の作用を通して，
その活動の主体たる魂， 身体の形相たる魂の存在を知る. こうして， 個別的で現実的
な自己の存在の認識は成り立つのである13)
しかし， この自己認識が純粋に非質料的な恩惟による認識であるためには， そして
他と明確に区別された自己(の普遍的本質) を知るためには，

í可知的スベキエスが

非質料的であるJ14)必要がある. すなわち， 他のものの本質を把握することから， 魂
(自己) の本質の認識に至る「把握」が必要である.

普遍的で可知的なスベキエスを

通して知性認識はなされ， その作用の把撞によって， その主体たる自己の認識はなさ
れる. そのためには， 質料的なファンタスマに立ち戻り. 可知的スベキエスを抽象し
なくてはならない15)

従って， トマスにおいて， 現実的に非質料的な自己認識を持つ

には. 身体的な感覚と知性との共働を必要とするのであり， 自己認識のあり方は， そ
れに先立つ外界の対象認識のあり方に依存するとも言える. そして， 魂の本性の「普
遍的認識」に関しては， 魂は外界の対象を可知的スベキエスとして取り込むことで，
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外界の対象と同一化するとともに， 知られる外界の対象と魂とが異なっていることを
知ることによって， 魂は明確に知性認識される1町. つまり， 魂の存在の知は内的経験
としてあるので， 我々にとってもっとも確実であるのに対して， 普遍的な魂の本質の
把援 は困難である. 存在の知は細かい分析なしに得られる知であるのに対し， 本質の
知は， 感覚から得られたものを事細かに分析して得られる. この点においても， 魂の
本性の認識を他のものよりも先立つとみなすデカルトの見解とは異なる17)
さらに， この自己認識は， 働きの根源たる自己に回帰する作用としては非質料的で
あるが， その成立には対象認識が先立ち， そのあり方が知性のあり方も決めるという
対象依存的な商がある. 確かに， 知性自らが現実的に活動している作用を重視すると
いう点では， デカルトのコギトに近い18) しかし， トマスのコギトは「第二現実態」
としての作用にならない限りは現実的にならず19)
， 現実的になるためには， ファンタ
スマからの抽象を必要とするという点で， 身体や外界の対象に依存しなければならな
い. 反対に， デカルトのコギトは， 感覚や外界にまったく依存し な い 自 己 認 識 な の
で刷， トマスの現実的自己認識や「把握」とは相いれない. もし， 魂の作用としての
非質料的な性質と自己回帰 と い う特徴のみで， 両者の コ ギトを結びつけようとする
なら， 批判的実在論の二の舞を演じることになろう.
(2) ハピトゥス的自己認識と判断
我々は経験的に自己の存在に関して常に明噺な意識を持っているわけではない. こ
の意味で， デカルトのコギトは経験に反する. これに対して， トマスはこの不明確な
自己意識に場を与えて， それを「ハピトヮス的自己認識J と呼んでいる.
「 ハピトゥス的 (habitualem) 認識に関しては， …… 魂は， 自己の本質を通して， 自
己を見る (videt) . すなわち， 自己の本質が自己に現前していることから， 自己自身
の認識を現実のものにすることができる状態 に あ るJ211. この「ハピトヮス的認識」
は， 単に魂が存在し， そこから自己の存在の現実的認識が生まれるという (原理) 認
識である. しかし， このような表層的な把握のみでは， この認識の内実はわからない
であろう. では， ここでの「ハピトゥス」とはいかなる内実を持っているのか. まず，
この認識はいわゆるハピトゥスを表してはいない. というのも. í魂が存在 す る の を
知得する (percipiat) のに……ハピトゥスを必要としない」からである22) しかし，
「精神が存在することを知得するため」の知 (notitia) が「ハピトゥス的知J23)であり，
ハピトゥスの性質があるからこそ， そう呼ばれているのである. では， 通常のハビト
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ヮスとここでの「ハピトゥス」はいかに違うのか.
同じテクストにおいて ， 知性の本質は ， ファγタスマからの抽象の前に獲得され ，
外界の対象を必要とする抽象による認識とは別の認識によって捉らえられるという意
味で， 本有的と言われている削. このことと ， 問題の「ハピトゥス的認識」が自己の
本質の現前を前提とする認識であることとを踏まえるなら， ここでのハピトpスは自
己の本質をアプリオリに捉えるものでも ， 後天的なものでもなく， 魂が与えられるや
否や ， 付与されるものなのである. この点が通常のハピト世スと異なる点である. 他
者を対象とする「把鐙」による認識によって自己の本質が明確になる， という目的へ
の途上としてのハビトゥス， 現実態と可能態の中間としてのハピトゥスがここでの認
識形態である251

また ， r本質が現前する」という表現L

身体の形相としての魂の

現前とも解釈できる制. そして ， ハピトヮス的認識は現実的ではない存在意識であり，
本質を捉える認識でもない. 魂が身体と結合するという本性(能力)をもっていなか
ったら， r第二現実態」としての「作用J はありえないし，

逆に ，

第二現実態に至っ

て第一現実態はわかるのである. つまり， ハビトゥスと「把握」は相補約であり， 二
重の認識原理である.
もし， 感覚からのファンタスマが与えられようと， 魂ないし知性によるファンタス
マからの抽象を秩序づける本性的な能力がもとからなければ， 明確な対象認識も自己
認識も成立しないであろう. 知性による明確な自己認識以前に ， その作用を秩序づけ
る根源である自己の存在状態は常に経験されているはずなのである.
従って， ここで問題の魂は ， 魂の本質は未知なるものとして現前し， より明確な自
己認識へと能力が統一的に働くように準備が整えられている状態にある魂である. 統
一的な仕方で対象と自分が同じ本質になろうと欲している魂自体が問題であり， ハピ
トゥスに関与している魂である.

事実， rハピト世スは第ーかつ自体的 にレスの本性

への関連を含むものなのであるJ271.
他方， 神の内にあるような「永遠の理念」から普遍的魂の本質を魂のみによって直
観するという「判断」をなすのは ， 普通の人聞には困難である矧. 他方， 学の対象と
しての普遍的魂の本質が問題であるとするなら， そのような学知は， 個々の経験に基
づく 「知性とレスとの合一」 のうえに成り立つものであり， r把握」とハピトゥスに
関わる認識と言える削.
確かに， 精神の存在を精神のみで知るハピトゥス的自己認識は， デカルトのコギト
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に近い. しかし， その知り方は， 対象としても作用としても完成されていない状態，
第一現実態としてのハピトゥスにおいて成り立つ30) さらに. r判断J による本質直
観に関しても， そのような直観が生身の人聞にできるかどうかは問題である. ここで
能動知性が関わっているとしても， その本質は 「把鐘」によって捉えられるのであり，
ハピトゥスの本質もしかりである.
さらに， トマスにおいて. r魂が身体と一つのものになり得る こ と が本性的に魂の
本質に属している」白人この「本質」を先程のテキストの 「魂の本質」に重 ね あわ せ
るなら， その個々の魂の本質をそれぞれ固有に現実のものにする原理がハピトpスと
も言えるし， 逆に， そのハピトゥスを知るには現実的な 「把鐘」を必要とする. つま
り， トマスにとって， 現実に知ることにおいて， スベキエスによる他のものの認識か
らの自己回帰と， 抽象が起る以前の能力の状態とは， 二重の認識原理としてあらねば
ならないのである.

結
トマスは， 個人としての多様な能力の働きの統一化とその認識を設定して， 個とし
ての魂の自己認識のダイナミズムを提示した. トマスは， 認識の構造を明確にしつつ
も， 存在の原理としての魂が実体的にあるあり方を保持した32) 魂が存在することは
確実だが， その本質ないし実体の認識は人聞には不完全な状態にあることは確かであ
る. だからこそ， トマスは， 現実・目的へと向かう以前に本性的にある魂の存在を，
ハピト ヮス的自己認識によって捉えようとしたのである.
また， ハピトpス的自己認識が， 魂の現実的認識における連続性を保証することは，
言われて久しい33)

対象を感覚・想像していない場合でも， 個体としての自己は同ー

でなければならない. 現実的な認識を感覚の発動に求めるトマスにとって， この同一
性を保証するためには， 対象の現前・あり方に関与する感覚的認識とは異なった自己
認識のあり方， 現実的認識を秩序づける根源のあり方を提示する必要があった. ただ
し. r把握」によって明らかにされるハピトゥス的自己認識が， 生に お け る自己の発
展的な方向を決める経験の切実さに由来することを忘れてはならない.
このように， トマスは， スペキエスによる本質認識を重視するとともに， 魂の本質
を通して明確な認識を産みだす根源， 存在認識としてのハピトpス的な主体の個とし
てのあり方， 認識・カの方向を統一的に規定するあり方， 質料たる身体と精神との結
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合という存在を現実化するあり方を重視したことを忘れてはならない. 意識できない
ところまで， í把援 」を支柱として現実世界における魂のあり方を深化させた点こそ，
トマスのコギトがデカルトのそれを上回って豊かな優位点である. 現実世界における
豊かな主体のあり方 ， その行動を裏から規定するハピトゥスという領域を， トマスは
見出していたのである.
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