トマスの恩寵論におけるハビトゥス概念の一考察
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はじめに
本 稿 は 様々な 恩 寵 の中で も 基礎と な る べ き「成 聖 の 恩 寵(gratia

gratum

faciens)
Jすなわち「ハピトゥス的恩寵(gratia habitualis)J について考察するもの
である.
トマスの恩寵論においてハビトゥス(habitus) はどのように位置づけられていた
のであろうか. これまでトマスの恩寵については， 恩寵は厳密な意味でハビトゥスで
はない九あるいはトマスは恩寵をハビトゥスと呼ぶことに罵踏いを感じていた2)， さ
らにトマスはアリストテレスのへクシス(hexis)に拡張と変容を加えた刊などとい
った様々な見解が出されてきた. 確かに初期の著作においては， トマス自身も同様の
意見を述べている. しかし後期に入ると， トマスは必ずしもそのように考えてはいな
かったのではないかと思われる. そこで本稿では， トマスは最終的に恩寵， 特に「成
聖の恩寵」をどのように捉えていたのかを検証するために， 第一にトマスの初期の著
作におけるハビトゥスの立場を明確にし(第一節)， 第三にトマスがアリストテレス
のへクシスから導き出したハビトゥス概念をそもそものへクシスと比較対照すること
によって， トマスの定式化の特徴を見定め(第三節)， 第三にトマスにとって恩寵と
は何であるかを突き止め(第三節)， 第四に人間本性との関わりにおける恩寵の位置
づけについて考察し(第四節)， そして最後に有力な先行解釈に批判を加えることに
する(第五節).

第一節

初期の著作における卜マスの恩寵論

トマスは初期の著作である『真理論』において恩寵について次のように述べている.
神は存在するものの本性的な原理である形相因を介して， 我々のうちに本性的に存在
するものを創造する. それと同様に神は被造的形相である恩寵を介して我々のうちに
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無償の霊的存在をもたらす4)

ところで真理は知性に対して対象として関わるために

各々の存在するものが同じ対象を持ちうるが， 恩寵は形相づける形相(forma

in

formans)として意志(affectus) に 関わるへそれゆえ， 各々の 存在するものは，
各々に異なった形相を恩寵から得ることになる. このような仕方で各々のものに関わ
る恩寵は「存在に属するもの(entis)J と 言われる. というのも恩寵は付帯性(ac
cidens)のカテゴリーに属するが， 付帯性は白存しないため存在をもたないからであ
る.
また， 恩寵は質(qualitas)の第一種に属するが直接働きに導かれないため， Iハビ
トゥス」と呼ばれるのは相応しくない. しかし恩寵は霊魂のうちに何らかの霊的存在
をもたらす「状態(dispositio)
J のようなものであり， それは恩寵の完成である栄光
に関わる. とはいえ， 恩寵は哲学者たちが知るところの人間本性に関わる働きへと導
かれる霊魂の付帯性のようなものとは異なる引.
さらに， 恩寵は霊魂の本質のうちに存在すると言われる. 恩寵は霊魂に霊的存在を
与えて， ある種の同化(匂as邸剖s討imi江 la抗tio)をとおして「神的本性に参与する者(化C∞O叩ns叩or凶s
div吋ina旧ae naturae)J とするかぎり1)， 霊魂の本質を完成しつつそこに内在するη
もし恩寵と徳を対上比七的に捉えるならば， 働きの無償の原理である徳がその働きの本
性的原理である能力を前提するように， 霊的存在の原理である恩恩、寵は本性的存在の原
理でで、ある霊魂の本質を前提する的
さらにまた， 恩寵の区分についてトマスは『真理論』第27 問題第5項主文におい
て次のように述べている. 恩寵は無償に与えられる預言， 奇跡といった様々な「無償
の恩寵(gratia

gratis

data)J と， 我々を神によみせられる者とする「成聖の恩寵

(gratia gratum faciens)J との二種類に分けられるが， さらに成聖の恩寵は三様に理
解される. 第一に， 神による受け入れそのものを指し， それは神の無償の意志を示す.
第二に， 人間を形相的に完成し， 永遠の命に値する者とする被造的賜物を 表示する.
第二の被造的賜物の場合， 恩寵は単純な一つのハピトゥスであることをトマスは強
調している. トマスは， 人聞は先ず神に受け入れられ， その後にその者の行為が受け
入れられるが， 恩寵のハビトゥスは， 霊魂内で働きとの関わりに応じてハビトゥスの
多様化が行われることに先立つものとして， 不分割なまま留まるべきである， と言う.
それゆえトマスは， 恩寵は我々のうちに存在するハビトゥス的賜物であり， またそれ
は唯一のものでなければならない， と結論づけている町.
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すなわち， トマスは恩寵が働きへと関わるハビトゥス以前の根幹的ハビトゥスとし
て不分割なものを想定していたことになる. つまり， トマスは働きへと関わるハビト
ゥスのさらなる根源として本性的で未分化なハビトゥスを念頭に置いていたことにな
る. しかし， トマスは『真理論』の時点ではアリストテレスのハビトゥスを未だ働き
に関わるものとしてのみ捉えていたために， 根幹的ハビトゥスである恩寵を同じ「ハ
ビトゥスJという名称で呼ぶのは相応しくないと考えていたのであろう. しかしトマ
スは他に適当な名称が見あたらなかったため， 一応「ハビトゥスJ と呼ぶことにした
と思われるが， そこにトマスの迷いが読み取れる.
さらに， トマスは『対異教徒大全』において， 成聖の恩寵は形相であり， また完全
性であり， 働いていないときも残るものとして捉えている. 人聞が本性的能力以上に
善い行為を本性適合的に(connaturaliter)， 容易にかつ喜んで行うために， ある種の
完全性とハビトゥスが必要となるが， これが恩寵というわけである 10 )
つまり， トマスは『対異教徒大全』では， 恩寵を働いていないときにも残るハビト
ゥスと明言し， w真理論』のように恩寵がハビトゥスであるかどうかについて疑義を
挟んで、いないことになる. すなわち， トマスは， r真理論Jにおいてはハビトゥスを
アリストテレスの働きとの関連においてのみ解し， 直接働きに関わらない恩寵をハビ
トゥスと呼ぶことに擦踏いを感じていたと思われる. しかし『対異教徒大全』におい
ては， アリストテレスのへクシスが働きとの関連において捉えられることを容認しな
がらも， Iハビトゥスjという言葉に根幹的ハビトゥスを含意させることに薦跨いを
感じなくなったものと考えられる. r真理論』と『対異教徒大全』との間でアリスト
テレスのへクシスを検討し直したのかについては， 本稿で扱うことはできないが，
『神学大全Jでは明確にそれを行っているので， 次節でこの点を検討することにする.

第二節

ハビトゥスの定義

前節で見たように， トマスは『真理論Jにおいて恩寵は直接働きに結びついていな
いから恩寵をハビトゥスと呼ぶのは相応しくない， と述べている. 他方， r対異教徒
大全』においては依然としてハビトゥスを働きとの関わりにおいて捉えながら， 恩寵
を一応ハビトゥスと呼んでいる. このことは一見矛盾しているようにも受け取れる.
そこで『神学大全』を手がかりにこの問題を検討することにする.
トマスは『神学大全』第IH部第49問題において， アリストテレスのへクシスに

102

中世思想研究49号

再度向かい合い詳しく検討している. 同問題第 1項主文の冒頭において， トマスはハ
ビトゥスには二つの意味があることを提示している. その一つは， 人間あるいは何ら
かの事物が何ものかを持つこと(aliquid habere). すなわち「所有J であり， もう一
つは， 何らかのものが自分自身あるいは他の何ものかに対して何らかの状態にあるこ
と(aliquo modo se habere) である. 今ここで問題にしているのは二つ目の「状態」
という意味でのハビトゥスである.
トマスはアリストテレスの『形而上学』第V巻より. Iハビトゥスとはそれによっ
て或る状態づけられたもの(dispositum) がそれ自体においてにせよ， あるいは他の
ものに対してにせよ， 善くもしくは悪しく(bene aut male) 状態づけられるところ
のその状態(dispositio) であるJll)という定義を引用している. またトマスは， 状態
とは「いつでも諸部分を有するものに見いだされる秩序J12)であると述べ， 場所や能
力に基づくものに続いて， 種に基づくものとして完全な学知や徳のようなハビトゥス
を挙げている. さらに， トマスはアリストテレスの『範鴎論』からは「ハピトゥスは
変化し難い質」川あるいは「質の一つの種はハ ビ ト ゥ ス と 状 態(dispositio) で あ
るJ14) という箇所を引用している.
したがって， トマスはハビトゥスを質の特定の種と捉え. I事物の本性への関連に
おける基体の様相ならびに確定J'5) として， ハビトゥスと状態を質の第一種と規定し
ている
さらに， トマスはアリストテレスの『自然学』第VII巻から， 霊魂と身体のハビト
ゥスに関して (
I ハビトゥスとは) 最善なるものに向けての， 完全なるものの或る秩
序づけ・ 状態である. ところで私が完全なるものと呼ぶのは本性に即して秩序づけら
れたものである」川という箇所を引用している. ここでトマスはアリストテレスが，
本性に即して秩序づけられたものが最善を目指している状態をハビトゥスと呼んでい
ることに注目しているのである.
また同著第II巻からは. I事物の形相そのものならびに本性は終極・ 目的であり，
それのゆえに何事かがなされるところのものであるJ17)を引用し. I質の第一種におい
ては何らかの本性が生成ならびに運動の終極・ 目的たるかぎりにおいて， 善ならびに
悪ということも， また変化の難易ということも考察に入っているJ18)ということを導
き出している.
したがって， トマスはこれらの分析を通して. r形而上学』第V巻の (
I ハビトゥス
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とは) それによって或るものが善しもしくは悪しく状態づけられるところのその状
態であるjという定義が形成されていったことを読み取ったと考えられる. それゆえ，
基体の様相は， 本性に適合するかぎり善であり， 本性に適合しないものが悪というこ
とになる. さらに， トマスは「変化し難いJ'9) という差異をもってハビトゥスを状態
(dispositio) から区別している.
こうして， トマスはアリストテレスのハビトゥスがどのような思考の流れを経て定
義づけられてきたのかを分析した. そして『神学大全』第II -1部第49問題第3項に
おいて， ハピトゥスが単に事物の本性そのものへの秩序関連を含むのみでなく， さら
にその帰結として本性の終極・ 目的(finis naturae) たるかぎりでの作用・ 働き， も
しくは終極・ 目的へと導くところのものへの秩序関連をも含むことを見出している.
アリストテレスのへクシスは働きの反復とし寸側面が強調されがちであるが， 彼自
身『自然学』でへクシスを一義的には本性との関連において， 二義的には終極・ 目的
との関連において捉えていることが確認された. そのうえで， トマスは前出のアリス
トテレスのハビトゥスの定義「それによって秩序・ 状態づけられるところのものがそ
れ自身において」という箇所を「すなわち自らの本性に関して」と解釈し， 次いで
「他のものとの関連でjという箇所を「すなわち終極・ 目的への関連において」と解
釈し直して追加説明を入れたのである.
このように， トマスはアリストテレスのへクシスの定義に変容を加えたのではなく，
アリストテレスのへクシスの新しい拡大解釈， 説明を加えて司 自分の定義としたので
ある. すなわち (
I ノ、ビトゥスとは) それによって秩序づけられているところのもの
が， それ自身において， すなわち自らの本性に関してか， あるいは他のものとの関連
で， すなわち終極・ 目的への関連において， 善くあるいは悪しく秩序づけられるとこ
ろの状態(dispositio) であるJ20)としたのである.
したがって， トマスはハビトゥスを付帯的形相(forma

accidentalis) として(1)

第ーかつ自体的に事物の本性そのものへの秩序・ 関連を含むものと捉えている. そし
て， その帰結として(2)本性の終極・ 目的である限りでの作用の働きに関わるものと解
していることになる. これはつまり， トマスがアリストテレスのハビトゥスを本'性と
の関連において捉え直したということであり， こうしてハビトゥスが恩寵にも適用さ
れることになるのである.
この場合， (2)のハビトゥスを働きとの関連において見るならば， ハビトゥスは第一
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に霊魂のうちに見出される. 霊魂叫が多くの働きへと関連づけられている限り， ハビ
トゥスはその諸能力を通して諸々の働きの根源として霊魂のうちに見出される. それ
ゆえ， 霊魂はハビトゥスの基体となりうるのである. ところが， (1)の自然本性との関
連において見るならば， 人間的な自然本性について語る限り， ハビトゥスが霊魂のう
ちに見出されることは不可能である. というのも， 霊魂は人間の本性を完成する形相
だからである. こうした観点からすれば， 何らかのハビトゥスもしくは状態が霊魂の
うちに身体への連関において見いだされるよりは， むしろ身体のうちに霊魂への関連
において見いだされることが可能なのである. アリストテレスはこの場合， 健康とい
った身体的な本性の状態を考えていたようであるが， そのような意味ではトマスの語
る恩寵は当てはまらない.
しかし， Iぺトロの手紙IIJ第1章第4 節で11 あなたがたが……神の本性にあずか
らせていただくようになるためです」と語られる限り， 霊魂のうちにその本質に即し
て何らかのハビトゥスが見出される. これが恩寵と呼ばれるJ2ヘと述べられている
ことを受け， ハビトゥスの別の側面が浮かび上がってくる.
次節では恩寵について論じることにする.

第三節

恩寵とは

前節で述べたとおり， ハビトゥスを第一に本性と関わるものとして捉えると， ハビ
トゥスは恩寵にも適用されることになる. トマスによれば， 理性的被造物には自然本
性的存在の上に， 神自身である永遠的善を究極目的として無条件に与えられるという
特別の愛を神から授けられている2九 このように， 人間の霊魂は， それが神の似像に
かたどって(ad imaginem Deil造られたがゆえに， 恩寵によって自然本性を超えて
神を至福として享受すること， またそのための準備として恩寵に対する受容可能性
(capax gratiaelを与えられているのである24)
トマスは『神学大全Jでは第II-I 部第111 問題において恩寵の区別について論じて
いる. 恩寵は神の無償の意志の何らかの結果であるが， トマスはこれを三つに区分し
ている. 第一は「成聖の恩寵(gratia gratum faciensl
J つまり「神によみされた者
たらしめる恩寵jである. これは人聞を形相図的に(formaliterl神によみされる者
とし， それによって当の人聞が神に結びつけられるところの恩寵である. 第 二は「無
償の恩寵(gratia

gratis

data)J である. これは自然本性の能力および当人の功徳
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(meritorium)を超えて人間に授けられ， 他者の義化(justificatio)に協力するため
に与えられる25) 前者はハビトゥス的賜物として， 後者は神的扶助として授けられる.
本稿が扱うのは前者の「成聖の恩寵jである.
「無償の恩寵」を有する者に与えられる神の無償の意志の結果は質ではなしむし
ろ霊魂の何らかの運動(motio)であるが， I成聖の恩寵」を有する者には何らかのハ
ビトゥス的賜物が神によって霊魂に注入される. この場合， 神が自然的被造物を自然
本性的運動へと動かすのみでなく， 超自然的な善の到達へ向けて動かされる者に対し
てはさらに何らかの超自然的な形相あるいは質を注入される. それゆえ， 彼らは本性
適合的にかつ容易にそれらに即して永遠的善に到達するように， と神によって動かさ
れることになる. この意味では恩寵の賜物は何らかの質である26)
しかし， 恩寵は人間の臼然本性を超えるものであるから， 実体あるいは実体的形相
(forma substantialis)であること は不可能で あり， 霊 魂 そ の も の の 付帯 的 形 相
(forma accidentalis) である. したがって， 付帯性(accidens) は「存在するものに
属するもの(entis)Jであり， 付帯性が生成あるいは消滅するといわれるのは基体が
当の付帯性に即して現実に(in actu)存在し始めるかあるいは存在することを止める
限りにおいてである. そして， この意味において人々が恩寵に即して創造される限り，
すなわち無から(巴x nihilo)27) 新しい存在において確立される限りにおいて， 層、寵も
また創造されると言われる28)
「成聖の恩寵jの場合， 恩寵が生ずる結果にはさらに二種類のものがある. つまり，
第一に存在(esse)であり， 第二に働き(operatio)である. それはちょうど他のい
かなる形相の場合にも見られるのと同様であり， 熱(calor)の作用(性質)は何か
を熱くあらしめること(存在)， および外的な加熱(calefactio)(働き)であるのと
同様である2へ トマスの基本的考えは「働き・ 行為は存在に従う(agere sequitur ad
esse)30J というものであり， 決してその逆ではない.
換言すれば， 神は人間をその自然本性を迄かに超えた神的本性に参与させるために，
まず自然本性的形相の上に超自然的形相を付与し， 人聞が神的本性へと同化できるよ
うにより高い次元の存在を与えられるのである. その高次元の存在が前提となって，
自らその形相に沿って終極白的へと働くことが可能になる. それゆえ， I成聖の恩寵」
は本性および存在に関わるハビトゥスと言えるであろう.
カエタヌスは恩寵を霊的存在の第一の形相的原理であり， 分有された神的本性にお
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ける存在原理(principium essendi)31) であると述べている. またガリグー・ ラ グラ ン
ジュは恩寵を「存在的ハビトゥス(habitus entitativus)J叫と呼んでいる. さらに，
岸英司氏は恩寵を「内属存在(esse

in)J聞と捉え， それを「存在的習性(habitus

entitativus)J34)と説明している. これらはトマス自身の言葉ではないが， トマスの成
聖の恩寵を 表現する的を射た言葉である. しかし， そのいずれもが『神学大全』第
II -I部第49 問題におけるアリストテレスの本性的ハビトゥスとの関連について注目
していない.
したがって， 恩寵は質のカテゴリーの第一の種へと分類されるが， それは徳と同じ
ものではなしむしろ諸々の注入徳の根源および根幹(principium et radix)として，
それら注入徳によって前提されている何らかの「状態(habitudo)J35 )である. ここで
トマスが“habitus" ではなく “habitudo" という言葉を使っていることは注目に値
す る. 稲垣氏 は「厳密 な 意 味 で の 質 の(カ テ ゴ リ ー の)第 一 種(habitus

et

dispositio)が自然本性への関連において理解されるのに対して恩寵は神的本性の何
らかの分有であり， ここからして “habitudo" という関連性を合意する用語が用いら
れているjという説明を行っている3へ
しかし， “habitudo" は “habitus" の狭義と同義語である3九確かに人間の自然本
性と神的本性を分有した超自然的な人間本性とは全く同じものではない. しかし， 前
述 のように， ハビトゥスを第二義的な働きに関わるものとしてではなく， 第一義的な
本性に関わるものとして捉えたとき， 両者とも状態(habitudo)の意味合いの強いハ
ビトゥスを意味表示していることは明らかである. また， 成聖の恩寵は被造物に賜物
として与えられるものでもあることを考えれば， 人間の側から見れば分有された神的
本性も， 高次の自己の本性であり， ハビトゥスであることに違いはないと考えられる.
事実， トマスが恩寵は質であり付帯的形相であると言うとき， 人間の側から捉えた恩
寵について語っているのは明白である. さらにトマスは， I恩寵は自然を完成する」聞
と述べているのであるから， 自然と超自然との聞に連続性が認められることも十分受
け入れが可能であろう.
また， 我々は分有された神的本性(natura divina participata)を受け取ることに
基づいて「神の子J とされる， と言われる. 獲得的徳が理性の自然本性的光と適合す
る仕方で歩むことができるように人間を完成するのと同様に， 注入徳は恩寵の光に適
合する仕方で歩むことができるように人聞を完成するからである39)
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したがって， 徳の基体が霊魂の諸能力であるならば， 徳の根源である恩寵はそれに
先立つ霊魂の本質(巴ssentia animae)ということになる. というのも， 人聞はその
知性的認識能力に即し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
愛徳を通じて神的愛を分有するように， 人聞は霊魂の自然本性を通じて何らかの類似
(similitudo) に即して神的本性を分有するからである. そして， それは何らかの再生
あるいは再創造(regeneratio sive recreatio)という仕方で行われる40)
次節ではこれらの「再生」あるいは「再創造」といった言葉の持つ意味を検討する
ことにする.

第四節

人間本性と思寵との関わり

人は人祖による原罪に陥る前の十全的本性(natura integra)の状態において， 自
らにとって自然本性的(connaturale)であるところの善についてはハビトゥス的恩
寵(gratia habitualis) が追加されなくても4 1)， 自らの自然本性の力によってそれを
為すことができた. それができるのは， すべての存在するものにとって本性上そうあ
るようにできているところに即して(secundum quod aptum natum est esse)何かを
要求し， 愛することが自然本性的なことだからである42) 但し， 超自然的善(bonum
s釦up伊erna抗tu町lra討le)を為し， 意志するためにはそれだけでは十分ではなくし， 白然本性的
能カに付与された無償の力(付川V吋irt此tu回1おs gra抗tu凶1丘ita)つまり超白然的形相が必必、要となる4州3町 )
ところが， 原罪によって堕落した自然本性の状態にあっては， 第一に， 元の自然本
性の状態へと癒されるために， ハビトゥス的恩寵を必要とする. というのも罪を犯す
(peccare)ということは或るものにその自然本性に即して適合するところの善を欠落
する(deficere)ことに他ならないからである4べしたがって， 神の恩寵によって罪
が赦され， 神との和解が成立することによって， ょうやく元の本性の状態に戻れるこ
とになる. こうして本性が修復されて初めて次の段階に進むことができるのである4 5 )
第二に， 自然本性を超え出て超自然的力に属する善を為す46 )ために， つまり終極・
目的である永遠の生命に到達するために， さらに恩寵的力を必要とする4九すなわち，
神を受容する能力を有する人聞は， 神的本性を分有できる存在となるところまで高め
られるために付与される形相を受け取る必要がある. これが「成聖の恩寵」である.
言い換えれば， 堕落した本性の状態においては， 第一に自然本性の修復が， 第三に
超自然的善を為すためにさらに高次の本性へと導く恩寵が， 二段階にわたって必要に
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なる. そしてこれらの恩寵はすぐに個別の働きに結びついているものではなし両者
とも， 本性という注入徳の働きにとって根源あるいは根幹ともなる存在そのものに関
わる領域に属しているのである. したがって， この「成聖の恩寵」はアリストテレス
の働きに関わるハビトゥスというよりは， 本性に関わるハビトゥスであることが明白
である.
こうして， 堕落していた人間本性は再生され， 存在において神的本性に参与し， 神
の子として生まれ変わる. 人聞は， 新しい存在を得て神的本性のうちに再創造され，
神の養子権を得て永遠の命である神的善を享受する相続権を獲得することになるので
ある48)

第五章

先行解釈の検討

稲垣氏は， 何らかの習慣的賜物としての恩寵が厳密な意味での習慣(habitus) な
いし徳(virtus) ではないと述べているが州， この場合， 氏がハビトゥスと徳を同等
に置いているところを見ると， 氏はハビトゥスを働きとの関わりにおいてのみ捉えて
いるように解せる. しかし， 恩寵は徳のさらなる根源あるいは根幹となるものであり，
徳とは区別されるべきものである50 ) 恩寵， 特に「成聖の恩寵」をアリストテレスの
本性的なハビトゥスとして第一義的に解せば， ハビトゥスと呼んでも問題はないと考
えられる. 稲垣氏は， トマスが『神学大全』第IH部第49問題でアリストテレスの
へクシスを分析し， ハビトゥスを第一義的には本性との関連において， また第二義的
にその帰結として働きとの関連において規定していることにあまり重きを置いていな
いように思われる. しかし， 稲垣氏も別の論文ではハピトゥスと恩寵の問題に立ち入
ることはできないがと断って， Iハビトゥスが人間本性の完成をめざして形成され，
獲得される質であるかぎり， ハビトゥス認識は最終的な完全性としての人間本性の認
識への道を開くものといえるであろうJ5!)と， ハビトゥスの本性そのものとの関連を
強調している.
また， 稲垣氏は恩寵を質のカテゴリーに入れてしまうことよりも， その超越性を強
調しているようである5へところがトマス自身， 一般的に言って恩寵には三種あると
言い， 第一に， ある者の愛， すなわちこの場合では神の愛自体を挙げている. 恩寵そ
のものは神の受け入れであり， 神的意志であるから， 神の超越的な愛自体を指すのは
明白である. 第三に， 無償で与えられる何らかの賜物， すなわち人聞に付与される賜
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物としての恩寵は人間の側に定立されるものであり， 第一のものとは区別されるべき
である. そして第三に， 無償で与えられる恩寵に対する返礼， すなわち人間の側から
の感謝が挙げられている問. したがって， 稲垣氏の語る恩寵の超越性は第ーのものに
該当し， 本稿で扱っている「成聖の恩寵」は第二の付与されるべき恩寵として区別さ
れることになる. しかし稲垣氏の， トマスは「人間の霊魂を内的に動かす超自然的な
神の恩寵的な意志と， 人聞がそれによって働きをなす内在的な習慣的賜物としての恩
寵とを， まさしく一つにしたものと捉える恩寵理解に到達したのである」刊という言
葉に本稿も最終的には同意するものである.
他方， 桑原氏は， トマスが「賜物としての恩寵J そのもの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Jでは第II -1部第50問題第2項主文のみで， 同第
109 問題以降では恩寵には「ハビトゥス的賜物jに見られるようにハビトゥスの形容
詞形が用いられ， 恩寵は明示的にハビトゥスとは呼ばれていない， と述べている. そ
の根拠として， 本来人間的行為の「外的根源jと位置づけられている恩寵を， r内的
根源jであるハビトゥスのカテゴリーで呼ぶことに薦跨いがあったことを挙げてい
る55)
確かにトマスは『真理論』において， 恩寵は直接働きに導かれないためにそれをハ
ビトゥスと呼ぶのは相応しくないと述べていた. しかし， トマスは果たして『神学大
全』においても恩寵をハビトゥスと呼ぶことに薦跨いを感じていたのであろうか. 恩
寵が神の愛そのものを指す場合もあるため， 思寵全体をハビトゥスと呼ぶことは不適
切であろう. しかしトマスは恩寵を二種に分類し， 神的扶助としての「無償の恩寵J
が直接働きに関わり運動をもたらすものであるのに対し， r成聖の恩寵jは魂の本質
を基体とし， 人間的本性を超えた高次の自然本性へと秩序づける一種のハビトゥスと
して言及している56) 桑原氏はこの「無償の恩、寵」を外的根源として， また「成聖の
恩寵」を内的根源として捉えているようであるが57)， トマス自身両者を是認している
のであるから， 前者を現実態的恩寵(gratia

actualis)， 後者をハピトゥス的恩寵

(gratia habitualis)として別の状態にある恩寵と捉えることは可能であると考えられ
る日). したがって， 桑原氏がトマスは『神学大全』においても未だ恩寵を明示的にハ
ビトゥスと呼ぶことに薦踏いがあった， と述べているのは受け入れ難いものとなる.
前述のとおり， トマスが『真理論』において恩寵にハピトゥスという言葉を使うこ
とに薦路いを感じていたのは事実である. しかし， w神学大全Jではアリストテレス
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のへクシスを再検討した結果， 第一に， 恩寵をハビトゥスと呼ぶのは相応しくないと
いう意味の叙述は見受けられない. 第二に， トマスが第IH部第50問題第2項主文
で， I後で述べるように」聞と但し書きをつけて， 恩寵をハビトゥスと呼んでいること
を全く無視するわけにもいかない. 第三に， トマスが恩寵をハビトゥス的と言う場合，
恩寵がハビトゥスであることを含意しているのは明らかであり， そのため

ハビトゥ

ス的恩寵という言葉が出てくる箇所は何カ所もある60 ) 第四に， ハビトゥス的賜物そ
のものを恩寵と同等視している箇所もある61)

それゆえ， 桑原氏の説をそのまま受け

入れるわけにはいかない.
また， 桑原氏はトマスがアリストテレスのへクシス論に拡張と変容を加えたと述べ
ている. それは， トマスがアリストテレスの自律的に閉じたシステムとしての人間本
性の中に恩寵の注入という概念を取り込んだためと分析している町. 事実， アリスト
テレスのへクシスには注入されるべき恩寵という概念は全く入っていない. しかし，
アリストテレスが「ハビトゥスとは最善なるものに向けての本性に即しての秩序づ
け・状態である」と言うとき， 恩寵の入る余地が決してないとは言えないと思われる.
それゆえ， トマスはアリストテレスのへクシスに変容を加えたと言うよりは， 拡大解
釈を行ったと言った方が適切ではないかと考えられる.

おわ り に
トマスは初期の著作においては恩寵をハピトゥスと呼ぶことに薦踏いを感じていた
が， 上述のように『神学大全』において「成聖の恩寵」はハビトゥスであることを明
確に打ち出している， と考えられる. それは， トマスがアリストテレスのへクシスを
再検討した結果， 第ーにハビトゥスは本性との関わりにおいて捉えられること， 第二
にその帰結として終極・ 目的たる限りでの作用・働きに関わることを確認したことに
準拠する. したがって， 人聞は働きに関わる諸々の注入徳のさらなる根源として先ず
根幹的ハビトゥスである「成聖の恩寵」を必要とするのである.
本性は形相によって規定され， それを現実のものとしているのが存在である. それ
ゆえ， I成聖の恩寵J は， 人聞が神的本性に参与できるようにより高い形相を与え，
自らその終極 目的への傾向性を持たせることによって， 永遠の生命に値する者とする
本性および存在に関わる根幹的ハビトゥスということになる.
こうして一度は罪に陥った人間本性も神のハビトゥス的恩寵により修復され， さら
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には神的本性を分有するという新しい高次の本性を与えられ， 超自然的秩序において
神の似 像として， 三位一体の生命の分有に与るものとなる可能性聞を与えられるので
ある.
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