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トマス ・ アクイナスに￡、けるハピツスの概念
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トマスはハピツス を問題とするとき， 多くの場合， 徳に関係させて述べ
ている。 というのもパピツスが行為の内的原理と考えられたからに他なら
なかったが， ではそれはどのようにして内的原理となりえたのか。 ハピツ
スの概念、を原理的に与えていくと， それが可能と現実との形而上学的原理
に根差し， この原煙なしにはハピツスの概念、の成立は考えられえない こ と
が分る。 以ド， この概念、を基本的な面から考察しその内的な構造を明らか
にするのが小考の目的である。
1.

史的な問題

トマスのハピツス論は比類のない体系を持つものであるが， 反面， 過去
の思想にも多くのものを負っている。 いうまでもなくアリストテレスはト
マスに原理的な基盤を与えたし， 更に， プロティノス， アウグスティヌス，
シンブリキオス， アラビヤの思想家達， 等は夫々固有の見解を通して重要
な寄与を果たした。 これらの人々がトマスに及ぼした作用には深いものが
みられるので， まず， それらのものを概観しておこう。
(1)

アリストテレスにおけるへグシスの一般概念、

彼はへグシス (itçtのをいろいろな面から取上げているが， 基本的には
大別して， (1)質としてのへグシス， (2)可能と現実の思想に基ずく形而上学
的原理， の二面から取上げていると考えられる。
質として範鴎に含まれるへグシスは状態と共に4種類の質の中その第l
(2)

に位すると考えられているが， ヘグシスと状態(ì3tá{)eutr;;) は次のように区
刑されている。 即ち， 両者共既になんらかのものを所有し， その限り欠如

与2

:こ対応するが， 前者が同定的・持続的なのに対L， 後者が可変的・4ド持続
的という点で区別される。 質としてのへクシスはかように解されるが

し

(3)

かしこれはいわば情的な考察であって， これだけではへグシスの構造はな

んら示されていない。 これに対し， 最も主要な;百、味を持ち， しかも全体系
にまで亘る内容を持つ考察は， 可能と現実の思想、にijHfìして示されている
解明であろう。

彼はへグシスを時として能力と同義に用いたが， 上述のようにそれは恒
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「それ白身或は他のものに対しょく或は悪し

更に，

ヘケシスは無限の可能性であり無規定的な

能力とくらべると， 既になんらかの現実性を持つから能力とは全く異る。
しかし反対に， 究極の完成でありそれ白身明確な規定性の発現で ある活動
に比較すると明らかに可能的で ある。

即ち，

ヘグシスは能力 (可能性ロ

ðúναμIS)と活動(現実性=Él)Éprflα〕の仁t1聞に位L， 両者に関与すること
によってそれ白身の中にも可能性と現実性の双方を内包しているのである。
一方， このへグシスを生起という点からみると， ヘグシスは木性として
(6)

でなく， I類同的な活動」を通し， 本性に受宵れられる仕方で生ずると 考
えられる。 即ち， 能力と活動との宅用的な反復が原初的な能力をして高次
の， しかも或る規定的なものへと変容させていくのである。 そうすると能
力は初j原のものと存在性を全く異にするものへと変貌していき， もはや単
なる能力に留まりえない。 この変容が所謂へグシスの生起に他ならず， 換
言すると活動が反復を通じて無規定性なる能力をへグシスたらしめるので
ある 。
かくてへグシスは能力を基体とすることが明らかになったが， しかし本
性として与えられている能力はそれのtlí'つ可能性が木米1つの現実性へと
向けられているから， このような能力にはへグシス形成の余地はなレ。 叉，
全面的に能動もしくは受動のいずれか1つの能力に生ずるとも考えられな
い。 全面的に能動的ならそれ白tr究極つ完全日二を示し， 反対に受動的なら
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それ自身ではいかなる現実化もなしえないから， これらの能力の夫々にヘ
グシスの形成はありえない。 かくてへクシスが能力を基体とするといって
も， それは能動的であると共に受動的な二原理を持つもの， 即ち自然的統
一体 (συμπécþUKfν〉の能力に生ずるものといわねばならない。
上述のように， ヘグシスは「状態」或は「所有」としての質であり， 他
方， それはIt1問的な性格のために可能性と共に現実性もしくは現実活動に
かLわるものであった。 そのためへグシスは「存在への可能性」とF行為
への可能性」との両者に関与し， ことに後者は人間行為の内的原理となり
(8)

うるから， 倫理学の領域で重要な問題とされる必然性をもつので、ある。
以上のことから明らかなように， ヘクシスの概念、は静的には質としての
範囲毒， 動的には 可能と現実の思想とから111， これら両者が内的に統一され
る所にその成立があった。 しかもこの概念、が行為的な領域を合む全体系に
までひろがる所以は， それが形而上学的なぽ既にIÜ来し， liつ， その原理
をそれ自身構成しているからに他ならない。 従って， この概念の本質構造
は常に形而上学的な原理のrljに求めなければならないといえるであろう。
(2)

プロティノス一一質としての ヘクシスの批判

彼は質を4つに区別すること自体に疑点を抱き， 加えてヘクシスと状態
とを並置すべきでないと考ーえる。 アリストテレスの行なったヘクシスと状
態との区別は， 前者が持続的(習慣に至る)，

後者がjド持続的 (一時的〉

という時間的な次元に立つが， しかし時間の長短は偶然的であるから質の
区分の必然的根拠をなさない。 従って状態が一時的として把えられるなら
(10)

それは正しく質でありえない。 他方， 感性的事物の質はその仔在性を質料
にj!j'つからその限り「程度の差J CfJâ}.}.O)) KαJ号ττoめはそこに見出 される。
だがアリストテレスの1'l:の4区分には共通性がなL、から区別する根拠を持
たない。 プロテfノスによれば， ヘケシスだけが質なのである。

この批判は， 勿1;IÎiì， nむ時J命の枠内にだけ限られるものであったが， アリ
ストテレスL31がヘクシスと状態との対・比によってへクシスの1主格を明らか
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にするものであっただけに， 状態の否定は単に範囲毒論の領域だけにとXま
らず， ヘグシス一般の基本問題にふれるものであった。 従ってトマスにと
ってもこれは無視しえない問題であり， これの考察が自説を発展させる大
きな契機となったので、あるから， プロティ ノスの批判はトマスには重要な
(12)

提題であったといえるであろう。

アウグスティヌスー一一ハピツスの定義

(3)

(13)

彼にはハピツスの体系的な考察はないが， 一般にハピツスは質として取上
げられ，

徳との関係のもとで述べられている。

彼は徳を 「精神の善な る

(14)

質」と呼び， 徳、は時には行為， 時には「潜在的なハピツス」を通して現わ
(15)

れると考える。 他方， ギリシヤ語でヘグシスと呼ばれるものの中にはスケ
ーマ(σ紛μα〉 としての意が含まれていることに着目し， 質の他に所有に
もかかわる こ とを指摘している。 これらの言及はいずれも範蒔としてのも
のであるが， 徳に関係して述べられている上の言葉は， 後世ぺトルス・ロ
ンパルドゥスを通しアウグスティヌスの定義として広く中世に伝えられる
(17)

に至ったものなのである。 それと共に恰かもハビツスと活動との関係を示
唆する如き他の表現は， トマスが常に引用してやまない偉大な教父の言説
として受取られ， これらはますます深化されなければならない所説と考え
られたのである。
(4)

シンブリキオス一一状態(ディアテシス〉 の定

安

〉

(20)

シンブリキオスは彼自身による説と， {，皮が紹介した諸説との二面からト
マスに深い作用を及ぼした。 しかしその中， 最も重要な役割をトマスに果
たしたと考えられる状態の定義だけを取出してみよう。 彼は ， 質について
の新たな区別をも設けたが， 就中， 状態の定義はアリストテレスのそれと
本質的に異らないのにもかかわらず， トマスはこれに依拠してハピツスと
状態とを区別する根拠とした。 即ち， r-状態とは場所， 能力， 形相のいず
れかで部分を持つものの一種の秩序を意味する」という定義から， トマス
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は次の帰結を導き出し た。 第1の状態は場所の範障に属し そこに部分の秩
序を有するものであって， これは物体的なものである。 第2のものは能力
に秩序づけを持つものであって， これは未完成のまL に留まる初源の徳や
知識の如きものである。 第3の形相に秩序づけをもっ状態こそ， 完全な状
態であり これがハピツスと呼ばれるものに他ならない。 このような帰結は
ハビツスが既に物体的空間的な秩序を超え， 純粋に精神的な分野で最も深
い内的な秩序にかかわりをもつ こと左明らかにするものである。 更に， こ
の考察から進んでハピツスの基体となるべき可能理性， 意志， 感覚的欲求
の問題が追求されているのをみれば， シンプリ キオスの定義はトマスには
(24)

甚だ大きな意味をもったことが容易に指摘されうるであろう。
(5)

アヴィケ ンFとアヴェロエスー一一理性の段階説におけるハビツス

の概念
復雑な理性論はアラピヤの思想家に共通してみられる特色の一つで、ある

r この理性論の中でハビツスが取上げられている。
アヴィケ ンナは理性の段階として質料的→潜在的→現実的→(修得的→
聖なる理性)という秩序を設けたが， これらの中， 前三者には夫々次の能
力が対応すると考えられた。
1)

質料的理性=質料的能力

2)

潜在的理性=可能的能力

3)

現実的理性=完全な能力

この区別は明らかにアリストテレスに起源を持つが， ハピツスの問題に
は新たな展開が示されたといってよいであろう。 即ち， こLで問題とされ
ているハビツスは質としてのものでなく， 既に形而上学的な概念なのであ
る。 潜在的理性は純粋に可能的な質料的理性と究極の現実性である現実的
理性との中間にあって， ハピツスは初源の能力の完成とされているのであ
る。 潜在的理性が役割とするものは， 質料的理性に完 全な能力を獲得させ
高次の段階へと至らさせるにあり， その意味では絶対的に可能的なものを
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現実化させる始動原理をなすのである。 従ってこLで把えられているハピ
ツスは純粋の可能性でも現実性でもなく， これら両者の本性を分有する中
間者なのである。
このような動的な概念は， 亦アヴェロエスにもみられる。 彼は 「デ・ ア
ニマ」註解の中で， 潜在的理性を質料的及び能動の二開性の中間にあるも
(28)

のとし， そこでノ、ピツスを論じている。 彼によると， 人間埋性にはまず受
動理性が見出され， これは離存会n性から来る叡知的形相を受容するー筒の
状態であって， 個体的・物体的な身体と共に消滅する想像力である。 他方，
質料的及び能動の二理性は人類に単一であって離存的である。 しかしこれ
ら二理性の接触によって人間理性は両次の段階へと進みうるのであるが，
これを果たさせるのが潜在的理性である。 潜在的理性は受動的・消滅的な
受動理性によって存在性を持つが， これは人間に本性的な知的欲求に基盤
を置き認識作用を行なおうとするとき成立する。 従ってそれは純粋に人1m
的な， 思弁へと向 う知的欲求のノ、ビツスに他ならないσ しかも離存的な質
料的理性はこの理性の働きによって叡知的形相から輝かされ得， 能動理性
との完全な接触に入りうるのである。 それ故， 正に潜在的i盟性を軸とする
ことにより受動的・消滅的な人間理性は離存的制知的なl世界に至りうるの
で ある。
他面， 潜在的理性は不完全な能力を完全化する人11\11'I'-Jな活動i�l:であるが，
しかしこの理性の働きを通して人間煙性が永遠的なものを受容すると， 潜
在的理性は恰かも光りを伝える透明な色として一時的な現象に終る。 しか
しこの理性によって人聞は固有の欲求を果たすことができるのであるから，
それは人聞にとって活動原理でも ある。 それ故， 潜在的理性を基礎づけて
いるハピツスは， アヴェロエスにとっては， 未 だ完全な現実性でないにし
ても或る種の現実性を持った可能の新たな状態であり， 無規定的な可能性
を規定的な現実化の方向に導く始動者なのである 。
以上， アヴィケンナとアヴェロエスにおいてノ、ピツスが取上げられてい
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る潜在的理性についてみてきたが， 一般にアラピヤの思想では形市上学的
な字宙論に根差す理性論がみとめられ， アリストテレス以後範鴎論の枠内
でしかかえりみられなかったハピツスが， そこでは可能と現実の思想に基
づく動的な形市上学的概念、として把えられているのである。 勿論， 彼等の
説は純粋のアリストテレス主義に立つものでなく， イスラム教教義との合
致の必要L新 プラトンilKの流出説が融合したものであるから西欧の伝統
では決してみられない特質をもっている。 それ故に， ハビツスの解明にも
新たなものがあったが， 他方， 多大の困難さもトマスに与・えたのである。
しかし それにしてもこのような方向を持った考察自身は新たな局面からト
マスに重要な作用を及ぼし， トマスにおける発展を準備したのである。
(6)

トマスへの宣義

以上， トマスに史的な関係をもっとJfえられる若干の見解を概観してき
たが， その中アリストテレスについていえば， 彼の主張はトマスに原理的
に受容れられた。 ことに可能と現実の原煙によるハビツスの概念、はトマス
にとっても中核的なものとなったが， しかしアリストテレス説は自然的な
世界に局限されるものであったから， それを超えるための一つの指標が，
多くの困難さを伴ったのにもか」わらず， アラビヤの思想に求められた。
他方， 質とし てのハビツスの考察もハビツスの一般概念、を構成する重要な
部門の一つでもあるが， プロティノス及びシンブリキオスの見解はハピツ
スの基本問題にふれるものであったからトマスには大きな意味を持ってき
たのであ
、 る。 けれども過去の思想、がそのまLトマス説を成立させたのでな
い。 それらはいずれも超えられねばならなかったものであり， 真のハビツ
ス論展開のためにはトマス自身の考究をまたなければならなかったのであ
る. しかし 過去の思想はトマスの見解をぽ化させる機縁となったのであり，
この意味で甚 だ大いな役割と価値をf:; ，)たのである。
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2.

トマス ・ アクイナスのハピツス論

前節ではトマスのハビツス論に関係をもっ史的な問題にふれたが， ここ
ではトマスにおけるハビツスの概念の原理的な成立を考えてみたい。
トマスもハピツスを論ずるに当り， まず質であることから始めている。
被造物はすべて質料と形相， 可能と現実との合成体である。 この場合， 形
相は質料の可能性を現実化するが， 存在を存在として規定し， 存在に種を
与えるものは実体的形相である。 しかし合成体の主体は偶有存在であるか
ら， 主体そのもの及びその能力を規定し完全化するものがなければならな
い。 即ち， 実体的な存在の段階で質料の可能性を規定するものが実体の種
差をなす質である。 同様に， 偶有的な存在の段階で主体の可能性を規定す
るものも偶有に於ての質である。
かくしてハピツスは規定性としての質であるが， それは又「それによっ
て事物がそれ自体に於て或は他のものへの関係に於てよくあり或は悪しく
あるもの」であるo.従ってハピツスは主体の本性それ自身を或はその作用
乃至活動を「なんらかのもの」へと規定するものであるから， ハビツスは
人間本来の本性とは区別される 「第二の木性」を構成し， それによって主
(35)

体の本 性及び活動能力を完全化すると考えられるのである。

所で上のことから， ハピツスは存在そのものにかかわる「存在的ハピツ
ス」と， 作用或は活動にかLわる 「行為的ハピツス」との二つに関与する
(36)

ことが分る。 だが， トマスはハピツスを普通には行為的なものとし， これ
を「活動能力に内在し， その能力を規定的なスベキエスの働きに傾向づけ
(37)

る質或は形相」と定義している。

だがハピツスは質である限り現実的ではあるが， 活動性に関しては可能
的であるから， それは完全な現実性でも或は可能性でもない。 却って， こ
(38)

れらの中間にあるものであって， ハビツスが第一の現実性， 活動が第二の
現実性と呼ばれるのも， ハピツスが中間的なものであるからに他ならない。
ハピツスは可能の無規定的状態を除去し， 可能性を統一的な状態へと規
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定し， 且つ性向づけるものであるが， ではハビツスが規定する可能性或は
能力とはいかなるものであるか。 トマスは能力を三つに分け， そのいずれ
にハビツスが形成されるかを考察している。
1)

全面的に能動的な能力一一これはそれ自身究極の完成を持つ能力

であって， 何物からもひき起されず， 又， いかなるものの附加も必要とし
ないものである。 これには次の能力があげられる。 すべてが純粋現実であ
る神的能力， 能動理性， 更に， 本来的に明確な現実性へと向う自然能力.
これらの能力は完全であるからハピツスの形成は全くみられない。
2)

全面的に受動的な能力一一ーパッシオや感覚能力のように， 能動的

な能力に現実化されるのでなければ活動を行わない能力であるから， ハビ
ツスを形成する根拠を全くもたない。
3)

能動的にして受動的な能力一一この能力は白己に対応する能動的

な能力によって現実{じされなければならないが， しかしその現実化も本来
一つのものへと規定されているものでない。 即ち， 能動的能力の作用の下
にあってすら自己の活動を制御する力を内包してお り ， そのため一つの現
実化へと進むには一種の形相である質を自己の中に形成することによって
のみ可能である。 この質が所謂ハビツスに他ならない。 この能動的にして
受動的な能力は人間の理性的な諸能力， 日刊ら， 可能理性， 意志， 感覚的欲
(40)

求がそれに当る。

かくしてハピツスを形成する能力は能動的にして受動的なものであるこ
とが知られたが， そのことは更に， 形成に必要な次の三条件の考察によっ
てより明らかにされるであろう。
1)

恰かも可能性が現実性に対しでもつ関係のように， 性向づけられ

るものは性向づけるものから区別された関係を持っていなければならない。
2)

なんらかのものに可能性としてあるものはすべて， 種々の仕方で

諸々のものに規定されるのでなければならない。
3)

多くの部分は， 可能性としてあるものの中からその一つのものに
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主体を性向づけ， 形相もしくは作用に対して主体をよく或は悪しく性向づ
(41)

けるために互いに調和をもったものでなければならない。

この条件をみたす能力は， やはり能動的で、あると共に受動的， 叩ち， 質
(42)

料(可能性〕と形相〔現実性〕とから合成されているものを措いていないQ
従って， 人間の諸能力が第一義的にこれに適合するが， しかし人間の構成
部分の中， 身体にはハピツスは存しないと思われる。 fi1J故なら， 身体が規
定的な自然能力に従うときハピツスの形成の余地はなく. Jlつ身体の状態
は可変的・可動的であるから， ハピツスに同有な性格， 即ち， 持続性の{動
(43)

きはそこには認められない。 唯， 身体が魂に従高する限りにおし、ては或る
種のハピツスに似たものがみられるが， 一般に身体にはハピツスは存しな
いと45-えられるo
従ってノ、ビツスは普通には「行為的」なものであるが， これは魂の能力
の中にこそ認められる。 即ち， 凡ゆる認識に対し可能的にある可能理性，
(44)

意志， 更に， 単に白然能力によらず， 珂1生或は1"五次の能力に依存する|恨1)
に於て種々の活動に対し可能的にある内的感覚， がそれに'�る。 又， 感覚
的欲求も， たとえ理性への不完全な従属であろうと， 理性の規律づけがそこ
(45)

にみられる限りはハピツスの形成されるべき必要性が認められるのである。
ハピツスを形成する主体及びその条件については以上のように知られた
が， では知識や徳の如きハピツスをもっ主体はどのようにして部分を侍っ
か。 これはトマスがシンブリキオスの「状態の定義」から得た問題の発展
であったが， 魂の能力に認められる活動の多様な可能性は， アド来， 唯一の
仕方では規定されえないという観点から， 魂の能力はlt[1分を持っと指摘す
るに至ったので、ある@ 従って魂の能力はその現実化に際し多くの部分を統
一化することによって完全なものとしなければならない。 この統一的な規
定者こそがノ、ビツスに他ならず， 又， 魂の能力はその故にハピツスを必要
とするのである。
さて， ハビツスは質である限り現実的であり， その限り作月lの原理でも
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あるが， 他方， 作用乃至活動そのものに対しては可能的である。{近v】て，、
ピツスは1-(1間的なものであるが， これは「存在的!なものとしてでなくrff
為的」なものとして魂の能力にか」わると先にいわれた。 では魂は存在的
ハピツスの主体となることはできないか。 魂は人間の唯一の存在的な完全
性であるから， 一般には魂に存在的パピツスはないと解される。 だが， 魂
を神の至高の本性に関与させ， 超自然的なものへと向けさせるハビツスと
しての恩竃が加わるとき， 魂には存在的ハビツスが明白に認められるので
ある。 即ち， 存在的ハビツスは魂が超自然的なものに関与するときにのみ
見出されるのである。
この見解に至ると， アリストテレスにおけるヘグシスのように単に自然
存在にのみ限られるものとは その存在性を全く異にし， 新たな地平が拓か
れているものといってよい。 この見解の背後にはアラピヤ思想に於ける理
性の段階説でのハピツス説の影響が認められでもよいかと思われるが， 更
にトマスは考察を進めて天使のハビツスに言及している。
諸々のギリシヤ教父， 殊に{為ディオニュシオス・アレオパギターの著作
の注解者， マキシムス・ コンブエ ヴ ソールの如きは， ヘケシスを偶有と考
え， 天使は偶有を持たない叡知体であるから天使にはへクシスは存しない
と主張した。 これに対し， トマスは， 天使は質料を含まない叡知体である
が， 人間にはみられない高度の合成， 即ち， 形相と存在との合成体である
限りは或る積の可能性を含んでいると主張する。 従って， 天使は人間とは
存在の階層を異にし， それ故に人間のハピツスとは比較されえないような
ものであっても， 猶も天使はハピツスを必要とすると考えられるのである。
何故なら， 天使は単純実体であっても絶対的な純粋現実でないから， 天使

の知性は神の完全性に遠く及ばない。 知性や意志、に従って神にまで達し，
(49)

神的な知や愛を獲得するにはハピツスを必要とするのである。
このようにトマスのハピツス論には自然的なものから超自然的なものに
至るハビツスの階層づけが見il\される。 例えば修得的パビツスや超自然的
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なものに関与する注賜的ハピツスの如き人聞においてのパピツスピ始まっ
て天使のハピツスに至る系列がそれであるが， との階層----5けもその根本に
は可能と現実とを中核とする形而k学的な原理が常に働いているのであっ
て， こL において我々はトマスにおける新たな発展を明白に指摘すること
ができるのであろう。

上述のように， ハピツスは能力に附加された「或るもの」であり， これ
によって能力は完全化される。 しかし何故に附加されなければならないか
は更に次の二つのことから知られるであろう。
1)
2)

能力を持つものの本性的な状態。
作用乃至活動に対する能力の本質的な状態。

能力を持つものの中， あるものは本性の限界の故か， 或は能力の不完全
性の為にか， 常に新たな補完者を必要とする。 人聞は自然的な存在のため
に本性的に制約された機能しか持たない。 従ってこの条件を超え超自然的
なものに達しようとするときには， カリタスのようなハピツスを必要とす
るであろう。
他方， 人聞は自然的な機能を果たすときにさえ， その不完全性を完全化
する「なんらかのもの」を持たねばならない。 即ち， 能力だけでは何物を
も現実化することができないから， そのためにもハピツスを必要とするの
である。 しかもこの現実化， 完全化に当っては「確実堅固， 速かに快をも
って」果たす必要があろう。 このような役割を担うものも， 亦， ハピツス
なので ある。 勿論， 人間の一切の能力は， すべてハピツスによって完全化
されはしない。 例えば感覚能力に附加されるものはパヅシオであり， 感覚
的な部分は本性的に活動する。 しかし人聞にとって最も本質的な知的な部
分だけはハビツスの働きなしには活動しない。
このように存在の本性的条件と共に， 能力の本質的条件のために， 人間
はハビツスの働きを必要とするが， 更に， 天使もその例外ではなかったの
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である。 しかし これは人間や天使に腎まあどこYちか， 最高の段階において
キリストの魂にも見出される。
神的な本質をみる ことは， 被造の本質を超え， ある「光Jによって至福
の直観に達することである。 キリストの魂には， この創遣者から来たった
恰かもハピツスのような「光Jが存していてキリストに至福を与えるので
ある。
更に， どのような附加物もなしにそれ自身によって凡ゆるものを認識す
るのは， 唯， 神だけであるが， 一切の被遣は附加もしくは獲得された形像
から認識に達さねばならない。 例えば， 人聞は感覚に始まり， 知性の抽象
作用の一連の活動のもとに形像を得るが， 天使にはこれらのものは注賜さ
れている。 しかしキリストの魂には， 形像は恩寵の充実を通し現前してい
る。 キリストはこれによって被遣の事物の一切を認識するのである。
かくしてキリストにはごつのハピツスが認められる。 一つは「光」とし
てのハピツスであり， とれは恰かも我々の能動理性の光りのようなもので
あるが， キリストはこの「光」によって， 自らを超えるものの認識にまで
高められる。 他は，

I集積しだ形像」 であってこれによって被遣の世界の

f回)

認識を得る。
こうした人間， 天使， キリストに至る系列の秩序づけは， もはや他に類
例をみない究極的な形でのトマス独自の表現であるが， それは又， キリス
ト教神学の探奥にも達する教説の展開でもある。 従ってトマスのノ、ピヅス
論は根抵として形而上学的原理に基づきつつ， キリスト教の本質に至る深
い内面性を持ち， 常にキリスト教の世界の内部での「本性の秩序」に従っ
ている。 その故にトマスのノ、ピツス論は近代的なハピツスの理論と軌を全
く異にするものである。 例えば後者は， ハピツスを一般に非精神的なもの
として把え， 行為の単なる反復という量的増加の下に， 主として習慣或は
(54)

習性と解したり， 或は反射的に生ずる一 種の自動現象的なものとして生理
学的な部分から取上げようとさえしているのである。 これに対しトマス説
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は花力〔可能性)の形而上学的な成長としてノ、ピツスを把えるのであるから，
八ピツスは非精神的であるどころか， 却って粕神の1動きを完全化すること
によって粕神をより自由にさせ， 人間の活動を増進させると共に知性をし
て一段と高い世界に飛躍させる任務を 持つのである。 それ故， ハビツスは
行 為の内的原理.のみならず， 知的な人間の生命原理とさえなるのであるの
か くて， ハビツスの概念、は， まず基礎的には 「主体に安らい留まる 形
(56)

相」もしくは 質として， 他方， 可能と現実の理論に立I!主11して中間者と規定
される。 そしてハピツスの基体とするものは能動的にして受動的な能力で
あるが， これは人間においては理性的な諸能力， 即ち， 可能理性， 意志，
(57)

感覚的欲求であった。 更にハピツスは普通には行 為的なものと解されるが，
一方， 1"存在的ハピツスjは主体の存在をその内tt�から規定する存在の仕方，
或は実体の状態であるが， これは魂が超自然的なものに関与するときにの
み見出されるハビツスである。 ハピツスを対象的に把えると， それは修得
的及びi主賜的の二つに区別され， 殊に後者は「本性への秩序」に応じて，
人間， 天使， キリストの中に階層的に見出される。 人間におけるハピツス
だけに限っても， 倫理的及び理知的ハピツスと呼ばれるものは， 自然的な
秩序においての人間の自由な人格と努力とによって得られるものであり，
就中， 倫理的ハビツスは意志或は欲求における 「理性の刻印J (sigillatio
rationis) ともいうべきものである。 これに対し， 超自然的なハピツスはも
はや自然的な能力だけでは得る ことができないもの， 即ち， 啓示に基く超
自然的な作用が行われるときに可能となる注賜的なハピツスである。 その
ためには， 信仰， 希望， 愛が神から注賜され， 神の内的生命を分有する こ
とが必要であるが， その場合， 人間の欲求には「信仰と愛の刻印J (sigillatio fidei et caritatis)が見出されるであろう。
以上のことから明らかなように，

トマスにおけるハピツスの概念、は， 終

局的には究憾の存在にかLわり， 神学の領域にまで達するものであるが，
その場什， ハピツスの概念そのものは， 常により向次のものに依存しよう
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とする知的・意志的な欲求が版本となって正:jめられ日ーつ統一化されている
のである。 従って我々はトマスのパビツス論のI-jlに， 生きた人間の行為の
内的!娘理と共に， 過去の自然的な世界を全く超える， いわば根本的な変容
が加えられた新たな形而上学的原聞を見出すことができるのである。
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「存在」にかかわるもの， 例えば健康， 病気， 美， 醜， 等があげられるが， こ
れは静 的な性絡をもっヘグシスと考えられる。

I行為」にかかわるもの， これは

技術， 知識， 促� ， 悪徳， ���， 精神能力の活動に関与する。
(8)
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De virt. in comm.， q. 1， a.10 ad 11.
(1日De bono conjug.， c. 21 "Virtus animi， aliquando in opere manifestantur，
a1iquand in habitu latent."
同 De diver. quaest. LXXXIII， q.73， 2 .

(1甘 ベトノLス・ロンパノレドゥスは次のように アウグスティヌスの言葉を摘要してい
る。 これが所謂， アウグスティヌスの定義として， 例えば， トマ スも種々の箇所
で ， 特に「徳一般について」の冒頭で引用し， 詳細に分析を加えているものであ
る。
Augustinus

1 Sent.， dist. ， 18

V irtus est bona qua1itas

Virtus est bona mentis，

mentis， quam Deus in nobis

qua recte vivitur， qua nemo utitur，

sine nobis operatur.(VII Contr. Iulia.)

qua;n D�us in nobis sine nobis ope-
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V irtutes igitur quibus recte vivitur ，
magna bona
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ratur.(cf. De virt. in comm.q.1， a.2)

sunt..--virtutibus nemo

male utitur.(De lib. arbit_ II，19，50)
しかしこのアウグスティヌスの言来は恐らくキケロの次の定義から出ているも
のと思、われる。
cf. Cicero， De inventione 11， 53"Nam virtus est animi habitus naturae modo
atque rationi consentaneus."(ed. H. M. Hubbel，1949)

日司 De bono conjug. c. 21， 25"Ipse est enim habitus quo ali-quid agitur， cum opus
est; cum autem non agitur， potest agi sed non opus est."
又， 1瓜千'f的に附加された質としてのハビツ スを示唆するものとしては，
cf. De Iib. arbit. 111， 10， 30 "Cibus rationalis creaturae factus est visibilis，
non commutatione naturae suae， sed habitu nostrae， ut visibilia sectantes， ad se
invisibilem revocaret."
H同司

In Ari凶口叫t旬凶eli泊s Ca抗tego町凶riaωs Commentariωu町m.(Com即n即u乱I

C. Kalbf1eisch，1907.
この存作のラテン;Jf訳は1266i[:.， メノレベケのウイルヘルムによりなされた。こ
れについては，
cf. M. Grabmann; Guglielmo di Moerbeke O. P.， 1 traduttore de11e opere di
Aristotele.(I Papi del Duecento e 1'Aristotelismo， 11) pp.128�129， 1941�46.

捌 シンブリキオスのみならず，

トマスに大いな役割を果たしたギリシヤのアリス

トテレスi主訳者には， アフロデイシアスのアレクサンドロス， テミスティオス，
フィロポノス， 等々があげられるが， ハピ ツ ス論についてはシンプリキオスが最
も深い作用を及ぼした。
シンプリキオスが質及びヘグシスについて紹介した諸説は次の如くである。 質

[

については， アンドロニコスの第五の質， エウドロス説 (cf. In cat.263， 19)等で
あるが， ヘグシスについては，
レグサ ン ド ロス←一一一一一一へサωグハシ以一ス

ポノルレ フ ユ リオ ス一一!感忍党的1性生質， ヘグシス， 状態は身体にあっては強弱の
YEをもっ
(シンブリキオス〉一一神的存在に於けるヘグシスの有無の問題

がそれであるが， これらはトマスが受容れると否とを問わず， 深い作用を与えず
にはおかなかった所説である。
cf. In Cat. 233， 16(S. T. 1 � IL q.50， a.1 corp.) ; 234， 30(q.50， a.1 ad 3); 241，
28-30(q.50，a.6 corp)

倒 質の或るものは本性的， 他はI1同lT的・消滅的であるが， 第一の質であるヘグシ

68

スと状fdさとはmrfJw、jであり， ぞれ九l土ìl'íiJ民主的であるか��かの中日興によ叶て1ヌ別さ

ゅ口σIKαìlWtór可Tf<; にぜ丸、て:1， その111で1'1能I'l'Jにある
ものが第二， 乃口jl'、]ごあ:J深[-;守的なものが第三，}:<照的なものがi-Jf�態J aX号μα
καJμo.pφカ の如き第四のí'îとして区別される(cf.In cat. 228，19)。
れる。 11"然的刊TJじ

これに対し，

トマスは形態とかr:l<;受的性質(πα0ητtKCiìπotór'fJrE<;)の多くは

木村.的でなくして偶有的であり， 反対に， 健康， 夫

^干
: の諸々の状態にi土木性的

なものがあるとし， 上の 如きシンプI}キオスの区別は不j菌汁であると批判!してい
る(cf， S， T. I-II，q.49，a.2 corp，)。
だが， プロティノスのように， アリストテレスの質の四つの区分には共通性が
見られないと考える批判に対し， シンプリキオスはむしろ四つの質の内的な秩序
づけを企てたように思われる。 従って， その区別自身に対してはトマスも反論を
加えたが， 匹1つの11:の秩序づけという想念そのものはシンブリキオスに負ってい
るように!考えられる (cf. ibid)。
倒

Simplicius

Aristoteles

(In Cat. 240，27--29)

(Met. L1，19.1022bl--2)

L1tMhat<;ÀZrfrαc roû gχoντ0<;μf::.pr;

AúrÍKα吋νðtá(hσtνÀf::.rw{)αt

dxçl<;号καrà róπ0))号καráðúναl1Cν
号καr' dðo宮・

μまνØWtν τoû ê:Xoντ0<;μf::.pη
ráçt�ν; r奇ν καrà τ6π0ν 丹ðúναflt
号κ附ατ， dðo<;.

闘

S. T， 1 -� II， q. 49， a，l ad 1.
シンブリキオスは彼11身の説に並んで， 他の諸説を41官に紹介したが，

凶

トマス

は彼を;[!して始めてストアの思想家のfEについての見解を知った。IWt_)， 技術に
みムれ乙ようなDX:る干?のヘグシスはIilj大乃至減少の段F析を合むのに対し， 徳のヘ
クシスはかかわ段目与をハナこない， より多く或はより少く{曹は存しない， という見
解がそれでじらるが， トマスはこれに反論を加えることにより白説を展開したっ
cf， 1n Cat .284， 32 (S， T.I-II， q. 52， a.1 corp.) ; G. Vert此e， St Thomas d'
Aquinぞt le Stoicisme， (Miscellenea Mediaevalia， B. 1， Antike und Orient im
Mittelalter. SS，48 - 68，1962)
間

似て�， .;;土イスラム教に同有な思想、に上って理性の段階説をとなえたが， その代表
(I"Jなものをあげれば次のように表わすことがでさみであろう
Aトkindi(l)

1.

Alfarabi(2)

A vicenna(3)

Averroes(4)

1ntelIectus

Intell肘tus

Intellectus

qUl sempcr

in potentia

n:atpria1is

materialis‘

(lctl1‘

(matcrialis

1ntellectus
est

ln

69

トマス・ アクイナスにおけるハヒツメの概念

2.

Intel1ectus
qU1

m

po・

tent1a est

Intel!ectus

1ntel1ectus

1ntel1ectus

in effectu

in habitu_

in habitu.

1ntellectus

1ntel1ectus

1ntellectus

adeptus(ac圃

m

(in hab山〉

amma.

m

3.

Intel1ectus
仁U町1 exit

1日

anima de

actu.

agens.

quisitus).

potentia ad
effectum.

4.

Intellectus
quem voca.

1ntel!ectus

1ntellectus

Virtus ima

agens停

adeptus→

ginat1va.

mus demon-

1ntel1ectus

strat1vum.

sanctus.

(1)

cf. A. Nagy， Die phi10sophischen Abhand1ungen des Jaqhûb ben 1shâq

A1-kindi， BGPTM， 11 ， 5. S. 1， 1897; R. Wa1zer， New Studies on A1-kindi， in
"Greek into Arabic“， pp.l75--205， 1962 .

(2) cf. G. Quadri， La phi10sophie arabe dans l' Europe m剖尚va1e， p. 84，1960
(3)

cf. Avicenna， De anima， 1，5. f. 16 vb CAvicennae pcripatetici phi10sophi

ac medicorum faci1e primi opera， Venetiis 1508， Nachdruck1961; L. Gardet， La
pensée religieuse d' Avicenne， pp. 114---115， 1951; G. Quadri， op. cit. pp. 107・

111; E Troi10， Avicenna司Fi10sofo， e la sua inf1uenza su 1a fi10sofia e 1a cu1tura
europea de1 medio evo， pp.47-48， 1957.
(4)

cf. Averroes， De anima， 1ib 1II， comm.20， f.165r (Aristotelis Opera cum

Averroes Commentariis， Venetiis apud Junctas 1562-1574， Nachdruck 1962，
Supp1. II; E. Rnenan， Averroès et l'Averroisme， dans "Oeuvres comp1étes， T.
III， pp.l07-127，1947.

i大の書には理 性論の史的系譜が簡潔に記されている。
Summa contra Genti1es， Vol. !I， apendix 1， pp. 303--307， cura et studio C.
1'era， D. 1'. Caramel1o， 1961.

f仏次のものはことにアヴエロエスに ついてぷ制。
C. Hernàndez， Historia de 1a fi10sofia españo1a.

Fi10sofia hispano・musu1-

mana， 2vo1s，1957.
凶

cf. G. Quadri， op. cit. p. 108. 能力(f�J旦性についての見向れこはプロティノス的

なfti'll"Jが』よられるであろう。
間

Cf. Sufficentia， L. II， cc.3 - 4 ， 7; De anima， 1 ， 5. f.16vb; Met. 1II， c.2， VII，
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c.1. IX'， cc.1-3; M. Horten， Avicenna. Das Buch der Genesung der Seele， S.
645 sqq， 1960.
倒

De anima， lib. II1， comm.20， f. 165r.

側 アリストテレスのテグストに関して， ミカエノレ・スコトゥスと メノレベケのウィ
ルヘルムとのラテン語訳を対照すれば次の通りである。
Aristoteles

Michael Scottus

Guil1elmus de

(De anima， T. 5

(Averroes， De anima，

Moerbeka(Thomas

430a14-17)

lib. UI， comm.18， f.161r)

de Aq.， 1n Arist.
De anima， L. I I I，
Lect. X)

καt MστtνbμEν

Oportet igitur ut in ea sit

Et est intellectus hic

τOWÛτ0すνOÛ\:τiþ intellectus， qui est intell巴ctus，

quidem talis in omnia

πáνταrEνεσ0αt

secundum quod efficitur om.

fieri， il1e vero in omnia

ó ðé riþπ&νTα

ne: et intellectus， qui est intel-

facere， sicut habitus

πolfêν， φ\:!tÇI\:

lectus， secundum quod facit

quidam， et sicut lumen

τI\:.oloν T占。W\:・ ipsum intelligere omne， et

facit potentia existentes

rp67rov ráp

colores， actu colores.

1:tνα

intell巴ctus， secundum quod

καJτ6 fþw\:πOIEÎ

intelligi t omne， est quasi habi・

r(x ðuνáμEt Öντα

tus， qui est quasi lux， lux enim

Xpφμ:arα!:;VEpr-

quoquo modo etiam facit

dqχpφμαTα

colores， qui sunt in pote白tia，
colores in actu.

アリストテレスは受動理性と， 後に能動理性と名づけられたものとを区別し，
前者が「すべてになる」ものであるから質料的なものとし， 後者は「すべてを作
る」が故に原因のようなものであるとして， 可能的に色であるものを現実的に色
にする光りになぞらえ， 一種のヘグシスであると考えた。 この問題が後にギリシ
ヤの注釈者をはじめとして諸々の人に困難さを含む主要な問題とされた ことは周
知 の如くである。 cf. W. D. Ross， Aristot1e， De anima， 1ntr.， pp.41- 48， 1961.
ミカエル ・ スコトウスについては，
cf. C. H. Haskins， Studies in the History of mediaeval Science， pp. 272--298，
1960.
叉， 上記の アリストテレスのテタストについてのアヴエロエスの注解は次の通
りである。
"Deinde dixit， et intellectus secundum quod facit ipsum intelligere omne， et
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intendit per istum， illud quod fit， quod est in habitu. Et

hoc pronomen，

ipsum， potest refferi ad intellectum materialem， sicut diximus: et potest refferi
ad hominem intelligentem， et oportet addere in sermone secundum. quod facit
ipsum intelligere omne ex se， et quando voluerit. Haec enim est definitio huius
habitus scilicet ut habens habitum intelligat per ipsum illud， quod est sibi
proprium ex se: et quando voluerit， absque eo quod indigeat in hoc aliquo
extrinseco." Lib.lII， comm. 18， f. 1 61r.

このような説の展開に当っては， アフロディシ アスのアレクサンドロス， テミ
スティオス， 等の見解に詳密な検討が加えられた。
トマスはこのアヴエロエスの言葉を次のような定誌の形で引用している。
cf. S.T.I - IL q.50， a.1: q.51 ， a.1."Habitus est quo quis agit cum voluerit."
剛

cf. De anima， Lib.m， comm. 4--5， 18， 20.

刷 その{也にもトマスに影響を及ぼしたと考えられるものに， f!\ディオニュシオス
・ アレオノミギー♂の著作， 及び彼の注釈者マキシムス ・ コンブエッソールの著述
や「原凶諭jに崩茅的にみられる見解もあげる ことができる。
cf. Dionysiaca. Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des oeuvra.
ges attribués au Denys d巴l'Aréopage. るd. Ph. Chevallier， 2vols，1937-50.

詳細な索引を参着。
cf. Die pseudo-aristotelische Schrift "über das reine Gute" bekannte unter
dem Namen "Liber de Causis“， bearbeit. von O. Bardenhewer，1882.

メ，

ー般にトマス以前の�t'世には形而上学的な概念、としてのノ、ビ ツ スは知 られ

ていなかったと思jコtl，る。 例えばベトノレス ・ ロンノ〈ノレドウスにしてもアウグステ
ィヌ ス の 見解をあげるにとどまり(1) ， アベラノレドウスにしてもキケロの古典的
な他の完義に依存して語るにすぎないし(2)， 又， アラーヌス・アプ・インスー リ
スもハピ ツ スと習慣との差を論ずるとはいえ， 形而上学的な内容をもつものでな
い(3)。 勿論， 徳に問1してのハピ ツ スmは登富にみられるが， いずれもアウグステ
イ ヌス的な 見解を示しているにすぎない(4)。 このような ことはトマス以前の中
世の思想家に共通していえる ことであり， 従ってトマスは彼等からはどのような
形而上学的な原種も見出していないといってよいであろう。
(1)

In Sent. c. II. dist. 27， c. 2-3 (PL1 92).

t christianum，(PL.1 78，
(2) Abaelardus， Dialogus inter Judaeu叫philosophum 巴
1651-52).
(3)

Alanus ab Insulis， cf. O. Lottin， Psychogie et moral巴aux XXe et XllIe
si色cles，'T. m，p.107.

(4)

徳との関係の下でのハピ ツ ス品の史的考察については， ロタンの一聯の著
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作参看。
O. Lottin， op. cit.， TT .I-IV，1942-60. idem， Aristote et 1a connexion des

vertus mora1es. (Autour d' Aristote， offert込Mgr. A. Mansion， pp. 343364，) 1955.

倒

「命題集i主解]から， 成熟期の著作に至るトマスのハビツス説の史的変遷の慨

要として，
Ch..A. Bernard， Théo1ogie de l' espérance se10n St. Thomas d' Aquin， pp.14 18， 1961.

�3) S. T. I-II， q.49，a.I corp.
�� ibid. q.49，a.2 corp.
闘ibid. q.49， a 3 corp.

闘 "habitus entitativi"と"habitus operativi“の用語がそれに当るが， これらの用語
はトマスには用いられていない。 スアレス等が使用し始めたと考えられる。
捌ibid. q.54，a.1 corp.
倒ibid. q.49， a.3 ad 1. cf. De virt. in comm. aふ

ω1) S.T.I-II， q.49，a.3 ad 1.
位。De virt. in comm. a.1 corp.， cf. ibid. a.6 corp.
(1) P脱出田tantum a盟主2
1. Potentia divina.
non indigent principiis

2.

Intellectus agens

actus.

3.

Potentia natura1es.

1.

Passiones.

2.

Vires sensitivae secundum se

(2) P'otentiae tantum actae
ve1 m己主non agunt nisi
ab a1iis motae.

consideratae.

(3) Eotentiae agentes et acteae

Vires rationa1es.

moventur a suis activis，
quod ea non determinantur ad
unum， sed in eis sunt agere.
凶

cf. S. T. 1 -II， q.49，a.4 corp.

闘 しかしながら天使にも或る種のハピツスが存する。 神的な普や知恵を分有する
限りに於てはハピツスを必要とすると考えられるからである。
cf. ibid. q.50， a.6; L.-B. Geiger， La participation dans 1a phi1osophie de St.
Thomas d'Aquin， pp. 98-99，n. 1， 1953.

•

fi� S. T . 1-II， q.50 ，a.1 corp.
凶 意志は， 木来， それがたとえ普遍的な[ちゃ， 人間同有の炉;に規定されはしでも，
超自然的な善や， 他者に対する善には或る無規定性を有する。 例えば究極目的へ
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と秩序づけるカリタスの如き対神的徳， 試は正誌の如き倫理的i告は芯:志、のrt1に比
出される。

cf. ibid. a.3 ad 1; I，q.81， a.3 ad 3; D巴virt. in comm. a.4.
同ibidム8. 感覚的欲求が予怨する感覚的認謙は， �'IJI析力及び想像力によって展開
される個別的な認識であるが， 理性の普J担的なI12識に秩序づけられるものである

から， 理 性は感覚的欲求をして， 感覚的な内への 運動に 規定づけるものといわね
ばならないο

性団 Simplicius， In cat， 240， 27 --29; S. T. 1.... U， q.49， a. 1 ad 3.
同ibid. 1， q. 79， a.6 ad 3; q.87， a2.; 1ーII， q. 50， a.4 ad 2; q.71， a.3; ru， q.ll a.5:
Sum. c. Gent. 1， c.56; De verit. q.l0， a.2 ad 4; etc.

性団 S. T. 1 - II. q.50， a.2 corp.; q.ll0， a.4 corp.
H掛ibid. q.50， a.6 corp.
剛 cf. De verit. q.20， a.2 corp.

刷 De virt. in comm. a.1 corp.
倒 De verit. q.20， a.2 corp.
刷ibid.

(54) cf. Descartes， Passions de l'âme， A.-T. T. XI， p.360.
又， �.欠のものは近代的なハピツスの理論を扱うものとして参看。

cf. ]. Cheva1ier， L'habitude. Essai de métaphysique scientifique.1929_
例えば， "Théorie de l'aiguillage chronaxique"はいずれにしても新たな神経団

附

路の立証を目指すものであろう。
同

De virt. in comm. a.1 corp.

間

可能理性は'"J知的な事物にんjしてはIIJ能的にあり， lLつ， 理知的なハピツスに

対して受動的な要素をなしている。従ってIIJ能的に留まっていた刈象は能動的要
素である。能動理性の光りによって現実化されなければならない。
意志に関しては， その能動的原理をなすものは， その目的 ， 即ち ， 善への白然
的傾向であり， 受動的原理は個別的な:15 に対 しての無規定性の 中 に 構 成 されるの
であ っ て， これら両者の原理 を通して意7iE、 にハピ ツ スが形成 される 。
感覚的欲求は王室性の制i仰を受ける場合， まずハピツスの受容一一即ち， 受動的
要素ーーが生じ， 次いで欲求能力が理性の習に至らんとして性向づけられるとき
一一即 ち，

能動的要素 一一一そ こ に ;立 ハピ ツ ス が存す る 。

