エッグハルト『ヨハネ 福音書注解』における始原 論
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エックハノレトのラテン文テクスト全体を通覧してみると， エックハルトが或る

場合には， í存在J(esse) は神であることを強調し， 或る場合 に は，

神 は「知性」

(intellectus) ないし「知性認識J (intelligere) であって， 存在ではないことを強調
していることに当惑させられる1)

確かに， 存在も知性ないし知性認識も， い ずれも

エックハルトの根本概念であることには変わりがないが， エッグハルトのラテン文テ
グストの内部に限定しても， 少なくとも表面的には， それらの両者の関係は判然とし
ない2)

そのような問題状況において， 第三の根本概念として， 場合によっては， そ

れら両者の関係を新たな視角から照射するものとして， í始原J (principium) なる概
念が注目され始めた3)

モイス ィ シュ (Burkhard Mojsisch) によると， エッグハノレ

トの形而上学は第一次的には， 1存在」 の形而上学ではなく， í始原」の形而上学であ
るとさえ言われる4)

いずれにしても， このことを確証するために は，

始原概念が頻

出する重要なテ ク ス ト で あ る『ヨハネ福音書注解� (Exρositio s. evangelii sec.
Iohannem) におけるそれが，

可能なかぎりテクストに密着して， 解釈されなくては

ならない.

2

エヅ グハルトの『ヨハネ福音書注解』によれば， 11ヨハネ福音書Jの冒頭 に お

いて「初めに言があったJ(I n principio erat verbum) (1， 1) と言われる際の「初
めJ すなわち「始原J (principium) と は， ま ず第ーに， í理念J (ratio) である. エ
ッグハノレトによれば， 発出するものは産み出すもののうちにおいては理念として存在
するのであり， その理念のうちでは， あるいはその理念をとおして， 産み出されるも
のは産み出すものから発出するのである町. こ れ らはもろもろの事物に先立つ理念で
あり， もろもろの事物の原因であり， それは定義が告知する理念であって， その理念
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はもろもろの事物の第一の原因であり， その理念を知性が把握するのである. こ のよ
うにして， 産み出されたもの， ないしは或るものから産み出すものは， 神的なものの
うちに先在しているのである. エッグハルトが好んで 挙げる例を挙げれば， í義人」
(justus) はその「義J (justitia) によって， 義人なのであって， 義はけっして義人
から 後になって抽象されたものではない. 義は義人に存在論的に先行するのであり，
その点において義人に比して， 存在論的優位を保持している.
また発出するものは産み出すものの「子J(自lius) である. 子とは，

本性において

異なるものではなく， ベルソナにおいて他なるものである. 産み出されたものは， 始
原のうちにあるかぎり， 本性において異なるものではなく， 基体において異なるもの
でもない. エッグハルトが用いている例を挙げれば， 職人の精神のなかにある箱は，
まだ箱ではなく， 職人の生命であり， 知性認識であって， その現勢的観念で あ る 6)
このことは， また換言すれば， í言J(verbum) は始原の実体そのものであり， í始原
において言があったJ(I n principio erat verbum) と言われていることから明らか
なように， それが過去であるがゆえに， それはたえず産まれてしまっているのであり，
それが未完了であるがゆえに， それはたえず産まれるのである. こ のようにして始原
はまた， 子であるとともに， 言をも意味し， アウグスティヌスが『三位 一体論』にお
いて言うように， すべての生ける不可変的なもろもろの理念によって満たされた， 或
る種の知であり， その知のうちでは， すべての理念がーなるものとなっているのであ
る7)

そこには， もはやもろもろの事物のもろもろの理念が併存しているのではなく，

ーなる根源的な知， すなわち理念が子， 言として現存しているのである. エッグハル
トが好む先の警えを挙げれば， 義人は義の言であるとともに子であり， その言ないし
子をとおして， 義はそれ自身を言い表し， 明らかにしているのである.

3

第二に， エッグハノレトによれば， 始原は知性ないしは知性認識として捉えられ

る. 始原と知性との密接な関係は， 始原が理念であるとされていることからも， すで
に明らかであろう. 理念はほかならぬ知性によって把握されるものであるからである.
知性の固有性は， 知性認識されうるものを， それ自らの始原において把握するところ
に存する. エッグハルトによれば， もろもろの事物のすべての認識はその始原をとお
して， その始原において成立しているのであり， 認識がその始原のうちに還元される
までは， 認識そのものはたえず覆われたものであり， 暗いもの で ある8)

知性は神に
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おいて最大限に， そしておそらく万物の第一の始原としての神そのもののうちではそ
の全体において， その本質によって， 知性であり， 純粋の知性認識である. しかもエ
ッグハルトによれば， そのうちにおいてロゴスが， 理念が存在している始原は， 知性
として， その結果をよりいっそう高貴な仕方であらかじめ有している本質的に働くも
のであり， その結果の原因性がすべての種を超えているようなものである的.
ここでエッ クハルトは注目すべき「本質的始原J(principium essentiale) 論を展開
している10)

本質的始原の「自然的条件J (conditio naturalis) は， エッグハルトに

よれば， 以下のようなものである. 第一の条件は， 本質的始原のうちには， 結果が原
因のうちに含まれているように， その始原から生じたものが含まれている川. 第二の
条件は， その始原から生じたものは， その原因， すなわち本質的始原のうちにただ単
に存在しているのみならず， 先在しているのであり， それがそれ自身において存在し
ているよりも， より卓越した仕方で存在しているのである山. 第三の条件は， その始
原そのものは， つねに純粋な知性であり， その知性のうちには， 知性認識以外の他の
存在は存しないのであり， その純粋の知性はいかなるものとも共通のものを持たない
のである山. 第四の条件は， 始原そのものにおいては， また始原そのもののもとにお
いては， 結果はその潜勢力において始原と同時的に存在している14)
エッ グハルトによれば， 理念は知性のうちにあり， 知性認識することによって形成
されており， 知性認識そのものに他ならないのである 15)

すなわち理念は， 本質的原

因論の第四の条件からして， その潜勢力において知性と同時的である. 理念は知性認
識そのものであり， 知性そのものであるからである. それゆえに， 本質的始原論の第
三の条件において， 始原そのものは， 端的に， 純粋な知性であるとされているのであ
る. そしてこの知性ないし知性認識のうちに始原の存在論的規定を求めている点にお
いて， エッグハルトは， その本質的始原論を， モイス ィ シュ によれば， エッグハルトの
ドミニ コ会における直接の上長でもあり， 当時， 著名な思想家であったディートリッ
ヒ ・ フォン ・ フライベル グ(Dietrich von Freiberg) の「本質的原因J (causa es
sentialis) 論から継承しているのであり， アルベルトヮス・ マグヌスの系譜に連なる
ものであるとされている16)

4

しかしながら， テクストを検討してみると， エッグハルトは第三に， そして究

極的には， 始原を存在として捉える. そしてこの把握は， エッ グハルトにとって， 前
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二者の把握よりも， より包括的で根源的なものであった. エックハノレトによれば， す
でに述べられたように， 子は父においては， 言すなわち理念であり， それは生じたも
のではないが， その同じ子が， 世界のうちにおいては， もはや言ないし理念あるいは
認識する知性の属性の下においてではなく， 存在の属性の下 に お い て存す る のであ
る 17)

すべての働きは， より真なる， かつより高貴なる存在を， その原因のうちに有

しており， 第一の原因である始原のうちにおいてのみ， すなわち神のうちにおいての
み， í絶対的にして端的な存在J(esse absolute et simpliciter)を有しているのであ
る. この世界のうちのすべての原因においては， 結果は原因のうちに「これこれしか
じかの存在J(esse hoc vel hoc)を有しているであり， その意味では神以外のすべ
ての原因は「これこれしかじかの存在者J(ens hoc vel hoc)であるが， それらは
「端的な意味における存在J(esse simpliciter)としての神のうち で の み， í絶対的
にして端的な存在」を持つのである18)
さらにエッグハルトによれば， 神と神的なものであるかぎりでのすべての神的なも
のには， 内に存在するということと最も内奥に存在する と い う こ と が属するのであ
る19)

世界に向かつての神の第一の働きは， 存在であるが， 存在はそれ自体としては，

すべてのもののうちで最も内奥のものである. その最も内奥のものが世界との関係に
おいて現れるとき， 存在として現れるのである. 存在はそれ自体としては， 理念より
も， 知性よりも， 内奥のものであり， それらすべての存在者にとって， より包括的で，
根源的なものである. エッグハルトにとって， そのような存在概念は， 本来的な意味
における始原に最も相応しいものである.

5

エックハルトは， すでに他の拙論において示したように， その『創世記注解』

(Exρositio Libri Genesis)において， �創世記』の冒頭における「初め に 神は天と
(1， 1)というア
在とを造られたJ(In principio creavit deus caelum et terram)
ウ クトリタスを解釈して， やはり同様に， 始原を， その思惟の深まりに応じて， 第ー
には， íイ デ ア的理念J (ratio idealis)と し て，
intellectus)として，

第二には， í知性的存在J(natura

第三には， í永遠の第一の単一の今J(primum nunc simplex

aeternitatis)として， 第四には， そして究極的には， í存在J (esse)として捉えてい
る20)

このことからエックハルトは『創世記』と『ヨハネ福音書』を同ーの観点から，

なしうるかぎり整合的に解釈しようとしていることが明らかになるであろう. また聖

エックハノレト『ヨハネ福音書注解』における始原論

143

書の旧約と新約の異なった二つのアウ クトリタスのうちに， 形而上学的意味において
何の相違も認めていない21)

エッグハルトにとっては，11ヨハネ福音書注解』の注解の

方法論を述べた最初の部分において明らかにされているように， それらの聖書の言葉
のなしうるかぎり哲学的な解釈が問題であったので、あり， í哲学者たちの自然的論証」
(rationes naturales phiIosophorum) によって， それらの言葉を基礎づけることが問
題であったので、ある22)

そして小論において素描したように， 知性ではなく， 存在の

うちに， 始原の第一の， 最も根源的な規定を求める点において， 筆者には， エッグハ
ルトはデ ィートリッ ヒともアルベルトゥスとも異なっており， むしろ根本においては，
トマスの系譜に連なるもののように思われるのである23)

しかしこのことは， すでに

素描したように， エックハルトの存在の思索がトマスの存在論の全面的受容であるこ
とを意味しない. むしろトマスの存在論とは， 別の質の存在の思索が展開されている
可能性もあるのである24)

始原論を探究することによってこ のことはわれわれに対し

てよりいっそう明瞭になってきたと思われる. しかしエッグハルトの存在論について
は， 稿を改めてより詳細に論じなければならない.
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