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提題 エックハ/レト問題

中 山 善 樹

エックハノレトは今日においても謎の思想家である. その生涯も謎に包まれているが，

その思想も， 多くの研究書が書かれていながら， 一向に評価が定まらない. そればか

りか研究が進展すればするほど ， ますます解釈の幅 も広がってきているようである.

次に現在 までに判明した事柄とそれに対する私 見を述べる.

1 ラテン語著作とドイツ語著作

周知のように， エックハノレトの著作には， ラテン語著作とドイツ語著作があるが，

従来は， 主としてドイツ語著作が注目されてきた. しかし現在 では， 多くの主導的研

究者(E. Wink le r， H. Fische r， K . Flasch etc.) の一致した見解は， エックハノレトの思

想研究の基礎となるのは， ラテン語著作であるということである九それは第 一に，

その思想内容の豊富さと表現の厳密さのためであり， 第 二には， テダストの信j唇性の

ためである. それに対して， ドイツ語著作は， 一般民衆と修道女に対する教化のため

の説教と講話からなり， その表現に厳密さが欠けており， テクストの信慾性もラテン

語著作に比べると， 遥かに劣る. そればかりか， ドイツ語著作が編纂されるにあたっ

て， その批判的基準にされたのはラテン語著作であった. 確かにドイツ語著作の写本

の数は， ラテン語著作に比べて遥かに多い. しかしこのことから， ドイツ語著作のラ

テン誘著作に対する内容的優位を即断することはできない.

何よりもまずエッグハノレトはドミニコ会の内部において， トマスの後継と目されて

いた当時最大級の神学者であった. ラテン語著作は， 聖書の諸書を講解し(lectio) ， 

そこで生じた問題を討論し(quaestio) ， 説教する(p rae dicatio) とし、う神学教授とし

ての エックハルトの公的教職活動の所産で、あり， 純粋に学問的性格のものである. し

たがって， その学問的意義に注目するならば， ラテン語著作のドイツ語著作に対する

内容的優位は否定しがたい. しかしこのことは， ドイツ語著作は研究に値しないとい

うことではない. エックハノレトが偉大な神学者であったのと同時に卓越した説教家で‘

あったことは否定できない. しかしながら， 強調しておかなくてはならないことは，
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ドイツ語著作はラテン語著作を基礎にして初めて解釈可能となるということである.

今日のエックハルト研究においては， もはやラテン語著作の軽視， ドイツ語著作への

偏愛といったことは許されない. エックハノレト批判的校訂版全集の主導的編纂者の一

人であった]. Koch も言うように， ラテン語著作とドイツ語著作の聞に内容的阻僚は

なく， 両者は密接に連 関している九

また， エックハノレトの思想史 的位置づけについても， 従来はエックハノレト思想を或

る研究者 ( w.Ba nge ) は， トマス思想、の枠内で解釈しようとし， 他の研究者 (H. Ebe 

li ng， H. Ho f) は， トマスとは異なる新プラトン主義的性格のものであるとした. ま

た別の研究者0. Koch ) は， それらの折衷を試み， エックハノレト思想の根本はアウグ

スティヌス的新プラトン的性格のものであるが， その表現形態はアリストテレス的ト

マス的なものであるとしてきたが， 現在では， エツグハノレトはトマス思想、に精通して

おり， それを前提として受け入れた上で， それを独自の仕方で， 恐らくアノレベルトゥ

ス ・ マグヌスとディートリッヒ ・ フォン ・ フライベノレク ( Diet rich vo n F reibe rg) の

知性主義の影響を受けて， 超克しようとしたものであるとされている (K .Flasch ) 3). 

主導的研究者の一人である H. Fische r によると， トマスが留まったところで， エツ

タハノレトは自分の思想、を始めるのであり， ここではトマスは前提にされており， 方法

論的にさらなる展開へと導かれているのである4)

2 聖書解釈の方法

それでは， そのようなエッグハノレト思想の独自性はどのような点に現れているので

あろうか. 私 はそれは， エッグハルトの聖書注解の方法に現れていると思う. エック

ハノレトのラテン語著作は lectio， se rmo， expositio ， t ractatus， co llatio， quaestio と多岐

にわたっているが， それらはし、ずれも広い意味での聖書解釈であり， しかも聖書の通

常の連続的逐語的解釈ではなく， 冗長さを避けるために， 多くの事柄は短縮し， ない

しは完全に省略するように配慮した上で， 比較的小数の聖句を選び， それに深遠な霊

的解釈を施したものであった. 例えば， 主著と見なされる『ヨハネ福音書注解Jにお

いて， 全部で 21 章からなる「ヨハネ福音書jに対する注解の三分の一以上がその第

一章のみに充てられており， さらにこのまた三分の二以上が， その冒頭の「始原にお

いて言葉があったJ ( I n p ri ncipio e rat ve rbum ) とし寸聖匂に充てられている. とし、

うのは， エックハノレトはこの聖匂のうちに含まれている「始原J (p ri ncipium ) 概念
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の う ち に， 重大 な 哲 学 的 意 味 を 認め て い た か ら で あ る. ま た， こ の「短 縮」

(brevitas ) の方法のうちには， 聖書は全体として一つの有機体で、あり， 全体は部分の

うちにあり， 一つの聖句のうちにも聖書の全体が反映しているとの確信があった. さ

らにその際， 通常の聖書解釈においては最も重要視される聖句の文字的意味 (se nsus

littera lis ) は殆ど 顧慮、されることはなく， 専らその 霊的ないし警喰的意味 (se nsus

spi ritualis sive parabo licus ) が注目され， そのうちに隠されている哲学的意味を開示

することに向けて解釈は遂行された.

しかもその際， この「短縮jを旨とする聖句の選択基準は注目すべきものであった.

エックハノレトは次のように言っている. 彼の聖書解釈の方法は， í旧， 新約両聖書の

聖典の多くの聖句についての珍しい解釈である. 特にそれらのうちで他のところでは

読んだことも， 聞いたこともないと思われるようなものが扱われるのである. 確かに

通常のものはより良心 より重要なものであるが， 新しくて珍しいものはより甘美な

仕方で霊魂 を刺激するからであるJ 5) とし、う言葉のうちに端的に示されている. í次の

ことに注目すべきであるJ (nota ndum quo d) という一定の形式で， 新しい解釈を導

入するエックハノレトの聖書解釈は， 彼の神学教授としての講解や説教の有り様を紡{弗

とさせるものである. また， 具体的な解釈の遂行にあたっては， 聖書の新約と旧約の

区別は殆ど 顧慮されることはなく， 聖書は全体として一つの完結体と見なされた. 例

えば， エックハノレトは， r創世記注解』においても， 先に述べた「ヨハネ福音書jに

対するのと同様に， やはりその「始原」概念 に注目しており， その冒頭の「始原にお

いて， 神は天と地とを造られたJ ( In pri ncipio c reavit deus caelum et te rram ) とし、

う聖句に最大の関心を払っている. またそれら， 新約と旧約の二つの要句の解釈は，

結果的にも極めて類似しており， í始原」はそのど ちらの場合にも， まず第 一に， íイ

デア的理念 J (ratio i dealis ) として， 第 二に， í知性J (i nte l lectus ) として， 第 三に，

そして究極的には， í 存在J (esse ) として解釈されたペ

3 哲学者たちの自然的論証による聖書解釈

以上からすでに明らかなように， エックハノレトの聖書解釈はラディカノレな哲学的解

釈であった. エックハノレトはこのような特有の聖書解釈をあくまでも意図的に遂行し

た. エッグハノレトは『ヨハネ福音書注解』の冒頭 で， í始原において言葉があったj

とし、う聖句を説明して， 明確に次のように言っている. íこの言葉とそれに続く他の
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言葉の解釈においては， 著者のすべての著作におけるのと同様に， 聖なるキリスト教

信仰と両聖書の主張する諸々の事柄を， 哲学者たちの自然的論証によって (pe r 

ratio nes natu rales philosopho rum ) 解釈することが著者の意図であるJ 7) . 注目すべ

きことは， これが彼の「すべての著作における」聖書解釈の意図で、あると明言してい

ることである. さらに， エツクハルトは同書の別の筒所において次のようにも言って

いる. rそれゆえに， 聖書は次のように解釈されるならば， 極めて適切である. すな

わち， 聖書のうちには， 哲学者たちが諸事物の本性とそれらの属性について書いてい

る事柄が共鳴しているのであり， 特に真理のーなる泉とーなる根から， 聖書において

も， 自然においても， 存在することよってであれ， 認識することによってであれ， 真

であるすべてのものが発出するからであるJ 8). その根拠は， エックハノレトによれば，

神学と哲学の真理は異なるものではなく， それらは同ーの脈管に由来するものである

からである9) すなわち， 信仰と理性の真理は分離されるべきではなく， 真理は一つ

であるというのがエックハルトの確信であった. さらに， このような特有の聖書解釈

の正当性は聖書自身の証するところでもある. すなわち. Uく「世界が造られたとき

から， 目に見えない神の性質， つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており， こ

れを通して神を知ることができますJ (ロマ. 1 ，20 ) .  

このようにして， エックハノレトはなしうるかぎり自然的理性 (rati o naturalis ) によ

って聖書を解釈しようとするが， それはキリスト教の玄義 (myste rium ) である受肉

(i nca rnatio ) と三位一体 (t ri nitas ) にまで及ぶ. あるいはむしろ， エツタハノレトが最

終的に， その哲学的解釈の対象とするのは， この二つの玄義であると言ったほうが適

切かも知れない. 人間の白然的理性はそれ自身の内的動機にしたがって， 玄義の内奥

にまで突き進んで行くのである. このような企図は. K. Ru hも言うように10)， 驚く

べきものであり， トマスも拒否することであろう. トマスにとっては玄義は， 超自然

的事柄であり， 自然的理性の及ぶところではない. しかしエツグハノレトの立場に立っ

てみれば， 玄義が玄義に留まるか ぎり， それへの信仰は吉信 (sac rificium i nte l 

lectus ) に留まらざるをえない. 玄義への信仰は知l解されなければならない (i ntel  

lectus fi dei ) .  しかし注意しなくてはならないことは， エックハノレトのこのような試

みは， 決して玄義の哲学的基礎づけを目論むものではなく， あくまで玄義への信仰の

知解の一形態であり， そこて、は信仰が知[J解に先行しているのである. その意味では，

エックハルトの知解の試みはアンセノレムスのそれと軌をーにしていると言える. その
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結果， エックハノレトが到達したのが. I霊魂 のうちにおける神の (子の ) 誕生J(par 

tus dei i n  a nima ) とし、う根本事態である. われわれの霊魂 のうちで神の子 が誕生する

こと， そして恩寵によってわれわれ自身が神の子となること， それが受肉 と三位一体

の哲学的意味であるとともに. ]. Kopper も言うように， エツ タハノレトのすべての著

作の言わんとする唯一の主題であった11) またこれは， 聖書自身がその正当性を証す

るところの事柄でもある. すなわち， 日く「しかし， 言は， 自分を受け入れた人， そ

の名を信じる人々には神の子 となる資格を与えた. この人々は， 血によってではなく，

肉 の欲によってではなく， 人の欲によってでもなく， 神によって生まれたので、あるj

(ヨハ. 1，12.13) . さらに. Iわたしの子 供たち， キリストがあなたがたの内に形づく

られるまで， わたしは， もう一度あなたがたを産もうと苦しんでいますJ (ガラ. 4， 

19) • 

4 神秘主義か

以上のようにして. 14世紀初頭のヨーロッパにおいて， アリストテレスの受容や

ラテン・ アヴエロエス主義の影響によって， 神学と哲学が急速に分離していく中で，

エックハノレトは， ユダヤの哲学者マイモニデスに範を求め， 聖書の哲学的解釈を遂行

し， そのことによって， 信仰と理性， 神学と哲学の総合を， しかも哲学の側から試み

たのである.

しかしここで問われなくてはならないことは， もしそうだとすると， 果たしてこの

ような試みは「神秘主義J (M ysti k) という名称で括ることができるであろうかとい

うことである. I神秘主義jとし、う名称には， ど うしても暖昧で非合理的なニュアン

スが付きまとう. エックハルトの試みた聖書の哲学的解釈は， 暖昧模糊とした非合理

的なものとは無縁であり， その意味では， 主導的研究者であるH. Fisc her， K . Flasch ， 

L. Hö dlらが異口同音に言うように1ヘエックハノレトは「神秘主義」ではありえない.

確かに， ドイツ語著作は概念 が暖昧であり， その上， 時として思惟の高揚が見られる

ので. I神秘主義的jに映るかも知れない. しかしこの場合も， ラテン語著作に対す

る適切な理解を基礎にすれば， 走塁意的な解釈を防ぐことができる. エックハノレトはド

イツ語著作においてもまた， 彼の教説が単 に聖書の中だけでなく. I理性的霊魂 の自

然的光においても」確実なものであることを強調した1九確かにエックハルトの思想

の根底には， 神の恩寵に対する深い神秘的体験があったことは否定できない. しかし
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このことから， 彼の思想の全体性格が「神秘主義jであったということは帰結しない.

トマスを始めとして， すべての大きな思想の根底には， このような神秘的体験が伏在

していると思われる. いずれにしても， エツタハルトは， トマスと同様に， その著作

において「神秘主義Jについては一言も語っていない.

また， このようなエツグハノレトの試みは， 聖書のケリュグマをその神話論的覆いか

ら取り出し， 普遍的な思惟の対象にするものであって， 聖書の持つ普遍的真理性をそ

の本来の形態において露にすることを目ざすものである. その意味で， 神不在の時代

と言われる現代においても， あるいは現代においてこそ， エッグハノレ卜 の呼び掛けは，

重大な意味を持っていると言えるのではなかろうか.
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シンポジウムを終わって

今回 の シンポジウムにおいて， 私 の提題に対してなされた質問のうち， 紙幅 の関係

上， 二つを選んで、簡潔に答えることにしたい 。

まず in carn atio の歴史 性について， エックハノレトはどのように 考えているかとい

うことであるが， この質問に対しては以下 のように考えるo エックハノレトは言うまで

もなくイエス・ キリストのできごとが factum であることを認めている 。 しかしわれ

われの霊魂 のうちでそれが内的 経験とならないならば， 換言すると， I霊魂 のうちに

おける神の子の誕生Jとし、う根本事態が生起しないかぎり， それは僅かなことに留ま

ると言う。 このように エックハノレトは in carn atio の根源的 歴史 性を霊魂 の内的経験

のうちに求めている。

次に創世記 の 冒頭の in principio creavit deus caelum et terram とし、う聖句におけ

る creatio を エックハノレトはど う考えているかという質問に対してであるが 、 エック

ハノレ卜 の creatlOに対する考え方の基本は、 いわゆる creatí o con tin ua 、 すなわち連

続的創造である。 エックハノレトは創造は歴史 の始まりにおいて起こった一回 かぎりの

出来事ではなく、 不断に行われている出来事であると把握している。 しかもそれは単

に被造物を 存在 のうちに保持するということではなく、 被造物に対して不断に新しい

存在 を 賦与する出来事として捉えられている。 そして言うまでもなく、 それが霊魂 の

うちなる出来事として生起する場合には、「ネ申 の子ーの誕生Jになる 。


