
エックハルト『ヨハネ福音書註解』における「存在J

中山みどり

1 問題の所在

エックハノレトはfヨハネ福音書註解』執筆の意図に関して， rキリストの神性と三

位一体の奥義」を記す『ヨハネ福音書』の言葉全体を「哲学者たちの自然的論証jに

よって解釈することだと述べる九そうした彼の意向を反映して， 神学と哲学にまた

がり両者を統合する概念である「存在J (esse)は， rヨハネ福音書註解』において最

も重要な概念の一つであり， また「神は存在そのものである」という命題を基軸とし

て展開される存在に関するコンテクストは， 多岐に渡り複雑に錯綜している. たとえ

ば， エックハノレトは神の三位一体のベノレソナの流出・発出との関係から存在を捉える

だけではなく， 被造物の創造における存在に関して， また神への還帰を目指し被造物

が存在を渇望するあり方， 更には被造物の中でも特に人間における存在と知性認識と

の関連性なと.について述べている.

本稿ではそのうち， 神から被造物に存在が賦与される創造と， あらゆる被造物が存

在を欲するとしづ存在への渇望の連関をエックハノレトがどのように捉えているかにつ

いて考察する. 特に， 人間存在において神への還帰と表裏一体の関係にある存在への

渇望が問題となるとき， 存在論が神認識論と構造的にし、かに結びついているのかに焦

点を当てる. その際， rヨハネ福音書註解』の特徴のーっとして， rヨハネ福音書』冒

頭の「初めに言葉があったJ (In principio erat verbum)とし、うアウクトリタスをめ

ぐる解釈が内容的に重要であり， 量的にも全体の約九分のーを占めており， 言葉 ・ ロ

ゴスの理解が存在論に密接に関わっていることが予想される点に留意しつつ， 考察を

進めたい
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2 三位一体のペルソナとの関係における存在

第一に， 神の三位一体のベノレソナとの関係における存在， 即ち万物の創造以前の次

元における存在に関しては， 存在， 一， 真， 善の超範鴎概念が導入されて考察されて

いる. 存在， ー， 真， 善の四概念は， 本来的に神に属する概念であり九 これらは同

ーのもので， その基体に関しては実在的に置換可能なものであるが， それに固有の意

味内容ないしは各々の固有性に よって区別されるといわれる3)

そして， 一， 真， 善は各々父， 子， 聖霊の三つのベノレソナに帰される. ーは最も直

接的に存在に関わり， 無限定の存在を最初に最小限度に規定するのであり， ーそのも

のにはその意味内容と固有性からして， 最初に産出するものであることとすべての神

性と被造物の父であることが帰属するとされるべ即ち， ーはすべての流出の第一の

始原としてそれ以上遡及し得ない「始原のない始原J (principium sine principio)と

呼 ばれ， r生まれず生むJ 父のベノレソナにあたるのである5) 換言すれば， ーは始原

として働き存在を与えるが， その意味はーと同一である自己自身を生み出すことであ

る. 存在の完全性を示すーは， 類似性などの他性と無関係であるからであるべ従っ

て， 真はーと同ーの実体としてーのみから産み出される7) その固有性から， 真はも

のと知性とのある種の一致であり， 認識されたものと認識するものの間に生まれた子

孫であるという. それゆえ， ロ コス・理念・言葉である「生まず生まれる」子のベノレ

ソナに真は帰されるのである8) 善はーと真がーなるものである限りにおいて， ーと

真から発出する両者の結合としての愛を意味し， 聖霊に帰される町. この ようにー，

真， 善に各々父， 子， 聖霊のベノレソナが対応するのに対して， 存在はいかなる位置を

占めるのだろうか.

存在は神の本性であり， 神は存在そのものである川. また， 存在は第一の現実態で

あって， 完全性及び完全なるものに関わり， 光に警えられる11) 従って， 三つのベノレ

ソナは存在を神の本性として共有するのであるが， エックハノレトにおいてはベノレソナ

に よる本性の共有 よりも， 存在が生む， 生まれるという産出(productio)と無関係

であることが強調されている. 即ち， エツタハノレトは， 存在は「他のものと関係しな

いものであり， 無限定なものであるので， その意味内容からすればいかなる産出の始

原でもない. つまり， 無差別的なもの， 無限定なものからは何ものも発出しなし、J 12l，

さらに「神は存在と本質の観点の下では， いわ ば眠っているもの(dormiens)であ
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り， 隠されているもの (latens)であり， それ自身においては隠されているのであり，

(……)生むものでもなければ， 生まれるものでもなし、」と述べるのである叫. 存在

は， 他のいかなるものにも依拠せず， 差別化 ・ 区別化し得ないという性質をもっ. だ

が， 出生 (generatio)・ 発出 (processio)・ 流出 (emanatio)という広義の一切の産

出関係は， 神が神自身を限定することによってはじめて可能になるので， 存在自体は

いかなる産出の始原ともなり得ず， 産出関係を超越するのである. 他方， r存在は内

奥 (intus)と本質に関わる」とされ， 内奥性という神の性質が存在の固有性と考え

られている1ぺ神の存在こそが最も内奥に存在するとは， 被造物にとってそうである

ことを意味するだけでなく， 一義的には「隠されているj神自身にとって創造に先行

する神内の次元で， 存在が最内奥のものであることを意味するのである.

ところで， 一切の産出と無縁であるにもかかわらずその同じ存在そのものについて，

「本質そのものないし存在は， ーなるものと父性の意味内容ないし固有性の下におい

ては， 被造的なものであれ， 非被造的なものであれ， すべての存在者のうちへと発芽

しつつ， 呼吸しつつ， 創造しつつ， 溢れ出ている」という1 5) つまり， すべてのもの

に存在が賦与されること， 即ち一切が存在者たらしめられるということは， 始原であ

る父の一性においてなされるのである. 父が「生む」ことによって， 非被造的な各々

のベノレソナにおいて， 存在が充溢し， ー性， 真性， 善性という存在の完全性が獲得さ

れる. また， エッグハノレトによれば， 新約聖書を旧約聖書から区別するのは， 子のベ

ノレソナの流出が明示されている点なのであるが16)， 父のー性によって限定された存在

が， 父から子へと自己同ーのものとして渡されることが， 子のベルソナの流出である

といえよう. 神の本性である存在は， 神が三位一体のベルソナとして自己を展開する

基盤であるが， 展開そのものはあくまでもーなる父に依拠しているのである. 産出の

始原である父なしに， 存在が与えられることはない. この点をエツタハノレトは， 特に

神内における産出関係の有無に基づいて， 存在を他の一， 真， 善の三概念と明確に区

別することによって示しているのである.

3 創造における存在

第二に， 神と知的実体である天使 ・ 人間 ・ 自然の全被造物を対比的に捉える場合の

うち， 創造における存在について考察する. 被造物はそれ自体としては無ないし非存

在であり， 第一原因である神の内で， 神のみから存在を受け取るとされる川. 詳述す
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れ ば， エツグハルトは原因と結果の関係において捉えられる存在を「これこれしかじ

かの存在J (esse hoc vel hoc)と「絶対的で端的な意味での存在J (esse absolute et 

simpliciter)の二つに分けている18) 結果においてこれこれしかじかの存在として把

握される際の個別の事物は， 実体的形相固などの特殊原因をこれこれしかじかの存在

者として持つ. しかし， これは二次的原因に過ぎない. それに対して， すべての結果

である全被造物を生じさせる第一原因は神であり， 神のみから端的かつ絶対的な存在，

存在そのものが賦与されるのである.

そして， すべての存在者お よび存在性の第一の範型的原因としての神内には， 父と

子と聖霊が存在するとされ， 神内で、のベノレソナの流出が被造物の創造の範型になって

いるのである川. では， 創造の範型としての父と子はどの ような関係にあるのだろう

台、

父が子を生むこと， 子の出生とは， 父である始原からの言葉・ ロ ゴス・理念・知性

の発出として理解されている20) エックハノレトに よれ ば， 言葉とは本来的に言葉を生

み出すものを告げ知らせ明らかにする働きをなすのであって， 子である言葉は父を証

す2九父に一性が帰属する ように， 子には同等性が帰属し， 父と子は同名同義的に同

等の関係にあるという22)

それに対して， 被造物は子の固有性である同等性を媒介として， 一性からの降下と

いう形で創造される. というのも， 被造物は神とは無限に隔った存在者であるので，

神に対して不等性を有するが， 不等性は同等性を媒介とすることなしに， 一性から降

下することも発出することもあり得なし、からである制. そして， 被造物は類比的な仕

方で神の存在性， 一性， 真性， 善性を得るのである制. 特に重要なのは， 存在性が神

自身にとってだけではなく， 全ての被造物にとっても始原である一性の固有性の下に

おいて， あらゆる被造物に受容される点である. エックハノレトは神の存在が父のー性

とともに万物に浸透することを， 世界 (universum)という名称がーなるものに向い

たもの (uni-versum)に由来することに関連づけて説いている2へ また， 神の真性

は一性から直接に降下し， 天使と人間の霊魂という認識的存在者を産み出し， 善性は

真性を媒介としてー性から直接に降下し， 人間の霊魂以外の身体やすべての自然とい

う実在的存在者を産み出すという2 6) 以上の ように， 被造物を存在たらしめる創造は

父のー性が始原となり， 子の媒介に よって成立するのである.
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4 存在への渇望

ところで， エックハノレトは226節で旧約『伝道の書j (l. 7) rそこから諸々の流れ

が出てくるその場所へと， それらの流れは還帰する」を引用しつつ， r神はすべての

被造物を創造することに よって， まさに神が創造するということに よって， すべての

被造物がその全存在の第一原因としての神に従い， 秩序づけられ， 向きを変え， 還帰

することを， すべての被造物に語りかけ， 課し， 世話をし， 指示する」と述ベる2町7η)

エツFハノルレトに よれば， 既に神の創造において創造されたすべてのものの還帰まで射

程に置かれているのである. そして， 被造物が神への還婦を果たそうとすると， 神の

本性である存在への渇望が被造物において引き起こされる28) つまり， 神への還帰は

存在への渇望と表裏一体の関係にあるといえる. それでは， 創造における神から被造

物への存在の賦与と， 被造物が持つ存在への渇望に関して， どの ように整合的に理解

できるだろうか.

第ーに， 被造的存在が宿す不安定性から考えてみる. 知的実体以外の一切の被造的

存在者を形相と質料の観点からみると， 被造物が存在を持つのは， 形相において， か

っ形相のみを通してであり， rいかなる複合体ないし質料も， 形相が与えるところの，

ないし形相そのものであるところの， 従って形相の結果生じるものであるところの存

在がなければ， 存在を持たないjとされ， 存在は形相に結果するものと捉えられてい

る29) その一方で， 悪が質料から生じ， 質料はほとんど無に等しく， または可能態な

いし可能的にあることを意味するという理由から「すべての形相と本性とは， 質料か

ら逃走しいわば質料を忌避しているJ とある ように， 形相と質料は存在を挟んで対立

的に理解されている30) 形相は存在の完全性に被造物を近づけるが， 質料は存在の欠

如， 即ち無へと被造物を引きつける働きをなすからである. 従って， 被造物は創造に

よって存在を受け取ってはL、てもそれに よって安定するのではなく， 存在と無の聞に

生じる緊張状態に置かれ， 存在を渇望するといえ よう3九エックハノレトはこうした不

安定性のゆえに強まる存在への渇望を， r存在は， 存在の外にあっては， すべてのも

のが不穏であるものであり， 存在をすべてのものが求め， 存在しないものすらが存在

する ようになるために求めるものである」と表現している山.

第二の理由として， 被造物に対して存在が目的因として働く点が挙げられる. 神は

一切の存在者に対して， 作用困， 形相困， 目的因として関わるが， この三つの原因の
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中で目的因が第一の原因とされる間. エックハルトは『ヨハネ福音書』冒頭の「初め

に言葉があった」に 対応させ て. r内に (in)Jが 目 的 因 で. r初 め ・ 始 原 (prin

cipium) J が作用因. r言葉 (verbum)Jが形相因にあたるとする3へその際， 言葉

である子が， 始原である父「からJ とされずに， 父の「内にJ 存在しているといわれ

ているのは. r内にjという語が目的因の本性を示しているからだという独特の解釈

をしている35) その意味するところは， 既に見た ように存在は最内奥のものであるの

で， 存在が目的因であるということであろう. 即ち， 存在は被造物を神へと志向させ

る目的因として働くのであり， 神を始原の観点からみると神は作用因であるが， 目的

因としての神は存在なのである.

ところで， 神においては始原と終局お よび目的は一致する36) 従って， 神は被造物

を神へ還帰させることを究極の目的として， 創造において存在を被造物に与えたので、

ある. 存在を賦与された被造物の側からすると， まさに存在が与えられることに よっ

て被造物は存在へと呼び出され， 存在を渇望し， 存在そのものである神を志向するの

だといえ よう.

5 人間にとっての存在

それでは， 被造物の中でも特に人聞においては， どの ようにして人聞から神へ向か

う還帰運動は成就し， 存在への渇望は満たされるのだろうか. エックハルトは， 人聞

が自己の存在の究極的源泉である神に向かつて還帰することをいかに強く欲している

かについて. r人聞は， 神の全体的実体の似像に向けて造られているのであり， また

ーなる全的なものに基づいて存在のうちへと産み出されているのであり， 神に似たも

のに帰ることが人聞を満足させるのではなく， 人間は人聞がそこから出てきたーへと

帰るのであり， このことのみが人聞を満足させるjと述べている3九人間存在にとっ

て還帰への衝動は， 神に似たものに帰ることに よっては満たされることがない. それ

が満たされるのは， 本来そこに人間存在が由来する「始原のない始原J と呼称される

ーに帰ることに よってのみである. ーは， 神と被造物の聞の類比的関係性を超出して

おり， 人間のみがーへの還帰を希求するところに， 人間存在の特殊性が示されている.

でトは， 人間存在を他の被造的存在から区別し， 人間を人間たらしめているものとは

何であろうか. ここで， 今一度人間の創造に立ち返ってみる. 人聞は， 霊魂の内なる

思惟的存在者， 即ち知性と， 霊魂の外なる実在的存在者， 即ち身体に分割される. 前
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者は ロ ゴスである真性に基づいて創造され， 後者は真性を媒介としてー性から直接に

降下した善'性に基づき， 前者の下位にあるものないしはその後なるものとして創造さ

れた. というのも， 善の理念そのものが真の内にあることに よって， 非認識的存在者

である身体は， 認識的存在者である知性の内にその原因を有するからである38) この

ように， 身体は知性 よりも下に価値つeけられ， 人聞を人間たらしめているものは知性

(inteJlectus)だと考えられている. 知性には言葉が理念的なものとして深く関与し

ているが， それに よって， 人聞は事物をその始原において認識することができるので

ある制. それだけではなし更に重要な点は. I知性の対象は， 本来的には (pro

prie)端的な意味における， かつ絶対的な意味における露な存在者 (ens nudum sim 

pJiciter et absolute)であり， それはただ単に善のみならず， 真とー よりも先なるも

の， より単一なるもの， かつ より卓越したものである. (……)それゆえに明らかな

ことは， 神の露な実体， 我々の至福， 即ち神であるところの存在の充溢は， 知性に よ

って存立し， 見出され， 受け取られ， 到達され， 汲み取られる」とある ように叫， 本

来的かっ第一義的には知性の対象が， 端的で絶対的な意味における露な存在者とされ

ている点である. 先に， 人聞はーへの還帰に よってのみ満足できると述べられていた

が， 露な存在者とは， すべての産出の始原であるー よりもさらに先立ち， 単一の存在

そのものといえ よう. つまり， 人間の神への還帰は， 人聞を人間たらしめる知性に よ

る露な存在そのものの認識に よって成就するのである.

他方， エックハノレトは， 知性と存在の関係について， 知性認識は存在であるが， 知

性認識する前は存在ではなく， 無であると述べている叫. 即ち， 知性が知性認識する

以前， 可能態として存在を持つことはあり得ず， 知性認識してはじめて知性は存在を

得る. 認識することがなければ知性ではなし知性における認識の重要性が強調され

ている叫. それならば， 一体どこから知性認識はその存在を得るのかというと， 知性

認識の対象から受け取るという43) 従って， 一般的な事物の知性認識においては， 個

別の認識対象から「これこれしかじかの存在J を受け取るのだが， それとは次元を異

にする[絶対的で端的な意味での存在」が賦与される知性認識があり， エックハルト

が両認識を区別しつつ， どちらの場合も知性認識の存在性の獲得は， 全面的に認識の

対象に依拠すると考えているのは明らかである州. そして， 後者の知性認識こそが，

存在そのものである神を認識対象とする神認識なのである. 人間に存在を与え人間の

生の目的である神を認識することが真の神認識であり45)， 神認識に よって， 神は知性
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認識にとってそれ自身の基体 よりも何 よりも最も内奥のものとなるのである州.

また， こうした存在と知性の不即不離の関係は， 人間存在に先立ち， 子のベノレソナ

に由来する. rヨハネ福音書J (1，18)の「父の胸におられる独り子が神について語っ

たjの解釈として， エックハノレトは子において「存在とは知ることと語ることであ

るJ とする4九即ち， 子において存在と認識は同ーのこととされ， ロ ゴスは存在を自

己同一的に証明するのである48)

それでは， 人間の知性は具体的にはどの ような場合に神を認識する可能性を持つの

だろうか. 人聞はいつでも神を知性認識できる状態にあるのだろうか. そうではない

ことに容易に気づくだろう. なぜなら， 人聞は一方で・は存在を渇望し神に従おうとし

ながら， 他方では神を思い浮かべることもなしいかにして名誉， 富， 享楽を得るか

に関心を持つような， 存在から無へ落ち込んで、いく可能性を抱いた不安定な存在だか

らである49) さらに， もし人聞が神以外のものを神として認識するなら ば， 人聞は神

と誤認した当のものから存在を受取り， その結果， 神の子ではなくなるであろうとも

いわれている叫. つまり， エックハルトに よれば， 知性のうちに神以外の何らかの存

在がある限りは， 神から存在そのものを与えられること， 即ち神を認識することは不

可能なのである. 神以外の何らかの存在がある状態とは， 知性がこれこれしかじかの

個別の被造的存在に囚われている事態を示す. この時， 人間にとっての存在とは， 本

来は「存在を与える始原としての神にとっての存在J 51)に等しいものであることが忘

却されている. 人間は， 存在そのものを受容する姿勢になく， 被造的存在がそれ自体

虚無であることに気づかず， それらがあたかも人間のために存在しているかの ように

思いなしている. だから， エツタハノレトは神に従い神を認識するために， 一切の被造

性の放棄を主張するのである. I知性はすべてのものを知性認識するためには，

(……)知性が知性認識する諸々のうちのいかなるものでもない. それゆえに， すべ

てのものがその内に存在する神に従おうとする者は， 一切のものを放棄しなければな

らない (debet relinquere omnia) J と 52)

つまり， 知性がし、かなる認識対象からも存在を受け取らず「裸の板J53)として空に

なり， ただ露な存在そのものに向かつて開かれたその時にはじめて神認識が可能とな

るのである. エックハノレトは一切の被造性の放棄を， 知性が神のみから存在を受け取

るために， 認識対象である神に対して受動性に徹することとして理解している叫. 徹

底的に受動的になった知性とは， 知性が個別的存在者に よって混濁された状態から脱
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すること， 換言すれば一切の被造的存在から離脱した知性を意味するのである.

6 結 論

以上の ようにエックハノレトは， 人聞を初めとする一切の被造物の存在への渇望を強

調し， その原因を存在が目的因であることに求めている. 被造物は自ら存在している

のではなく， 創造において神から存在を与えられることで、存在たらしめられるのだが，

まさにそれゆえに存在を渇望するのである. そして， 人聞における存在への渇望を知

性認識に よる神認識として捉えることが可能となるのは， 知性認識における存在の賦

与は認識の対象からもたらされるからである. ゆえに， 一切の被造性を放棄し被造的

存在から離脱し， 認識対象として神のみを受容することに よってはじめて， 知性認識

は神から存在を賦与される. そのためには， 人聞はまず「謙遜 J(humilitas)でなけ

れ ばならないとエツタノリレトは考えている 55) 謙遜に基づく被造性からの離脱こそは，

神にのみ完全に従属し人間が存在し生きる目的である神を認識する道を開くからであ

る. この ように， 人間の知性認識の受動性を核とする存在論から神認識論への展開は，

創造とともに神への還帰の構造においても， 子のベノレソナが重要な役割を担っている

ことに よる. エックハノレトにおいては， 子の認識と存在は自己同ーのものであるため

に， 子の固有性である真性に基づいて創造された人間の知性は神認識の可能性をもっ.

だが， 可能性の実現には知性の被造性からの離脱が不可欠であって， エックハノレトは

離脱を通じた神認識を， 子の自己無化と受肉に倣う行為として理解している. つまり，

露な存在そのものを求めて止まないダイナミックな存在論は， ロ ゴス理解との深い関

わりにおいて成立しているのであり， その点が『ヨハネ福音書註解jにおける存在論

の著しい特色をなしているといえるだろう. この同註解書における存在論を， 他のラ

テン語著作における存在論・ ロ コeス論と突き合わせ整合的総合的に解釈することを，

今後の課題としたい.
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