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本稿では， エツクハルト1)の隣人愛論を， トマス『神学大全，1')の隣人愛論との比較
を通じて明らかにすることを試みる. 隣人愛についての言説は， エックハルトのラテ
ン語・ドイツ語両著作に散見する3)が， 本稿では， 主にラテン語著作を対象とする.
ラテン語著作には， トマスの隣人愛論の詳細に立ち入る議論が見られるからである.
以下においては， 第 1 章で， 自己愛と隣人愛との関係について， 第2 章では， 神へ
の愛と自己愛との関係について， 第 3章では， 神への愛と隣人愛との関係について，
トマスとエックハル卜が述べるところを比較する. 最後に， 第4章では， 両者の愛の
概念を比較する.

第1章

自己愛と隣人愛

トマスが隣人愛に対する自己愛の優位を主張するのに対して， エックハルトは， 自
己愛と隣人愛の同等性を説いている. 本章ではこの点について確認したい.
トマスが『神学大全』で隣人愛を論じるのは， 愛徳、ca rita s 論(第2 部の 2 第2346問)の枠内である. 愛徳の対象について論じられるのは第25間であるが， その第
l項によると， 愛徳の愛は神を対象とするだけではなく， 隣人をも対象とする. なぜ
なら， 愛徳によって人聞は， 神を根拠として隣人を愛し， 神のために隣人を愛し， 神
の内にあるものとして隣人を愛するからである叫. さらに， 同問第4項によると， 人
聞は愛徳によって自分自身をも愛さなければならない. なぜなら， 愛徳とは，

「人聞が一義的には p rincipaliter 神に対して， 二義的には e x consequenti 神に
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属するもの e aquae suntDei に対して抱く友情である. そのようなものには， 愛
徳を抱く人間自身も含まれる. したがって人聞は， 神に属するものとしてquasi
ad Deum pertinenti a愛徳から愛される他のものとともに， 愛徳から自分自身を
も愛するのであるJ5)

このように， トマスによると， 隣人も自分自身も愛徳の愛の対象となる. そのよう
に， そのどちらもが神に属するものとして神のために愛されるべきであると論じられ
る脈絡においては， 隣人愛に対する自己愛の優位は主張されていない. この限りでは
エツクハルトとの相違はないと言えよう. エックハルトも， 自分自身をも隣人をも神
の内で神のために愛すべきであると説くからである. I私が私自身を真に愛するのは
神の内でであるように， 隣人を真に愛するのは神の内でであるJ6).
しかしながら， トマスは， 愛徳の 「秩序o rdoJを論じる脈絡では， 隣人愛に対す
る自己愛の優位を主張する. 第26問第4項 「人聞は愛徳によって隣人以上に自分自
身を愛すかjの sed co ntr aでトマスは， マタ22・39 Iあなたはあなたの隣人をあな
た自身のように愛さなくてはならないDiliges p ro ximum tuum sic ut teipsumJにつ
いての一つの解釈を挙げている. それは， 自己愛が隣人愛の 「範型e xempl arJであ
ることを示すものとして当該聖句を解釈する解釈である7)

この点てるすでに， エック

ハルトとの違いが見られる. エックハルトは， 自己愛が隣人愛の尺度mensur aでは
ないと述べているからである. I自己愛が隣人愛の尺度であるのではなく， rこころを
あげての』神への愛が自己と隣人への愛の尺度， つまり根拠にし て原因 r atio et
c aus aであるJ6).
さて， トマスは， 先に挙げた sed co ntr aに則りつつ， 続く主文で， 隣人愛に対す
る自己愛の優位を 主 張 す る. それによると， 愛徳によ っ て 神 は 至 福 の 根源p rin 
cipium として愛され， 自分自身は至福の分有者 p articeps として， 隣人は至福の分
有における交わり s OClet as にある限りで愛されるが， 至福の分有は その交わりに先
行する. Iしたがって， 人聞は， 神の次に自分を， 誰か他の者よりも愛すべきであ
るJ)9 . このように， トマスは， 隣人愛に対する自己愛の優位を主張する.
ちなみに， トマスは， 他の箇所でも， マタ22・39 Iあなたはあなたの隣人をあな
た自身のように愛さなくてはならないjに対して， I人は隣人を自分と同等に ae 
qualiter 愛すると理解すべきではない. むしろ自分と同様に similiter 愛すると理解
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すべきである」との解釈を提示して円隣人愛と自己愛との同等性を否定している.
しかしながら， エツクハル卜は， マタ22・3 9 の 「あなた自身のようにjに対して，
トマスの解釈とは別の解釈を加えている. その際， エツクハルトは， I……のようにJ
を意味するラテン語の 語として， マ タ イ伝やルカ伝の sic で はなく， マルコ伝の
t am qu am と い う 表 現 に注目 す る. さ ら に， t am qu am を 「同 じ だ け 多 く t antum
qu antu mJと解する.

「私たちはもはやただたんに， マタイとルカ[10・2 7Jが言うように， 私たち自
身を愛するのと『同様に sicu U隣人を愛するのではなく， マルコ[12・31Jが
言うように， 私たちが私たち自身を愛するのと『同等に t am qu am j， 隣人を愛
するのである

ーところが， r同等に』とは， r同じだけ多く t antum

qu an 

tum jという意味であるJ

lll.

聖句についてのこのような解釈に基づいて， エックハルトは， 隣人愛と自己愛との
同等性を主張する. I神を有し， 神を愛する者は， 隣人を自分自身と等しく p arite r，
また等しい仕方で de p ari 愛するj1 21. このような同等性について彼は， I十全な同等
性ないし等しさ， あるいはむしろ同一性 plen a ae qu alit as si v e p arilit as au t po tius
identit as di le ctio nis sui et p roximiJ31 1という表現を用いて語っている. ここでエック
ハル トは， トマスが却下した

ae qu alite rという副詞の名詞形を用いるとともに，

plen aという形容詞を用いて強調し， さらに，

ae qu ali t as を p arit as と言い換え， 最

後に， identit as という， 差異を排除する語を持ち出している. これによって， エツ
クハル卜が， トマスの見解から決別して， 自己愛と隣人愛との同等性を説いているこ
とが明らかである.

第2章 神への愛と 自己愛
前章において確認したように， トマスが隣人愛に対する自己愛の優位を主張するの
に対して， エックハルトは， 自己愛と隣人愛との同等性を説く. ところが， 隣人愛と
自己愛をめぐる両者のこの相違は， 神への愛と自己愛をめぐる両者の見解の相違とも
連関している. つまり， 隣人愛に対する自己愛の優位を主張するトマスが， 神への愛
の基礎に分有を想定し， 分有を欲する自己愛を愛徳の愛に含めているのに対して， 隣
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人愛と自己愛の同等性を主張するエツクハルトは， 神を愛する際に， 分有を欲する自
己愛を否定すべきことを説いているのである. この点について本章では確認したい.
トマスによれば， 人聞は， 愛徳の愛によってだけではなし すでに自然本性的愛に
よっても自分以上に神を愛する 14)

神への自然本性的愛については. r神学大全J第

1 部第 60問第5項「天使は自然本性的愛によって神を自分自身以上に愛するか」で
詳しく論じられている. 同項主文では. I自分であるところのものが自然本性的に他
者に内属しているようなものは， 自分自身以上に根源的に， また自分自身以上に多く，
自分が内属しているものへ傾けられているJ15)と言われ， そのことが， 手が身体のた
めに， 国民が国家のために犠牲になるという， 部分と全体の関係によって説明されて
いる. そして， 部分が全体を自分以上に愛することl引を大前提とし， すべての被造物
が神に属することを小前提として， 天使と人聞が自然本性的に自分よりも神を愛する
ことが帰結されている. また， 同項第一異論解答では， 何らかのものが， 自分の 「現
実存在と善性の根拠 ra tio existen d i et bonita t isJを自分よりも愛することを大前提
として， 個々のものが神を自分以上に愛することが結論づけられている. さらに， 同
項第二異論解答では. I個々のものが神であるところの善に依存しているからという
のでなければ， 何らかのものの自然本性の内に， 神を愛するということはないであろ
うJ17)と述べられている.
このように， トマスでは， 人聞を含め被造物は， その存在と善が神に依存するがゆ
えに， 神を自分以上に愛すると考えられているが， このような論証は， 自然本性的愛
についてだけではなく， 愛徳の愛についても見られる. 神を神のために愛する愛徳の
愛も， 神の至福への分有によって可能となることが明確に述べられているのが『神学
大全』第2 部の2 第26問第13項第 3異論解答である.

「神が各人にとって愛する根拠の全体であるのは， 神が人間の善の全体であると
いうことによってであろう. というのも， ありえないことではあるが， 神が人間
の善ではないと仮定するなら， 人間にとって愛する理由はないであろうからであ
る. したがって， 愛の秩序についていうなら， 人間は神の次にもっとも自分自身
を愛するということでなければならないのであるJ18).

この箇所によると， 人間は神の至福を分有するからこ そ， 神を神のために愛するこ
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とができるようになるのであり， だからこ そ， 人間は神の至福への分有を， 隣人のた
めよりも自分のために欲すべきなのである. つまり， トマスでは， 愛徳における神へ
の愛も， 分有を基礎として考えられており， そのために， その分有を欲する自己愛が
隣人愛に先行すべきことが主張されているのである.
神への愛についてのトマスのこのような論法については， 20世紀の論者によって
も注目されている. 有名なニーグレンの『アガペーとエロース』も， トマスが， ギリ
シア哲学的エロースとキリスト教的アガペーの矛盾を， アリストテレスのフィリアに
よって克服しようと試みたものの， その試みが不成功に終わっていると述べている 19)
ニーグレンによると， トマスの教説は， 自己愛を根底としているがゆえに， アガペー
を容れるべき場所がないのである. そして， トマスの教説の根底に自己愛があること
の証拠としてニーグレンが挙げるのが， 上述の『神学大全』第2部の2 第26問第13
項第 3異論解答なのである叫.
このようなトマス批判に対してトマス擁護を試みた最近の研究の一例が， カール・
ホルの解釈を批判するレオンハルトの研究 21)である. ホルは， 先の論法を， 愛徳によ
ってさえ人聞が神を愛するのは最終的には人聞が自分自身の至福に到達するためであ
ると理解するが， これに対してレオンハルトは， r神の至福への分有は， 愛徳の動機
ではなく， 愛徳を存在論的に可能にする根拠である」聞との解釈を提示している.
トマスも愛徳における人間の神への愛を 「神を神のために愛する愛」として考えて
いるのは確かであり， その限りでレオンハルトの擁護も正当であると言えよう. しか
し， トマスがそのような愛の出発点とするのは神の至福への分有であり， そのような
分有を自分のために欲する自己愛が愛徳には含まれるとトマスは考える. そのことを
示しているのが， r神学大全j第2部の2 第26問第13項第 3異論解答にほかならな
い. しかし， まさにトマスのこのような論法に対して， エックハルトは， 神への愛が
神の至福への分有によって可能になるなら， 神を自分のために愛していることになる
と批判する.

「……人が自然本性的愛によって自分自身より神を愛することはないとは， 今日
に至るまで多くの人々が主張しているところである. しかしながら， 別の人々は，
確かに結論として反対のことを主張しているが， しかし不適切な論証手段に拠っ
ている. つまり， 彼らは， 被造物が自然本性的に自分自身よりも神を愛すること
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を証明するが， 被造物の存在が根源としての， かつ終極としての神に依存するか
ら quia s uu m ess e dependet a deo u t a pr incipio et u t a f ine と言うのである.
しかしながら， このことをよく吟味するなら， このことは主張されていることと
反対のことを証明しているのである. というのは， 被造物が自分自身よりも神を
愛するとしても， 自分の存在がまさに神に依存しているからであるなら， 神を自
分自身のために pr opter

s e ipsam 愛するのであって， 神を神のために pr opter

deum 愛するのではないからであるj231.

ここで， 自然本性的愛によって人聞が自分自身より神を愛すると主張する 「別の
人々jの論証と考えられるのが， 先に挙げた『神学大全 j 第 1部第 60問第 5項であ
る. このような論法をエックハルトが批判するのは， まさに彼が「神を神のために愛
する愛Jを， 分有を求める自己愛を排して考えようとしたからではなかろうか. エッ
クハルトは， 神への愛において自分のものを求めることを徹底的に却下する.

「私たちは神だけを意図しなければならない. ……私のもの， 私の所有物を何も
意図してはならない. ……ちょうど， 神もまた， 彼のものを求めず， 私たちの利
益を意図するようにJべ
2

「感謝の活動において， 人間は自分のもの， 自身のものを何も求めず探さない.
自 分 自 身 を 否 定し， 自 分 を忘却し， r自 分 の も の を 求 め な い[ 1コリ13・
5HJ九
2

「人聞はすべての賜物にあたって， 自分を自分の外に出して， 自分のものを保持
しないこと， 何も求めないことを学ばなければならない. 利益も快楽も内面性も
甘美さも報酬も天国も自分の意志も求めないことを学ばなければならないJ26I.

このような発言からすると， エックハルトでは， トマスが語るような， 神の至福の
分有を欲する自己愛が斥けられていると言えよう. エックハルトが至福の分有に基づ
かない神への愛を説いていることは， r分有 par ticipat ioJという用語を彼が可能な
限り避けているというブイツシャーの指摘72 1とも一致している.
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神の至福の分有を欲する自己愛の克服は， 特にドイツ語著作で説かれるところであ
り， その表現は， ドイツ語説教12の 「神の放下J28)として頂点に至る. それによると，
「ローマ人への手紙J第 9章第 3節のパウロの言葉「キリストから離れていることを
私は意志する」の解釈として， I神を神のために放下することJが最高究極の放下と
して挙げられている. I神を放下するjとは その際， 人間が神から受け取ることがで
きるものを放下することである. つまり， それは， トマスでは人聞が欲すべきである，
神の至福への分有を， 欲さないことを意味しよう.
以上の考察からすると， 神を神のために愛する愛について， トマスが神の至福への
分有から出発して考えているのに対して， エックハルトは， 神への愛において至福の
分有を欲しない 「神の放下Jを説いたと言えよう. 自己愛と隣人愛との関係をめぐる
両者の相違には， このような神への愛についての見解の相違が背景にあると考えられ
る.

第3章 神への愛と隣人愛
以上において， まず， 第1 章では， トマスが隣人愛に対する自己愛の優位を主張す
るのに対して， エックハルトが隣人愛と自己愛の同等性を主張していることを確認し
た. さらに， 第 2章では， トマスが， 隣人の至福よりも自分の至福を欲する自己愛を
神への愛に必要なものと考えているのに対して， エックハルトがトマスの その論証を
批判するとともに， 神への愛において自分のものを求めないことを説いていることを
確認した. 続いて， この第 3章で確認したいのは， 神への愛と隣人愛との関係に関し
て両者が何を主張しているかである.
トマスにとっては， 隣人愛に対する神への愛の優位は否定し得ない大原則である.
神が 「至福の原因bea titudinis causaJとして愛されるべきであるのに対して， 隣人
が 「私たちと共に神から至福を分有する者 bea tit u dinem s imul nobis cum ab eo par
ticipans Jとして愛されるべきであるがゆえに， 人聞は隣人より神を愛すべきなので
ある 2)9

このような， 隣人愛に対する神への愛の優位の主張と思われる発言は， エツ

クハルトにも見られる. すでに引用した説教 30 の一文でも， I神への愛が自己と隣人
への愛の尺度， つまり根拠にして原因であるJ30)と言われていた. これによると， 自
己愛と隣人愛の同等性が主張されている点はトマスと違うにしても， 神への愛が自己
愛と隣人愛の 「尺度」として考えられているわけであるから， 神への愛の優位がトマ
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スと同じように主張されているように思われる. さらにまた， エックハルトも， トマ
スが用いる部分と全体の比喰， 具体的に言うと体の各部分と身体全体の比喰も用いて
いる. もっとも彼は， トマスとは異なって各部分の同等性を主張しはするが， それで
も部分を全体のために愛すべきことを説いている31)

以上の点からすると， トマスと

同じくエックハルトでも， 自己愛と隣人愛に対する神への愛の優位が考えられている
ように思われる.
しかしながら， エックハルト研究者ケルンは， íエツクハルトにとっては， 隣人愛
と神への愛との聞に競合関係K o nk urrenzはないJ í神への愛と隣人愛との間に衝突
Hia tus はないJ')2 と述べつつ， 以下のようなエツクハルトのテキストを挙げている.

「第一とか第二というものには， 多い少ない plus et minus があり， 段階 gradus
があり， 秩序o rdo がある. ところが， � unum には， 段階もなければ秩序もな
い. したがって， 隣人より神を愛する者は， 確かに善いが， まだ完全ではない.
というのも， 神を隣人の内で愛しているのでも， 隣人を神の内で愛しているので
もないからである」山.

この箇所では， í一」の概念に基づいて， 隣人愛に対する神への愛の優位という
「秩序」が却下され， 神への愛と隣人愛との相即性が示唆されている. 次の箇所でも，
他者への愛と神への愛との相即性について語られている.

「確かに， 愛徳はすべての者たちを等しし 同等に愛する. というのは， ーなる
神は， ーであり， すべての点で単純であるからである. その神を愛徳はすべての
者のうちに愛するのであり， 他のいかなる者をも神の外に愛することもなければ，
神の他に愛することもない. したがって， 愛徳はーを他のように， 他者を自分自
身のように， ーを一切と同じだけ， 誰かを神と同じだけ同等に愛するのである.
というのは， 誰かの内に， すべての者の内に神だけを愛するのであって， 他の誰
をも愛さないからであるJ34).

この箇所では， 愛徳の愛の同等性， í一」性について語られ， 他者愛と自己愛との
同等性， 他者愛と神への愛との同等性が説かれている. さらに， この箇所で説かれる，
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愛徳の愛の同等性とは， トマスが論じるような35)， さまざまな隣人に対する愛の聞の
優劣の否定も意味しよう. つまり， トマスが， 愛の 「秩序」を論じるのに対して， エ
ツクハルトはそのような秩序 そのものをそも そも解消するような 「ー」なる愛につい
て語っていると言えよう.
ちなみに， トマスは， 隣人愛に対する神への愛の優位から， それ自体としての隣人
愛の功徳には神への愛の功徳が優ることを導き出している36)

そしてさらに， そのこ

とから， 隣人愛に関わる活動的生活の功徳に対して神への愛に関わる観照的生の功徳
が 「類的に ex s uo gener eJ優ることを導き出している3九 このことからすると， 神
への愛と隣人愛との相即性についてのエツクハルトの見解は， キリストの話に耳を傾
けるマリアではなく， 立ち働くマルタを賞揚する彼の有名な「マリアとマルタjの説
教38)へと展開していったと考えられる.

第4章 愛の概念
以上， 第1 章から第 3章においては， 隣人愛と自己愛と神への愛という三つの愛の
相E関係に関して， エックハルトとトマスの議論の相違点を整理してきた. 本章では，
より一般的な観点から， 以上のような相違点の基礎をなすと考えられる， トマスとエ
ツクハルトの愛の概念を比較したい. 第一に， 両者が考える， 愛の対象を考察し， 第
二に， 対象への愛の関係について考察する.
隣人愛をめぐるトマスの議論は， アリストテレスの定義による愛の構造 「愛すると
は， ある人に善を意志することである a ma re es t v ell e alicui bo numJ39)を基礎として
いる. この定義についてトマスは， r愛の運動は二つのものに向かう motus

a mor is

in duo tenditJ と解説する. 愛の二つの対象のうちの一つは， 善が帰せられるべき基
体( illud cui v u l t bonum)であり， もう一つは基体へと帰せられるべき善( bo nu m
quod quis v u l t a licui)である. この二つのうち， 愛の本来的な対象とはあくまでも
基体であって， 基体へと帰せられるべき善は愛の本来的な対象ではない. 自己愛とト
マスが呼ぶものも， そのような基体としての自己への愛なのである. このように， ト
マスは， 愛の対象として， 善とその基体との三つを考えつつも， 愛の本来的な対象と
しては基体を念頭に置いている.
これに対して， エックハルトは， トマスの考え方を前提しつつ， それを克服するよ
うな仕方で愛を論じていると考えられる. 自分をも隣人をも神のために愛すべきであ
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るとエツクハルトが説くとき， 自分や隣人は， 神という基体へ帰せられるべき善とし
て愛され， 神は， 善が帰せられるべき基体として愛されると思われる. そして， その
限りで， トマスのいう， 愛の二つの対象はどちらも保持されているように思われる.
しかしながら， エックハルトでは， 隣人愛に対する神への愛の優位さえもが否定され
ることからすると， 神は善が帰せられるべき基体として愛されるとも言えない. むし
ろ， エツクハルトでは， そもそも， 本来的な愛は， 善が帰せられるべき基体への愛と
してではなく， 基体に属さない善への愛40)として考えられていると言えよう. そのよ
うな善については， 例えば， I裸の端的な善， すべてのこれこれ， あれこれから切り
離された善 bonum nude et simpliciter ， absolutum ab omni h oc et h oc， h uius a ut
illiusJ4 1)と言われる. このことからすると， エックハルトでは， 真の愛とは， 基体へ
志向することなしに善を純粋に志向することとして考えられており， そのような愛の
概念から自己や隣人や神への愛について考えられているのではないか. その際， 神へ
の愛の優位はただ， 神が愛 そのものであって4ヘ愛の純粋性を体現する限りでのみな
お保持されていると考えられる.
また， エックハルトの愛の概念について特に注目されるのは， 自分と同じように愛
すべき対象が， 人間だけではなし すべての被造物に拡張されているということであ
る. I神を真に愛する者は， 必然的に， 隣人を自分自身のように， 自分自身と同じだ
け愛する. しかも， すべての近い人omnem pr oximum， すなわち人間だけではなし
すべての近いもの omne pr oximum， すなわち神以外のすべてのものomne

citr a

deum を自 分 自 身 の よ う に 愛 す る の で あ る」叫. こ こ で は， 人格的 存 在 へ の 善 意
bene volentia を基礎とするアリストテレス的なフィリアの概念が乗り越えられてい
る. アリストテレスによると， 無生物への友情愛はありえないからである44)

その限

りで， カムプマンは そのエックハルト研究書で， エックハルトのこのような愛の概念
から， I現代のエコロジーの問題意識や， 人聞が環境の 中 へ織り込まれていることに
ついての知に対応するような創造倫理J45)の可能性を示唆している. エックハルトの
愛の概念が そのような射程をもっているのも， 善への純粋な志向として愛について考
えられているからであると考えられる.
第二に， 対象への愛の関係について考えたい. トマスによると， 愛は， I愛される
目的を志向する運動の根源であるものJ
46)である. 愛の対象は善であるが， 善は現在
していない場合にも愛の対象となりえて， 主体は愛によって対象に向かう. しかし，
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愛に関して， 対象に向かう運動と， 対象に至った静止とが区別される. 現世での愛徳
の愛は， あくまでも前者であって， 後者ではない. 愛徳の愛は， 来世での神の享受
f ruit io という究極目的に向かうものであり， このゆえに， 愛徳の愛は， 確かに， 来
世で神を享受するための 「功徳の根っこ ra dix meren diJ刊である. I神的善の享受に
向かう人間精神の運動は， 愛徳の固有の運動である. …ーしたがって， 永遠の生の功
徳 merit u m は， 一義的には愛徳に属するJ'8). しかしながら， 愛徳の愛 そのものはあ
くまでも神の完全な享受ではない. トマスでは. I志向において in in ten tioneJ目的
を所有することと. Iものにおいて in reJ目的を所有することとが区別され， 究極自
的の完全な享受には， 前者だけではなく後者も必要であるとされる4 9)
それに対して， エツ クハルトは， 愛と善の関係についてトマスとは異なった見解を
述べている. それは， 善は愛されることによってのみ所有されるという関係である.

「可知的なものは可知的なものとしては， 知ることによってのみ所有される. 可
視的なものは可視的なものとしては， 見ることによってのみ所有される. したが
って， 善すなわち愛されうるものもまた， 愛することによってのみ所有され
るJ50l.

愛と善とのこのような関係に基づいて， エックハルトは， たとえ他者に属するもの
であっても， それを自分が愛するなら， 自分のものになることを説く. さらに， マタ
22・39 の 「あなた自身のように」に言及しつつ， 隣人を自分と同じように愛するな
ら， 隣人に属するすべての善が自分のものになることを説く.

「したがって， もし私が隣人を私と同じく強く等しく同等に愛するなら， まった
くのところ， 隣人のすべての名誉， 栄光， 功徳， 報いは[私のものと同じよう
に]私のものであるであろう. 隣人の内にあっても私の内にあるのと同じように
感じられるであろう. すべての彼のものは， 何らの違いもなく， 私のものである
であろう J 5 1l.

ここで表明されているのは， 基体に結び付けることなしに善を純粋に志向すること
こそが， 制約されない善の絶対的な現在を顕にするという考え方であると思われる 5 2)
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そして， 隣人を自分と同じように愛するなら， 隣人の至福が自分の至福と同じく喜ば
しいものとなるというこのような考え方に基づいて， エックハルトは， 隣人愛を説く
マタ22・3 9 等を 「旋 p rae cept u mJではなく， I約束 p romissioJとして規定する.

I rあなたの隣人をJ云々. これは， ただたんに旋ではなく， 約束ないし報いで
もある. というのは， 誰か隣人を私自身と同じように愛するなら， それがために，
私は， 彼の報い， 功徳， 栄光について， 私のものと同じだけ味わい楽しみ喜ぶか
らである」問.

さらにまた， 当該聖句は， I功徳 merit u mJとしてではなく， I報い p raemiumJ
として解釈される同. ということはつまり， エツクハルトの隣人愛論では， 愛徳の愛
が功徳としてではなく， 報酬として考えられていると言えよう. トマスが至福への到
達をあくまで来世に置き， 愛徳の愛を来世での神の享受と区別して， 来世の至福のた
めの功徳と考えるのに対して， エックハルトの隣人愛論は そのような来世主義との決
別を意味する. そして， 彼の そのような意味での現世主義を可能にしているのが， 自
分のものを求めない純粋な愛の概念であると言えよう.

結

び

以上において， トマスとの比較を通して， エックハルトの隣人愛論を解明すること
を試みた.
以上の考察によって明らかになったのは， エツクハルトの隣人愛論が， トマスのそ
れと鮮やかな対照をなすということである. エックハルトは， トマスの主張する， 隣
人愛に対する白己愛の優位に対しては， 両者の同等性を説く. 神への愛のための自己
愛の前提に対しては， 自己愛の否定を説く. 隣人愛に対する神への愛の優位に対して
は， 両者の相即性を説く. 愛の 「秩序Jに対しては， I- Jなる愛を説く. そして，
基体への愛に対しては， 基体に属さない善への愛を説き， 功徳としての愛に対しては，
報酬としての愛を説くのである.
エックハルトは， 自らの隣人愛論を展開する際に， トマスの名前を挙げているわけ
ではない. しかし， 彼がトマスの概念や例を用い， トマスの議論に言及していること
は， 本稿において引用してきたエツクハルトのテキストからも確認できょう. 彼は，
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おそらし 一貫してトマスの隣人愛論を意識し， それと批判的に取り組んだものと思
われる. さらに， エックハルトの隣人愛論は， それだけで完結しているのではなし
神の放下， 1マリアとマルタ」の説教など他の教説とも連関しているが， そのいずれ
もがトマスの議論を意識し， トマスの議論との批判的対決のもとで展開されているの
である.
I-Jなる愛を説くエックハルトの隣人愛論に対しては， それが普遍的抽象的であ
るとの批判もなされうるだろう. このような批判をめぐって，

ピーシュは， 友情につ

いて情感をもって語るエックハルトのいくつかの言葉を挙げながら， 彼の隣人愛論が
普遍的抽象的な愛についての思弁ではないことを主張している55}が， エックハルトが
説くような純粋な愛がどのようにして現実に可能になるかに関しては， 友情について，
また人間への神の愛について語る彼の語り そのものに注目する必要があると私は考え
ている. このような方向の議論は， 別の機会に期したい. 本稿の論点は， あくまでも，
エックハルトの隣人愛論 そのものを卜マスの それとの比較によって明らかにすること
に存したのである.
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