
エックハルトのくイデア インテリゲンチア〉連関

『創世記』のイデア論的解釈を中心として

高 橋 淳 友

l 問題の所在

マイスター・エツクハルトのドイツ語の 論述『離脱について (Von abege

scheidenheit) .11)には， Iアヴィケンナという師」が「離脱した精神 (geist) の

高貴さjについて述べているという記述 (DW V， SS. 4 10-4 11)がある . 同書

の官頭でエックハ1レトは， I神が被造物を造る前， 人が神の中にあったとき，

それにおいて人と神の聞にまったく差異がなかった像に (dem bilde) J， Iそれ

をもってすれば人が最も等しい (alle r glîchest ) 状態となる最高最善の徳j

とは何か， ひたすら求め (DW V， SS. 400 - 40 1)， 多くの書を渉猟した結果， か

の「最高最善の徳jが離脱であるという結論に至ったと述べているので (DW

V， S. 401)， 渉猟された書のなかにあったアヴィケンナの見 解九恐らく

“geist " 等に関わる見解を離脱として捉えているのだと思われる. ではそれは

何であろうか.

離脱として捉えうるということは， 離脱として示されている在り方と類似し

ている点 があると推察されるので， この点 を基に考えるなら， エツクハyレトの

念頭にあったのは， intelligentia agen s (能動知性体) との「 結合」について

の見解であったと思われる3) 例えば『霊魂論Jでアヴィケンナは， 魂がそれ

により， I叡智的な美」と「永続的な喜びjを見出すとされている， I身体と身

体から付帯することから自由になった魂」と intelligentia agen s との結合につ

いて触れているがヘ『 離脱について』でもこれと重なる在り方が， I完全な離

脱の状態にある人」の在り方として述べられている . すなわち彼は， I永遠の
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うちへと連れ去られJ ， rいかなる無常のものにも動じない」し「身体的ないか

なるものも感受しないJ(DW V， S. 4 11) とされている.

だが以上のように考えた場合， 次の点 が問題となる. 例えばアヴィケンナの

i ntellige ntia age ns は， トマス・アクイナスの言葉5)を援用すれば， r最下位の

インテリゲンチア (知性体)J で， 分離実体ではあるが神ではない. したがっ

て， それを離脱に関係付けるためには， r像J ， つまり「神におけるイデア

( Idee) J6)と連関するよう， 神における何かとして捉え直す必要があったと考

えられる. 本稿の目的は， こうしたくイデア インテリゲンチア〉連聞を可 能

にする捉え直しの点 から， エックハルトのインテリゲンチア 論を検討すること

にある. しかし， r離脱について』ではこの点 については詳述されていない.

そこで本稿では， r創世記注解 ( Eゆositio libri Gen esis) .17)をテキストとして

取り上げ， 同書で引用されている， モーゼ、ス・マイモニデスの『迷えるものの

手引 ( Dux n eutrorum).1へそして無名氏の『原因論 ( Liber de causis) .19) に

おける， 天使， 分離実体としてのインテリゲンチアに対するエックハlレトの言

及を検討する. 前者からは i ntelligentia agens を含めたインテリゲンチアの捉

え直しを， そうして後者からは， そのインテリゲンチアのく始め〉 神が天

と地 を創造したというく始め (princ ipi um)> への収放を考慮すべき点 と

して取り上げ， くイデアーインテリゲンチア〉連関に対するエックハルトの見

解をあきらかにしてゆく.

2 マイモニデスにおけるくイデアーインテリゲンチア〉

エックハルトが『創世記注解』で， 本稿で取り上げる， rラビのモイゼス

( Rabbi Mo yses) J への言及を行っているのは， r我々は人聞を我々に象 り

(i mago)似せて (si mi li tudo) 造ろう」という『創世記jの章句に対する注解

部分 (115-120 節) のなかにおいてである (n. 115-120 ， LW 1， SS. 270 -276). 

116節によると， 上記の章句が， r我々は造ろう (faciamus)J と複数になっ

ている点 について， マイモニデスは， それを， r賢人たち」が解釈するように，

次の言葉， I創造主が何かを造るのは， それをく上天の集会 (coetus s upe r-
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ior) > で見るそのかぎりにおいてである」と関連させて説明している (LW 1， 

s. 273 ). マイモニデスは， I創造主」が「天使たちjを媒介にして業を行う

(L W 1， S. 273 ) という点 から， 天使を含めることで， 複数となっていることを

解釈しているのである.

このような「集会」についての言及は， 117節におけるマイモニデスからの

引用にも見られる. 117節の引用によると， マイモニデスは， 次のような言葉，

すなわち， I創造主はく上天の集会〉と協議 (consili um) を持たないかぎり何

も為さないj， I神自身と彼のく集会〉は， 人間におけるどの肢体についても会

談し， それをその構成のうちに置いたjという「賢人たちjの言葉 (LW 1， S 

273 )について， それは， I存在者の個々のものと動物のすべての肢体は (si n

g ularia enti um et omnia membra ani mali um) j， I [それらのもの] であるこ

とに応じて (sec und umq uod s unt)天使が介在することで存在している (s unt

q uidem mediantib us angelis) jということだと述べているとされる (LW I， S.

274 ). 

「我々」のうちに天使たちを想定する見解自体は， そもそもへブライ語の

「エロヒムj が複数形であること10)， そしてマイモニデスが言うように， 神に

も天使にも “elo him " という名称が用いられる11) ことに留意するなら， ユダ

ヤ思想的には特に異とするにはあたらないともいえるが， 116節によれば， マ

イモニデスは， I我々によると天使たちjであるものとは， Iアリストテレスに

よればインテリゲンチアたち」のことだと捉えているのである (LW 1， S. 

273 )  . そして， これら「創造主とそれ以外の存在者の聞に介在するものたちj

は， 事物の生成の原因である天体の運動に関与するものとされている (LW 1， 

S. 273 ). インテリゲンチアとしての天使も含めた「我々」が， I造るJ ものと

して捉えられているのは， この故もあってである . 天使という名称自体は，

『迷えるものの手ヲuによると， 様々な事例において用いられるものである

が12)， インテリゲンチアと結び付けられているのは， I物体ではない (no n

sunt co rpo ra) jものとしての天使であり， これは， アリストテレスの言う

「 分離知性たち (i ntellectus abstracti ) j， あるいは「 分離したインテリゲンチ
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アたち (i ntelligentiae abstractae ) J -ーすなわち「分離したアクル (‘ aql)

たち」聞 とは， Iただ名前においての違いしかない」とされている14)

アルベルトゥス ・ マグヌスが， インテリゲンチアの位階 (ordi nes) と天使

たちの位階を同一視した者たちの一人としてマイモニデスを挙げている15)のも，

上記のような記述からだと思われるが， マイモニデスによって天使に比される

べきものとして語られているのは， アリストテレス的インテリゲンチアだけで

はない. マイモニデスは， 11 6節によると， I創造主がく上天の集会〉を見る」

ということを， 次のようなプラトンの言説に結び付けて捉えているとされる.

プラトンが同じようにこう述べたということを見るがいい. 彼は， 創造主

は叡智的世界で見てそれから存在者を産出するのだと言っている (vide

q uod P lato I oc utus est si milite r dicens q uod creato r videt i n  saeculo 

i ntellectuaI i et ex i pso prod ucit e ntia) (LW 1， S. 273 )  1 6). 

上記引用中の「叡智的世界」とは， Iインテリゲンチアの世界J 17)である. 非

物体的存在者である天使の一群によるく上天の集会〉は， 非物体的なインテリ

ゲンチアの世界に相当するものとして捉えられた上で， I創造主がく上天の集

会〉を見ること」と， プラトンの言葉は[同じようにjと述べられているわけ

である.

3 I叡智的世界」はくどこに〉 あるのか

プラトンが， どの著作においてこのような発言をしているのかについては，

エツクハルトが引用するマイモニデスは特に言及していない. だが， 中世西洋

においてよく読まれたプラトンの著作が， カルキディウスによる注解っきのラ

テン語訳『テイマイオス』であるということからして， 少なくとも引用者であ

るエックハルトは， 上記のプラトンの言説を， rテイマイオス』で語られる，

デミウルゴスといわゆるイデアに結び付け18)， 天使でもあるインテリゲンチア

がイデアに， 創造主つまり神がデミウルゴスに位置付けられていると受け取っ
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たはずである. また， エックハルトの引用に該当する個所の続きを， w迷える

ものの手号I jで見てゆくと， マイモニデスは， Iすべての形相 (omnes fo r

m ae) J がそれに由来する i ntellige nti a age ns も天使のなかに入れている19)の

で， <上天の集会>， 造る「我々jのなかには， i ntelligenti a agens も含まれる

とエックハル卜は考えたはずである.

だがこのように位 置付ける場合， イデアとインテリ ゲ ン チア i ntel-

ligenti a agens も含めた との連関は， w離脱について』で示唆されていたよ

うな， 神におけるそれではないことになる . 上記の， いわば神々とでも呼びう

る， イデアであるインテリゲンチアたち ちょうど中世において， プラトン

やプラトン主義者たちが主張したとされた， I分離形相j20) のようなそれーーに

よって構成される世界を想定することは， イデアであるインテリゲンチアたち

のく場>， つまりくイデアーーインテリゲンチア〉連関のく在処〉を， 神とは

別の「叡智的世界」とすることになる2刊1り)

しかし『倉創リ世記注解』では， イデアは神においてあるものとして捉えられて

おり， マイモニデスに対する言及に先立つ11 5節でも， エックハルトは， イデ

アについてこのように述べているのである. すなわち， 理性的ないし知性的被

造物以外のものは， 神の内にあるものに似ており， 自己に固有なイデアを神の

内に有する (LW 1， S. 270 ) が， 理性的ないし知性的被造物の場合， その知的

本性は， I神の内のイデア的な何か」というよりも， 他ならぬ「神」そのもの

に似ているのだという (LW 1， S. 270 ) . 

したがってエックハルトにとって， 事物が「似せて造られる」イデアは， 神

とは別に， 一群の分離実体として叡智的世界においであるわけではない. イデ

アを神におけるものとしているエツクハルトは， むしろ， インテリゲンチアの

世界もまた， 神におけるものとして捉えようとしている. というのも彼は， 以

下で示すように， マイモニデスにより「 叡智的世界」として位置付けられた

く上天の集会〉を， 神におけるものとして捉えようとする姿勢 つまり， w離

脱について』で示唆されていた， I能動知性体」に対するような姿勢一ーを取

っているからである. そしてこのような姿勢を彼が取るのは， イデアと関わる
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インテリゲンチアを， 神におけるものとして考える， つまり， くイデアーイン

テリゲンチア〉連関のく在処〉を， 神において考える立場からだと思われる.

例えばエックハルトは119節で. I創造主は， それをく上天の集会〉で見て

から造るJ . I神と彼のく集会〉は， 人間におけるどの肢体についても会談し，

それをその構成のうちに置いた」という言葉を「真である (ver um est) J と述

べている (LW 1， S. 274). その理由を彼は. I世界の本質的で主要的かつ枢要

な部分の最適な一致， そして合致に則してJ. 神は. I存在者」や「動物の肢体

に属するJ 何に対してであれ. I働きかける」からだとしている (LW 1， S. 

274) . この説明のためにエックハルトは， 家を造ろうとして， 尺度や形を意図

し， 材料を選び取る大工 (domificato r) の在り方 (LW 1， SS. 274-275) を例

としてあげている. エツクハルトはまた. 77節で. I職人の精神における (in

men te a rtificis) 家」について述べているので (LW 1， S. 239). 大工の例を用

いた説明において， 彼が. <上天の集会〉を神の精神の内部に組み込み， 神の

精神の活動一一大工が内なる家に則して様々に思案するような在り方 と関

連付けていることは明らかである. そして， 精神の活動との関連付けという点

から， 重要であるのは. <上天の集会〉という語自体よりも， マイモニデスが，

く上天の集会〉を構成する天使と重ね合わせている， インテリゲンチアの位置

付けにあることが推測できる.

トマス・アクイナスは， インテリゲンチアが， アラビア語からの翻訳書では，

「分離実体」である「 天使」を意味していることを承知しつつも. I知性認識で

ある〈知性の現実態〉自体を (i psum actum in tellectus qui est in telligere) 示

すものJU神学大全j)22)と述べている. いわばトマスのようにエックハルトも，

インテリゲンチアが天使とされていることを知りつつ， ラテン語訳されたアリ

ストテレスの著作で言われているインテリゲンチア. I原理」と「形相jに端

を発する “motus " としてのそれのように (W形而上学.1)23). インテリゲンチ

アを， まさに， 大工の精神の家のような， 内なる範型一一つまりこの場合はイ

デアーーに関わる知性の “動ぺつまり， 知性認識といった現実に働いている

知性の在り方として解釈しているといってよい. 彼はその解釈をもってして，
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〈上天の集会〉を， 神の内にあるものとして言及していると考えられる.

4 <始め〉 における〈イデアーインテリゲンチア〉

マイモニデスが神とは別のインテリゲンチアの世界を含めることで. I似せ

て造るjものの複数性を説明するのは， 神における多性の否定による24)とも思

われるが， これに対して， 神においては. Iその単一性に多 の知性認識は

( intelligere pl ura) 背反しないJ(n. 11 ，  LW 1 ，  S . 195) と考えるエックハルト

にとって. I似せて造る」インテリゲンチアは， 引用しているマイモニデスが

それを天使としていたとしても， 神へと収数させて解釈されて然るべきものな

のである.

『創世記注解』では， この収数が向かう先はまた， 以下で示してゆくように，

「創世記」で語られている， 神が「天地 」を「創 造」したというそのく始め

(princ ipium) > でもある. しかしこのく始め〉は， 被造世界のなかの時間的な

意味でのそれではなく， イデアと結び付いて言及されていることからも分かる

ように. r離脱について』の冒頭で言われていた「神が被造物を造る前jに相

当する， といってよい.

く始め〉におけるイデアについてエックハルトは. r 創世記注解』の冒頭近

く (n. 3， L W 1， SS. 186-187) で次のように述べている. 彼はここで， 天地創

造のく始め〉を “rat io ideal is " とした上で， く始め〉という語に基づいて，

「創世記jのく天地創造〉と「ヨハネ福音書」の一節「く始め〉にく言葉〉があ

った」のく言葉〉を関連付ける. さらにそのく言葉〉について「ヨハネ福音

書」で言われている. Iすべてのものはそれによって生じたのであって， それ

なしで生じたものはなにもないJという章句から， く始め〉のく言葉〉と. Iす

べてのものの知ならびに存在の諸始原 (princ ipia) J としてのプラトンの「諸

事物」の「ラチオJ. Iイデアjを関連付けている. またエックハルトによると

(n. 77， L W 1， S. 238) . 被造物は “re rum nat ura (事物界) " における「エツ

セ」の他に. Iそれらの本源的な諸原因J. I少なくともく神の言葉> J において，

「確固として永続的なエッセ (essef irmum et stab ile) J を有しているとされる
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ので， 上記のく始め>. く神の言葉〉において， 事物はイデアとして， まさに

「確固として永続的なエッセ」を有するといってよいだろう.

そしてインテリゲンチアもまた， このようなく始め〉に対して関わるものと

してある. 以下の引用からすると， “r atio ide al is " であるく始め〉とは， エツ

クハルトによれば神の「知性J ということになり， インテリゲンチアもそれと

の関わりで語られているからである .

それにおいて「神が天と地 を創造した」く始め〉は， 知性の “n atur a"

(n atur a  intellectus) である. I詩篇J [にこうあるJ. I知性において諸天

を造った方J . 実際， 知性は全 “n atur a" の “princ ipium " である ( Intel 

lectus e n im princ ipium est tot ius n atur ae ) .ちょうど『原因論』の第9

命題における注解で， 以下の言葉のもと， 言われているようにである.

「インテリゲンチアは神的な力により “n atur a" を統御するJ. そしてさら

に. Iインテリゲンチアは， 生成物， “n atur a" . “n atur a" の境を把捉す

るJ . そして， 後でこう帰結する. Iそれゆえ， インテリゲンチアはすべて

のものを包含するJ. かくてそれ故[神は] I始めにJ . すなわち知性にお

いて「天と地 を創造した」のである (n. 6， LW 1， S. 189) . 

先に見たように， く始め〉におけるく神の言葉〉において， 事物はイデアと

して. I確固として永続的なエッセ」を有するのだとすると， 神がく始め〉に

おいて「創造」したこの「天地 jは， この「確固として永続的なエツセ」を，

イデアとしてく始め〉において， つまり「知性の “n atur a" J において こ

れは， “re rum n atur a " に対して， いわばイデアとしてものがある “n atur a

(界) " と考えてよいだろう一一有しているといえる . この「確固として永続的

なエッセJを説明するにあたって. 77節でエックハルトにより用いられてい

るのが， 先にも触れた. I職人の精神における家」の例なのだが， この例に基

づいて考えるなら， この「確固として永続的なエツセ」は， 神の知性の活動

(インテリゲンチア) におけるものだといってよい.



エックハルトのくイデア インテリゲンチア〉連関 63 

エックハルトは， I質料における家が形相的存在を外で受け取るj前， 職人

の精神において「認識され知られる」在り方に喰えることで， この「確固とし

て永続的なエツセj を説明しようとしている (n. 77， LW 1， S. 239) . この場合，

職人が造ろうとする家を認識し知ることが， 彼の精神に家が現にあることにな

る. したがって， I確固として永続的な」かたちで， 事物がイデアとして， 神

の知性であるく始め〉においであるということ 例えば「天地 」のように

， それは， 神が認識すること (インテリゲンチア) としてある， というこ

とである. これはまた， 認識において在らしめることだともいえるので， 上記

の「天地」のように， I創造」として語ることも出来るだろう. なおトマスは，

天使がインテリゲンチアと呼ばれる理由として， それが常に現実態において知

性認識するものだからではないかと考えているが21 このように， いわば存在

する仕方をもってして， 天使がインテリゲンチアと呼ばれうるのだとするなら，

上述してきたイデアも， I確固として永続的な」かたちで， 常に現実態におい

て神の知性の活動として「ある」という点 で， インテリゲンチアということが

できるだろう2 6) つまりこの場合のくイデアーインテリゲンチア〉連関とは，

神をく場〉とするイデアがインテリゲンチアとしてある， ということとなる.

ところで， このようなインテリゲンチアを語るにあたってエックハルトは，

『原因論』を引用している. 確かに『原因論』においても， インテリゲンチア

が知性の活動のような意味合いで使われている場合もある2九しかし『原因

論』中の， エックハルトが引用しているような個所に見られるインテリゲンチ

ア， Iアキリ (achili) j， Iアルアキリ (alachili) j (つまり ‘ aq l に由来する) 28) 

などとも呼ばれるそれは， I生成物j， “natura " 一一Brand によれば “the

S巴nsible unive rse " 29)--， そして「“natura " の境， つまり魂yO)を「把捉す

る」ものだとしても， 第一原因より下位の被造物とされるものであり31)， 天使

として解釈されるもの叫である. 引用者であるエツクハルトも当然， r原因論』

でのインテリゲンチアの位置付けについては承知していたはずである. だが彼

は， r原因論』を踏まえつつも， マイモニデスに対した場合と同じように， 天

使がそうであるような意味での被造物としてではなしく始め〉において「創
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造」をする神の知性の在り方としてインテリゲンチアを語るのである.

先に， 多としてのインテリゲンチアの神への収数について述べた. このく始

め>. つまり “ratio idealis " におけるインテリゲンチアも， 次のようなエック

ハルトの言葉. I産出者である神そのもの (de usi pse prod ucens) J は. I存在，

生， 知性認識， 働きにおいて単ー なるく一者〉あ るいはくー〉で あるが，

“ratio nes ideales " と言う点 で豊鵠極まりない (co piosi us) J (n. 1 2， LW 1， SS. 

195-196) のなかにある， “ratio nes ideales " の豊能さという点 からして， や

はり多としてのものでもある. く始め>. つまり “ratio idealis " にあって「産

出者」たる神の知性認識はーなるものであっても， そのうちには， 個々の事物

の「知 性 認 識 (イ ン テ リ ゲ ン チア) J が含ま れ る こ と に な り， “rationes

ideales " という点 で豊能極まりないものとなる.

5 理性的魂とその「完成」としての「叡智的世界となること」

『離脱について』において. I像 (二イデア) J との連関が示唆されていた，

能動知性体 (intelligentia agens) も， 以上述べてきた『迷えるものの手引

きj. r原因論』のインテリゲンチアと同じように， イデアに関わる知性の活動，

知性認識として， くイデアの在処〉たる神へと収赦する形で解釈されたそれと

捉えてよいだろう. そして先に述べたように， インテリゲンチアが多としての

ものでもあり， 特に. r離脱について』では， 人間の「像」が言及されていた

ことからすると. r離脱について』において示唆されているインテリゲンチア

とは， まず， 人間のイデアという点 でのインテリゲンチアとして説明すること

が可能だろう.

では， このくイデア インテリゲンチア〉連関から， 離脱を考えた場合， ど

のように述べることが出来るだろうか. 官頭で述べたように， 離脱とは神のう

ちにある「像J と最も等しい状態になる「最高最善の徳」である. だがまたこ

の「最高最善の徳」とは， それをもってすれば， 人聞が， とりわけ最も近 しく

神と結び付きうる (DW V， SS. 400-401 ) 徳でもある. それゆえ離脱とは， そ

れにおいて人と神の聞にまったく差異がないという人間の「像」と等しい状態
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となることで， 神と一致することだといえるだろうが， これはくイデア イン

テリゲンチア〉連関の観点 からすると， 人聞が， く始め〉にイデアとしてあっ

た在り方に還帰し， く始め〉において人聞のイデアに関わる神のインテリゲン

チア一一「豊能さjのなかのものとしてのそれ と一致し， く始め〉におい

て世界を「創造」する神の知性の活動そのもの 単一なるー者としてのイン

テリゲンチアーーと一致することだといってよいだろう.

なお， 今回取り上げた『創世記注解』でも， このような形で至る神との一致

が， やはり “アヴィケンナという師" の言葉の引用により示されているように

思われる. エックハルトは， 先に触れた(n. 115). 理性的ないし知性的被造物

の場合， その知的本性が神そのものに似ているということに関連して， アヴイ

ケンナの『形市上学j(9巻7章) から. r理性的魂」の「完成」に関する引用

を行っている(n. 115， LW 1， SS . 270-271). その「完成」とは， 引用によると，

「叡智的世界となる(f iat saeculum intellectuale) J こと. rすべてのものの形

相がその[魂の] うちに描き出されるようになるjこと， しかも. rその[魂

の] 内で， 全世界(univers itas) の存在の配置が完成され」て. r全世界の存

在の似姿( insta r)J .  r叡智的世界へと( in saeculum intellectum) 移行するj

に至るまでそうなること， というものである.

エックハルトはこれを引用をするにあたって， 人間は「 神からJr神の実質

の(substant iae) 似姿(s imil itudo) へとj進むということに結び付けている

(LW 1， S. 271) .というのも， 彼に言わせると. r知的本性」のみが， 上記の

「神的本質j一一つまり. r知， 知恵， 監督， 存在者の配置と他の被造物への摂

理と統率j の「実質的完成に(pe rfectionum substant ial ium) J r適して

いる(capax )J からである(LW 1， S. 271). このように述べることが出来る

のは， エックハルトが. r理性的魂の完成jという点 で言及されている， すべ

てのものの形相の描出， 世界の存在の配置云々を. r神的本質J の在り方に結

び付けて理解しているからだといってよい. これはまた， 先に見た， く始め〉

における神の知性の活動と重なる在り方といえるだろう. エックハルトは，

「叡智的世界になるjという「理性的魂J の完成を， そうしたく始め〉におけ
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る神の知性の活動との一致に見出しているのである. そして離脱も， 先のくイ

デアーインテリゲンチア〉連関から考えた場合， このような在り方を志向する

ものだといえるだろう.

知的被造物である人聞は「知的本性jという点 で神に似ている. 先に見たよ

うに， 職人や大工の例が神の在り方の説明に用いられるのもその故であろう.

しかしエックハルトは， さらに「進む」あるいは「移行するj在り方， つまり，

世界創造以前， I始め」において活動していた神の知性の活動 (インテリゲン

チア) そのものへと至り得る動性を「 知的本性jに見出している. くイデアー

インテリゲンチア〉連関の点 から言えば， そのような在り方へと「進みうる」

ものとして， 人間を神はイデアという点 で “知っている " ということになるだ

ろうが， しかしく始め〉の在り方， I叡智的世界」となった在り方は， 世界創

造後の被造物として， “re rum nat ura " 内に存在する人間の知的能力では， そ

れ自体としては当然把握することはできない. ちょうど， r離脱について』で，

離脱が極まると， I認識から認識なきもの」に， そして「光から聞になる」

(DW V， S. 428) といわれているように， 把握できないものなのである.
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