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マイスター ・ エックハルトのlncamatio論

一一神秘主義的思弁の一例として一一

上 回 閑 照

I 

“Parum enim mihi esset v erb um caro f actum pro homine in Christo， 

supposito illo a me distincto， nisi et in me personaliter， ut et ego essem 
(1) 

fil ius dei" (I oh.n.117]. 即ち ，エッグハルトによれば，神の言が人間の為 に

キリストに於て肉となったと云われても， その場合若し ， 私とは 区別され

た人間としてのキリスト ， 或は， 我々の 外なるキリストに於て(i n Christo 

extra nos --Ioh.n.118)と云う事 であって ， 私自身の内に於ても神の言が

肉となり 私も神の子 であると云うのでないとしたら， incarnatio は 私にと

って無 意味な事になるのである。 ここに incarnatioに対するエッグハルト

の主体的な 関心がよ く 示されている。 エッグハルトにとっては， 個々人の

内 で神の言が肉になる， 或は， 一人一人がキリストと同じく神が人と成り

給う たそのような人間( der selb e  Krist一一DW420)になると云う事が根

本の関心事であっ た 。 そしてこの関心 から incarnatioの基本テキスト であ

るヨハネ伝1の14 “Verb um caro f actum est巴t hab ita vit in nob is"宅ぞ理

解して行 く 。 ここには “ et"で結ぼれた2つの文章があるが， これは， 神

の言がキリストに於て肉となった事がそのまま， 肉となった神の言葉がキ

ルストとして人間の聞に住した( wohnte unter uns) 事だと云うように 読

むことも出来る。 その場合には， 2つの文章は 1つの出来事を語り， “ et"

はその1つの同じ出来事を二つの局面 で， 即ち前の文章は神との関係商 で

後の文章は人間との関係面 で， 示していることになる。 エッグハルトは然

しそのようには 読 まないで， この “ et"に於て 2重の出来事を見て行 く。
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“Verbum caro f actum est i n  C hri sto， et habi ta vi t  i n  nobi s， q uando i n  

型空li恒E型空空竺fili型企i fi t並p10 et fili us  ho旦i ni s fi t fil恒三豆竺， (I oh. 

n. llR) . 解釈のた めに捕われた 下線の部分 が示す ように， エヅグハルトに

とっては， キリストに於ける i ncarnati o がそ のままで“ habi ta vi t i n  nobi s" 

を怠味する のではな く ，我々自身のうち で (こ の 点が繰返し強調される，

“i n nobi s， id est i n  nobi s ipsi s"一一I oh. n.1l8)神 の子 が人となる Jl!f， “habi-

ta vi t  i n  nobi s" な のである。 即ち ，エッグハルトはこ の“ et" を聞いて “m

Chri sto et i n  nobi s ipsi s"とし， 而も“i n C hri sto"と“i n nobi s ipsi s"とにそれ
(2) 

ぞれ 同じi ncarnati o を見る。 つ まりこ の“ et" に2 重 のi ncarnati o 又は

i ncarnati oの 反覆 を見る のである。 そしてこ の反覆 を 更にヨハネ伝16 の22

“i terum videbo vos" の“i terum" によって確証して行 く ， “Vidi t quidem 

caro f actum， i terum videt i n  nobi s habi tand0 " (I oh. n.119)而も 単なる繰

返 しではない。キリストに於ける i ncarnati o の 際 ， 神は「彼 (キリスト〉

よりも 私 の方を見 給うた J (“ mi ch ee angesehen.. .dann i n--" DW77)。 即

ち ， キリストに於て神 の言 が肉となった のは， もともと“pro nobi s" 一一エ

ッグハルトの 意味では人間一人一人の内でそ の同 じ神 の言 ( hocipsum 

idem verbum) が肉となら んがた め ーーであった 。 1"神は汝 をそ の独り子

として生み 給わ んが 為に， 正にそ の為にこそ ， 人となり 給うた のである」。

i ncarnati o i n  nobi s は i ncarnati o i n  C hri sωに於ける神 の意図の成就 であ

る。 従って i ncarnati oと云われる出来事 の重 点 は， 以上のように 句ゾテれ

た 後半“ habiぬ. vi t in nobi s"に置かれ， 前半の“ veb rum caro f actum est"は，

後半の成就 を通して始めて ， そ の根拠として救済論上の意義 を得て来る の

である。 こ の関係 をエッグハルトがど う把握していたか。 先ず， 後半の根

拠として 見られた 場合前半はエッグハルトにとってど のよ うな出来事 であ
(4) 

っ たか を次に見なければならない。
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II 

“Verb um caro f actum est". この 点 の 理解に関してはエッグノ、ノレトもさ

しさiつては常規の神学的把握から出発する。 “ C aro ponitur hic pro homine 

tropice" (1oh. n. 116)， 即ちそれは神が人と 成 り 給う たと云う事で あり，

その「人と 成るlと云う 意味は 更に限定されて， “Deu凶1路s verb um assumpsit 

nat 加uram， non perso 叩nam ho r釘ml凶11泊nis" (1oh.n.2お89)，

nat 泊自r閃e an s ich und e iniget旬e s討ie s îner persô伽伯nen"(D羽r弓 420) こ才れ1.，[は主， 所 謂

Zweinaturenl ehre 乃至Hypostat ische Union と云われる基督論の ドグマ

( 4 51 年カルケドン公会議lこて定式 化された〉 に則っている。 数佐紀に亙

る基督論論争の 末一方 所 謂Monophysit ismusに刻し， 他方Nestoriani�mus 

に対して， 基督教の 真理を確守したカルケドンf;�経は周知の 如く， キリス

トのpersona のーなる事， 市も神性人性を共に定全に具へ， その際両 性

が融合 或は混同されていず且つ又互に引離され得ない事を告白している。

この ドグ、マに 応じてエッグハルトに於ても， 神 が人間 の persona ではな

くて人間の natura をとったと云われたの で、ある。所でこう云われる時，

そこには， 人聞に於ける persona と naturaとの 区別並びに両者の関係 に

就 いての 特定の 理 解が前提されている筈で ある。 r人間と人間性とは相異

る。 人間と云われる時， eine pers δ ne が考えられ， 人間性と云われる時は，

一切の人間の nâtûre が考えられるJ (P f250， 18 f.)o natura humana はそ

れだ け で は現 実存在をもたない。 persona に担われる事に よ っ て 一一ーこ

の関係 に於て persona はNaturträgerと云われる 一一始めて現 実存在が

与えられるの で ある。 その 際 personaは 個体的自 立性 (Selb stand)の 原理

と云う 意味を持っている (Natur甘äger及び Selbstandとしての persona

に 関しては詳しく はM.Schmaus の Katho lische Dogmat ik参照〉。 即ち

「われ」 と云い得る人間主体に担われ， 主体の personalな統一の 内にあ

げられる事によ って始め て， natura humana は具体的な現 実性と な り，

そして personaは， かく現 実性 を得た natura を 内実とする 個体となる。
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これが「人間」 である 。 かくして具体的な 個体としての人間存在とは， こ

の人間的 personaと natura humana との必然的な， 即ち 引 離 すこと の

出来ない相依相属そのものである 。 naturaも personaによって統一され

た具体的 個体に於てあり ， personaも naturaを内 実とした具体 的個体の

主体としてある。さて ， 人間的 personaと natura humanaとの関係が 以

上のように見られる時 ， “Deus verb um assumpsit naturam， non personam 

hom inis"はどう云う出来事 である か。 それは， 神が natura humana から，

それに相応した Naturträger である人間的 personaを引離して ， 純粋に

natura humanaだ けをとると云う事 。人間的 persona か ら引離 さ れ た

natura humanaは現 実存在を失うわ けであ る が， それに現実性を 与える

新しい Naturträger の役を神の personaが引受けたと云う事 であ る。 こ

のような形 でキリストに於ては， 神の persona による personal な統一の
内 で， 神の personaに相応した神的 naturaと並ん で人間の naturaが人

間の naturaとして現 実存在を得ているわけである 。キリストは， 現 実性

を得た natura humanaに於て ， 他の人間と 同じく ， 食事し， 人間の 言葉

を語り ， 人間的行為をな す 一一この意味でキリストも真の人間と云われる

一ーが， キリストに於て「誰が食事し， 誰が， 語り ， 云々」は， 他の人間

と 異り ， 人間的主体 ではなく神なのである 。 エッグハルトが “Deus ver -

bum assumps it naturam， non personam homin is"と云うH年， ドグマに基

いて一応 以上のように把握された事態を土台としていたのである。

然し常規の神学的定式 によって 理解された inc arnat ioは， エッグハルト

にとっては， 正に問題の 一一一神 学的 且つ 実存的な問題の出発点 であった。

エッグハルトの 究極 的関心は inc arnat io の真 理を白 ら体得 する事 で あっ

た 。 エッグハルトは， 以上のような神学的定式 ではまだ隠されている所を ，

体 験 即把握によって 更に追究して行かざるを得ない。 そ こ か ら， i nc ar 

mttio in C hr isto のうちに人間一人一人に於ける 同じ inc arnat io の可能性

の根拠を見るに至るの である 。
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III 

“Ich spriche ein anderz u nd spriche ein naeherz: got ist niht aleine 

mensche worden， mêr: er hât menschlîche natû re an sich genomen" (DW 

86). ここでエ、ソグハルトは， ein anderz ( etwas anderes) 即ち神学的常規

とはちがった事， 而も “ ein naeherz" ( naeherは nâhe-nahの 比較級， et

was .Eindringenderes--Qu int訳〉 つまり incarnatio の事態に 更に迫り且

つ汝等 ( 聴衆〉 一人一人に対して より 緊急なる事を説 くと前置して， r神

は 単に人間になり給う たのみではない。 それ 以kの事 ( mêr)が起き たので

ある。 即ち神は natura humanaをとり給う たので、ある」と云う。 さきの

神学的定式の枠内 では “ assumpsit natu ram hominis" は 「神が人となり給

う た」事の意味を限定し説明し たものであるが，エッグハルトはここでは

この“ assumpsit natu ram hominis"の内に， 神がキリストに於て人間となっ

た， 即ちイエス・キリストと云う 個体的な人間となったと云う事 以上を見

て行 く 。 そしてこの 「より以上Jに， incarnatio が歴史的な 個体としての

イエス・キリストに限らない根拠が見られて行 くのである。

この 「 より 以上 」 をエッグハルトは 2つの 点に於て見 る。 先ず第一に

natura humana と神との関係に於て。 キリストに於ておこ っ た natura

humana と神の persona との結合 ( nuptiae inter deum et no柑am natu

ram 四一一I oh.n.286) は 最早 解き 離され得ない永遠 の結合で あ る。 natura

humana が神の personaに よる personal な統一の内に永遠に掲げられそ

の 統ーから離 され得ないと云う 意味でエヴグハルトは， 神が人間の natura

をとり給う た事によってrnatura humanaが神になったJ (dâ wart men

schl ich natûre got --DW 420) と云う 。 或は， r神が人聞になった事が真

なると同じく ， 人聞が真に神になった」と云う。 このように 解き得ぬ仕方

での結合なる 故， natura humana のある所， そこには 既に神の personaが

そのNaturtrãgerとして現存し， 逆に叉神の personaのある所， そ こに は

常 に natura humana が透入している。 “Dâ.der vater sînen sun gebirt in 
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dem innersten grunde， dâ hat ein însweben disiu natûre" CDW 87).即ち，

「父(なる1-1ド) がその最|勾奥に於て子を生む時， そこにこの natura hu-

manaがein înswebenを持っているJ (înswebenは ein-schweben， 後半を

Quintは， “da schwebt die menschliche Natur mit ein"と訳している〉。 父

がそこに於てf-芝生むr41の品内奥の内に 人間のnaturaが透入し(in-swe‘

ben')， t中()) naturaの内で行われているgener割ioにnatura humanaが直

践に参入しているのであら。 それはたえず神が自己のnaturaの内に生む

その|ロjじ了ーを， 同時に natura humanaの内にその主体として生みつづけ

る事であるコ かくして神のpersonaがnatura humana をとったと云行、iiゐ

土エ ソクハJレトにとっては[fiちに， natura humanaがわþの三一性の内而

こt�:ずられたと云う宇ーであった 。 神のpersonaと natura humanaとの古川

合の111)が歴史的個体としてのイエス・ キリストからttllの三ぺ生のいlに芯さ

�1ゐのである。 事実エソクハルトは， incarnatioの所謂!IE史的一凶性と三

う事会珍えないっf川&:ならば natura humanaの方にも神のp巴rsonaのブj

にも， H手1mのじでの一回性を固定する事は山来ないからで ある。 人I i;j !'j'，} 

persona からヲ|離された natura humana は個別的限定左もたず， 二:;- CJ 

natura humanaの主体になる仲のpersonaは永遠なるpersona であって

ここにも時間の上での-[eIJ性 を泣き得ない。 故に “Verbum caro factum 

est in Christo" と云はれる時， その「キリスト」は， )1主史的{肉体制l児休ν

て natura humanaと神のpersonaとの結介そのものを;百味する方rt]に日

いて行 くので ある。

「よりf人l二i の第二のJ11は， natura humanaと一人一人の人間との関

係から見られて行く。 これに就いて基本になるテキストの一例をあげれば，

“Natura est nobis omnibus aequaliter communis cum Christo univoce. 

Ex quo datur fiducia quod， sicut in ipso， sic in quolibet nostrum proprie 

verbum caro factum habitaret in nobis" (Ioh. n. 289). natura assumpta 

a verboは一人一人の人間にsine magis et minusに共通である(Serm.
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n. 523 ) 0  natura h umanaは「ーJ ( ein) なる 故， キリストに於けるnatura

hum anaと個々人に於ける natnra humanaとは一体不可分 ( ungetei lの

であり， íキリストに於ける natura h umanaは， そのまま， 汝 に於ける

natura humana である J ( sw az si --diu mensch 1îche natûre--ist in 

Kristδ， daz ist si in dir: DW 420)。 このようにエッグハルトは， 神がキ

リストに於てとり給う た natura h um anaが そのまま人間 一人 一人に於け

る natura humana そのものである ことを繰返し強調 するが， この 事を 更

に例えば「キリストに於ける 私の人間性 J ( mîne menscheit an Kristô)と

云うような形 でっか ん で行く時 ， そ こに含まれている 「 より以上」がはっ

きり出て来る。 í神が その独り子に 与え 給うたもの， 神がキリストに於て

natura humanaに 与え 給うたもの， それを神は この 私にも， キ リス ト に

与え 給うたと全く等し く完全に 与え 給うた 。 むしろ正に 私に こ そ 与え 給う

たの で、ある。 キリスト よりも むしろキリストに於ける 私の人間性に 与え 給
(6) 

うたのである J (P f. 56， 18f. ; RS. 32; Bul le art. ll)。 神がキリストに於て

とり給うたのは 私の natura humanaである。 従って， 神がキリストに於

て natura h um anaに 与えたもの 即ち 神の personaに よる personal な統一

乃至は “ unio cum di vinitate" (RS. 32) は， そのまま 私に於ける natura

hum anaに 与えられたのであり 或は“ mihi in humana natura"に 与えられ

たのである。 かくして 一人一人の人聞は その natura hum ana に於て 亘壁

に'Ïncarnatio in Christoと云う出来 事の内に摂入される 事に なる。

以上2つの薗一一一方キリスト に於ける natura hum an aと神との関係 ，

他方キリストに於ける natura humanaと人間一人一人との関 係 ーーに於

て見られた「 より以上」の二つの点、を結ぶ事に よって， キリストに於て 且

つキリストとして遂行されたincarnatio が人間 一人一人に於ける incarna

tio の可能性の根拠と なるのである。 神の personaがキリストに於て na

tura humanaをとった事によって， 神は natura humanaを神の三 一性の

内に掲げつつ， 且つ natura humanaに於て一人一人の人聞に直接する。
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人聞の 方 から云えば ， 一 人一 人は その natura humana を 通じてキリスト

に 於 げる inc arnatio に 直 結 し， natura humanaは キリストに於ける inc ar

natio によって神の 三一性に 直接 している。 従って一 人 一 人がその natura

humanaに純粋に 立脚する (この 意味は次章で取扱 う〉 事が 出来るならば

その 人の 上に， キリスト に 於 げると等 しく ， 神の personaと natura hu

manaèの結合が現成するのである 。このよう にして ，“ Verbum c aro f actum 

est et habit aret in nobis"に 二 重の出来事 を 見たエッグノ、ルトは ， その 二 重

の 間に， 前半が後半 を基礎づけている関係 を 見る 。 故にさきの Ioh.n. 289 

の 引用に於ても ，恒三旦竺o datur fiduci a quod，"と云われ ， 或は又宝堕空

datum est omni homini filium dei fieri "  (Serm. n. 52 3)と云われるのである。

このような立場ではキリストは ， 神にして 人 で ある唯一の 存在として神と

人間との 聞の 仲保者と云う立味をもつことが出来な くな る。 Iキリスト」

とは前述の 如く神の personaと natura humanaとの 結合 そのもの を 意味

し ， 限史的個体としての イエス・ キリストはこ￠ 結合の実例 で あり ， 拘Iは

この実例に於て 結合 の 模範を 人 間に 示すと同時に ， この実例 に よって 結合

の 確z正を 人 間に 与えたことになる。 所謂“i mit atio Christi"の そティーフが

ここ ではその 極 点 に迄追究されていると 見る事が出来 る。 Iキリストに 於

けるが 如くにJ Iキリストと等 しく」は エッグハルトに於いてあ く事な く

繰返されるモティーフ で ある。 “fuducia quod， sicut in Christ0， sic et in 

q臼olibe t nostrum pro pri e  verbum c aro factum habitaret in nobis" ( Ioh. 

n. 289). I 人々 は神は ただ彼処に 於てく キリストに於て ) の み人となった

と考えているが， そう ではない 。 神は彼処に於けると同じく此処 に 於ても

(一 人 一 人の 人 間〕人となったので、ある 。」 そしてエッグハルト が 「 同じ

キリストJ ( der  sel b e  Krist一一DW4 2 0)と云う時 ， この 方向の 究極が そ

こに示されている。
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IV 

一人 一人 の人聞が，キリストに於 て natura humanaに与えられ た神の

personaを 受取りかくして神のpersonal な 統一 の内 に掲げられる ためには，

各人純粋 に natura humana に直接し な けれ ばなら ず， そのため には，

natura h umanaの通常 の 担手 である 人間的な「われ j， 人間的 personaを

放棄し個 我的なるものか ら一切 脱却し なけれ ば なら ない (“S wer in der 

blôz heit dirre natûre âne mitelω1 bestân， der muoz aller persô nen ûz 

geg angen sîn"-DW87)_ 或は，í 汝 が同じキリスト であら んと 欲する なら

ば 汝 自身 ， 永遠なる 言葉が〈キリストに於 ける incqr natio の際に〉 と り

給 わなか っ た所のもの(即ち人間的 persona) を 一切 放却す ベし j (“Wilt 

dû der selbe Krist sîn...， sô g anc alles des abe， daz daz ê wige wor t an 

s ich niht ennam"-DW420). “V olens filius dei fieri， verbum caro factum 

in se h abitare debet ... abneg are pe rsonale， abneg are proprium" (l oh. n. 

290). このように， エッグハルトが考えている 個々 人に於 ける incarnatio

とは， その当人に於いて natura humana の担手 が人間的 persona から

神の personaに代る ことを 意味 する 。 人聞に於 ける 主体の交替である。 仏
にん あんり

教でも 「只旧時 の人 ( 主体 〉 を 改め て ，旧時 の行履 ( 人間 と してのする 事

な す事 〉 を 改め ず」く自得禅師， 六牛図頒-12世紀〉 と云 われる。 そ して

こ れは， 人間 の「われ」 を そのま ま 絶対化神格化する 如き 漬神の妄想 とは

正反対に， 人聞がその「われ」を捨てて神が事 実その人間 の「われ 」にな

る 事である 。 íわし があ みだ (阿弥陀仏〉になる で ない ， あ みだ の方から

わしになる j (才市一昭和7年没入

然し， ここに一つの大き な 問題 が出て来 る 。 即ち如何にして一 人 一人 の

人聞 に於て 人間的 personaの放棄， 個 我 からの脱却，エッグハルト の所謂

「離脱j (abegescheidenheit) が果して可能 であるかと 云う 問題で あ る 。

エソグハルト の 思想 のリアリティにかか わる 決定的な 問題である。 そ れは，

根本的には実存の問題であると 共に， 実存が自覚的 である 限り， 忠、弁上 の
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n\IWと もな る。エソグハルトが主体 的に去私の体 験に:J，!; 'J、ていることは，

ì �々 íi)々 からHt察 される。例えば， I汝が一 瞬間 で も一一一いや一瞬間 より更

に叩く てもいい一一汝自身を減却 する (dich se1ber  verni c hten)ことが出

来るならば， ぞれ一 一魂の根底即神の恨底ーーが何 で あるか自得す る で あ

ろうJ (Pf. 261， 15f. )。 そし てこの去私の体 験 に支えられて， Iキリスト

が父との1m;こもっていた以大の合 ーは， 私 にとってもそれを得 る事が司柁

で あるJ (“Die groesten einunge， die Kristus b esezzen hât mit dem vater， 

die ist mir mügelich z u  gewinne"-Pf. 56， 15 ) と云い切るので ある。エ

ゾケハノレトはこの去私の可能性を思弁的にどのように 把捉しているので あ

ろうか。 )11l�{;�， 個々のJL体 的な人間存在 に 於ては ， natura humana と 人

I :tI1í'J persona とは必然的な相依相属にあって引離 され得ず， ただキリス

トの場iTにだけ唯一度神の全能に よって natura humana からそれに相応

する人間的 persona が遠ざけられたと される。 エッグハルトの場合， 個

個の人間がどのようにし て自己を拾 て得るとされるであろうか。この問題

に就 い ても， 仙の場介と1，，']じく，エッグハルトの説き方に は 幾重かの次元

がありそのtl日を一筋のダfナミ ソグな見方の['":1揚がつないでいる。

(i )さL1iつ ては 「恩寵]が，j�かれるがその際 人Fr\lの!日1Iからの自己放棄

の努力， 無我の修練(ueb ung)が!、)íJt足 され ている。エ ゾクハルトは “Debet

exire a se ipso" (Serm. n. 94)， “ Diu sê1e sol sich opfern" (Pf. 2 09， 23 ) 

と云うように操返し繰返し厳しく自己放棄を要求する。 そしてその修練と

し てTì:::， (a)一切のものを折 てる「貧J ( armuot)と， (bH\�になり切る「大

死J (gruntt ât )とをi31く。人間的な 「われ」の隠れた根本性 格をエ ソ グ

ハルトは “eigenschaft" ( Eigen -schaft)と呼 ん で いる。それは， 一切のも

のを「自分のもの」として私せ んと する根本吉動とし ての我性即 所有主 で

ある。 自己を私する(神のimagoである魂を「自分のもの」とする一一

vgl. DW 286:“Diu sê1e hazzen sol sich se 1ber.. .， a1s verre si mîn ist" )事

が隠れたmとなっ て， 所l(に 於て自己の有を立 て， 自己の有を所有によっ
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てìi笥し広げんとするあり方 である ; 従って自己拙棄は先ず所 有を拾てる 事

として実行される。 その 際エッグハルトの「貧」への要求は厳しい。 所謂

外的な所 有物のみならず精神的な 内 実の放棄も安求さ れ， (例えば無知一

urtwizzen)， 而も放棄したものを一切顧 みてはならぬと云われる。 捨てたも

のを顧るのは， 捨て切らない事であると共に， 拾てた事の代償を得ょうと

する所有的あり方になるからである 。 この所有の放棄はあ く 迄自己放棄の

実行と云う 意味 であって， 自己を捨てると云うその根本からものを捨てる

ことでな ければならぬ。 その根本を明 確にする ために， I自己を無に する 」

(ze nihte z e  werde nne: DW1 4 )事が繰返し強;;1司され， Iわれ」の絶滅と

して「死」が説かれるのである。 自己を滅却して純粋な無のう ちに( in

ei me l ûtern ni hte-Pf. 27， l1;ûf eime blôzen nihte-Abg. 177) 立たねばな

らぬ。I最早存在しないと云う 処 迄徹底する事が必要で、あるJ (“お ist daz 

von nô t， daz wir her z uo k omen， daz wir ni ht ensî n" Pf. 40， 2 6f.). r喜も

憂も触れ得ない程， 根底から死に切らな ければならぬJ (“Man sol gt:竺笠二

tô t sî n， daz uns berüere weder l iep noc h  l ei t" DW 135). “Dar umbe 

muoz der mensc he geto etet sî n unde gar tô t sîn und an im selber niht 

sî n" (Pf. 235， 6). ところで， これ程の自己放棄を可能にする ものとして

[忠寵」が説かれて 来るのである。 I自己を徹底的に無にする大死」の要

求に自ら恐れ唱となすくIc h ersc hric k e  ofte)事を告白してエッグハル ト は

云う ， I然しそれは不可能だと思ってはならない。 神の恩寵をいただい た

魂にとっては， 不可能ではないのである (“ez enist niht unmügelic h der 

sêle， diu dâ gotes gnade hât" -P f. 230， 2 6f.). つづいて， 神の恩寵をい

ただい た 魂にとっては一切を放棄する 事程楽しい ( 1ustl îc he) 事はないと

云われる。エッグハルト にとっては， 自己放棄の努力そのものが実は思寵

の内 ではじめ て司能なのである。 故に自己放棄の努力は， 努力すればする

だ け， 思寵を受け た魂の自然に帰し， (或は， その努力は恩、寵が引受けて

魂は安楽になり)捨てれば捨てるだけ捨てる 事が容易になる 〔“I e mêr er 
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der mensche-be gibet， ie lîhter ist ime ze be geben"-Pf.208， 1 4 ). 恩寵

は「与えられる」が， 実 はそれに よりて 人聞の 「我」が「奪われる」 ので

あり， その意味 で ，!思寵 は賊の 如き仕 方 で ( in dieplîcher wî se-P f. 9， 11) 

働くと 云われる。 以上，自 己放棄の 努力が ，自力と して で はな くて ，自力

を 棄てしめる思寵 の内で 遂行されると 云 う第一 段で ある。 エッグハルト 思

弁ば然しこ こ では停止しない。

( ii) 人間 的「我j を 抜き取る gratm は， そ れ によって魂に神がその

全体を 与え得 る (“dat se ipsum"-Ser m.n.256 )“plena gratia"のた めの準

備 で ある 。“Dat nobis gratiam， ut possimus plene acc ipe児plenam gratiam" 

(Ser m.nA56).“Gratiam assimilationi直dat pro gratia infor mati onis" (Ioh. 

n. 182). そして神がその 全体を 人間に 与えると 云 う 事 が 実 は 既に ，神

がそ の perosna �とnat ura humanaに与えると 云う形でキ、リスト に 於ける

inc arnat io として 現成したので、あった。 個々 人に 於ける自己放棄の -"JfìE性

が そ の inc arnatio in Christo そのものに 既に 基礎づけら れていると 云うの

が 第二段で ある。 即ち，キリストに 於ける incarnatioの |潔神f j: natura  hu

manaから 人間的 personaを 引 離して 純粋に natur a humanaだけ を 摂った

と されているが ， 亡ゾグハノレトの 理解に よればそ の natura h umana はさ

きによLたよう にそのまま 一人一人の 人聞 に 於け る natura h umana なるが

故に，一 人一 人に 於てもその natur a humana は 既に人間的主体の所有か

ら 離され ている。 キリストに 於て神によって 遂行 されたこの 分離が一 人一

人に於てもそのまま有効なのである。 個々人に 於てその「我 」の方からは

どこ 迄も natura humana を 白己の所有 として 離すまいとするが natura
グ t

h umana の 方 は 既に 人間的 「我」 を 離 れている。 我 を jf;て 件るのは， 我 が

我 を J合て な から で はな く，既1;;;無我なるものがあるから である。 このよう

に神 が natura humana を ，h人間 的 per sonaから引 離 して 摂った事 の 内に ，

個々人の自己放棄が 既に可能となっているので あるが ，エソグハル卜 はこ

こ にも作!としない。 更に ，そもそも神が natura humana を 摂り得たその



58 

理 由の内に， 個々 人 に 於 ける自己 放棄の可能性を遡究して 行く。

( iii ) 即ち， 神が natura humana を摂り得た所にエッグハルトは， 所

謂 Z weinaturenlehreをふみこ えて natura humanaが本 来も っている所の

神 との親近性乃至 神 との同一性 すらを見， その神 との親近性の故に natura

humana そのものが「我」の放棄を積極的に 促して 行 くと見るのである 。

「 人間性は，最も 貧しき 人 最も 哀れ なる 人 に 於て 法皇や皇帝に 於ても， 等

しく完全円満(vollekomen) である 。 人間 性 そのものは， 私がそ れ である所

の人間 よりも 私 に と って更に親しい J(Pf. 57， 9f.)0 ["" natura humanaは

人聞 に と って 当の人間 自身 よりも 親密 で あるJ (“Menschlich natûre ist 

dem menschen vil inn ige r und naehe r dan e r  im selbe r" -DW 420;“Na

tura humana巴st cuilibet h omini intimior quam ille sibi" -Ioh. n. 290). 

「 我 」 に 主宰さ れ た 人間の， 自己の自己への自執的関係が， natura huma

na に よ って 貫流さ れ解消さ れ てい るのである 。 そ して 更 にこ の natura

humana は， [""何 よりも神を ， 自 分自身さ え よりも 神 を愛 すJ (“Natura 

ipsa cuiuslibet amat deum suρe r  omnia et plus quam se ipsam" -Ioh. n. 

290). そ れ は natura humanaがも とも と “sippeschaft mit be r g otheit" 

。ippeschaft はBlutve rwandtschaft)をも って いるから である(Pf.56，13f) 。

即ち natura humanaが神 性 と血続きの同類性をもっと云うのである 。 こ

こに natura humana に 就いてのエッグハルトの究極の言葉が発せら れ て

いる 。 かくし て エッグハルト は natura humana を説 くのに， [""時と かか

はら ず J， [""何 ものにも 触れられ ず J(unbe rue r1ich)，自由 (frî)， 露。lôz )

「単一無雑J (ein und einvalti c)， [""純一無相J (ein und lûte r) 等 の々言葉

を使うに 至る。 こ れ等 は実 はエッグハルトが神 性を語る時に そのま ま用い

る 言葉 であり ， 同時に神 性と同一 なるものと しての「魂の根底J (Seelen

g rund) 乃至 は “essentia animae" を語る 言葉 なのである 。 DW420 では，

先 ず menschlich natûreが「時 と かかはらずjI一切に 触れられ ず 」云々と

説 か れ て ， [""その故に(und dar umbe) 神は menschlîche natûre を摂り給
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うた 云々 」 と云わ れている。 このKontext では“und dar umbe" は 明 らか

に， í menschlîch natûr e と神 との 臼p pesεhaftの故に」 と なる。 以上のよ

うに凶tura humanaが， 人聞 く乃至人間的 p er ぬ叩〉 との 統ーよ りも ，

もとも と神 との sipp eschaft をもっ ていると 云 う 所 に， 個々 人に於 ける

natura humana と 人間的「我 」 との分離の 究極の 万能性を エッグハルト

は見 るの であ る。 所 でこのよう な見 方と 結びつ いて， 人間的 p er sona 乃至

「 人間」が natura humanaに対 して持つ 意味 (或は， 人聞に於 ける íp er ・

sona と naturaJ との 関係〉が， 先に 第2章で見 られ た所とは変って来 て

いる。 さきには， natura humanaの主体的 担 い手 ( Naturtr äg er ) と して

そ れに実在性を与える 原理 であっ た p er sona は， 今度 は， そ れ自体真の

実在と さ れる natura humanaの 偶 然の一例 ( ein zuoval)にすぎ ないとさ

れて来 る。 “Wan der mensch i st ein zuoval d er nât合同 und dar umb e  

gêt ab e allez daz， daz zuoval a!l iu ist， unde n ぞmet it1ch nâch der frîen 

unget巴ilten menschlîchen nâtûr e" (Pf.158，12fふ“Ni m dich blôz in wesen 

ne， wand swaz ûzwendic wesenne ist， daz ist zuoval" ( Pf. 1 91， 4 0).一 人

一人がその「人間J， 人間的p er sona を 捨て なけれ ばならぬ と云わ れる 事

はそのま ま であるが， その理由がここ では， そ れが ein zuoval der men 

schlîchen natûr e だ からとさ れている。 この zuoval と云う 概念 は Pf. 1 91 

の 引用 からも 明 らか なように w esen と云う概念 と 対 を なしてい る (即ち

accidentia-substantia)。 ハンス と かぺ{ター と云う 個 の々人聞 は， sub 

stantla である natura humanaの accidentiaにすぎ ず， substantiaの 外側に

(ûzwendic)附着する 偶然 であり依存 であ り ， そ れ自身の 有 をも た ないの

である。 このように ein zuoval と見られる 事によっ て，捨て なけれ ばなら

ぬ と同時 に捨て得 るものと して把握さ れるので あ る。 natura humana と

p er sonaとの 関係 をこのように substantia-accidentiaの 範曙でと らえ ると，

さきの 如く Natur -N aturtr äg er でと らえ る時 とは， 実在性の 原理が逆にな

っている。 さきには p er sonaの 方にあり ，ここ では naturaの 方にある。
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これは naturaの概念、が 変っ て来ているから である。 さきには高次の 実在

|生を得 るために， natura humanaの 担 い手が 人間的主 体 から神的主 体に

交特しなければな らな かったが ， ここ では， nat ura humana が神性との

近親性 をもつものと してそ れ自体 で既に高次の 実在とさ れている。 か くし

て人間一人 一人 が， 偶 然 であり依存 であり非実在 であるに過ぎな い彼の 個

的人聞を 放下して (一一この放下は出来る) ，純な る natura humana に直

接立ち還 るな らば その nat ura humana に 於て ， 神 のpe rso na が， 即ち 神

が 神の nat uraの 内に生む子な る神が与え られ るのである。 ここ迄来ると

遂に i ncar natio はその まま， エッグハルト 神秘主義の 基本テーマであ る所

謂 「魂ゆ内に 於け る神の 子の 誕生」と云う出来事に吸収さ れる事にな る。

或は， i ncar natio の 真の意義を エッグハルトは「魂の 内に 於け る神の 子の

誕生」の 内に見， そう云う仕 方 で前者 を後者に還元したと云っていい。 次

の 引用が その事 を よく示 している， I神 がマリヤ から肉 体 をもって生れた

事 よりも， 一人 一人のJungfra u (即ち善な る魂一一純 一な る魂 〉 から精

神と して生れ る方が， 神にとっ て より貴 い事であ る」。

V 

以上 エッグハルトは， de us ve rb um，神の 第二のpe rso na がキリスト に於

て nat ura huma na をと り給うたと云う常規の 定式に よ る i ncar nat ioの理

解から出 発 して， (1) 神の pe rso na と natura humanaとの結合の 永遠不

可分 性 ， (2) キリ ストに 於け る nat ura humana と一人一 人 の人間 に於げ

る nat ura huma naの 一 体 性， (3)個々 人 に 於け る人間 的 pe rso naの放棄

の可能，と云う事態、を追究 する事に よっ て incarnat io i n  Christo が人間 一

人 一 人 に 於け る同じincar natio を 基礎づけている事を確認 する，と同時に，
(10) 

一人一人の人聞 に 於てキリスト に 於ると同じく現成 するこの i ncar natio を

エッグハルト の根本的関心事 である 「魂の 内に 於け る神の 子の 誕生 」 と云

う 神秘主義的出来事に吸収 して行ったの で‘ ある。 ここにエックハルトの 思
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想構造の特色がよくあらわれてい る。t41学的定式からrH発して， その定式

によって示 されている事 柄臼体の体得に基いて， 父{本件せしめる'!fを めざ

して， その定式lこ含まれている 何か 一つの契機一一今の場合は natura

human a-ーを徹底的に追究し つつ ( 単に概念的な帰結の追究のみならず体

験によ る概念の大胆な使用によって ) その定式として同定されている諸契

機のパランスを破って行き， 神学的定式がドクeマ上のIJ�rtJIJとして定めてい

る 枠をふ み出して行 く 。 市もそれは，エッグハルト自身にとってはその神

学的定式に合 まれている問哩の思弁1'1")解決 で あった。 然し同時にその肝iJと

が新しい問唾をひきおこ すことも必然 で ある 。以上見た ように， in carnat io 

に就 いてのエッグハルトの思弁は nat ura humana を�nh lこして劫いており，

natura humana と神性との s ippes chaftが要になっているが， そう すると

最早所謂Zwe inaturenlehre は維持出来なくなる。それと共にエ ノグノリレ

トの natura humana のとらえ 方に 関して重大な問題が出て来る。 第ーに

は， 果して然らば natura humana は神性と等質なるものとして非被造的

( unges chaffen und uns chepfel i ch) で あるのかと云う 一一既に，tíli!Jもエッ

グハルトに向けられた一一基督教にとっての根本問題であり， 第二には，

そのよう な natura humana の把握からはいわばとり成 された ように見え

る身体性 ( l îpli che it)乃至 「肉J ( caro)はどう なるのかと云う実存l二の!日l題

である"このように両 方向に問題が出て来るのはもともと natura humana 

と云う概念が二義 的だから で ある。 一 方「肉に 於ける現身性Jと他 方 「無

相の本来性」 との両 極にまたがりその問を浮動 する 一一 (エッグノ、j�トの

場合には前 者から後者に向って 重心が移動している〉 このnatura hu 

mana と云う概念、の二義 性そのものが恨 本的(こ問題になって来る。 同時に

natura と persona との関係も再検討 されねばならなくなる。 これ�，"S-�の問

題はあらた めて， Naturを めぐる他の諸問題をも含む， I神秘主義とNatur J

と云うテーマの別稿にゆず 〉い。 この小論 ではエッグハルトが， in car -

nat io のとらえ 方 に 於け手口統的な神学の定式や既成の概念をそのまま使
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ってincarnatioと云う出来事を伎の神秘主義 の恨本テーマ である [魂lこ於

ける神の子の誕生」と云う 出来事に云わば換骨奪胎して行く所迄の思弁を

たどって みたのである。尚又小論 で ， 問題をとらえて行く根本範唱 である

nat uraと persona とが 訳されずに置かれているのは， 適当な訳語が見出

されにくいと云う事の他iこ，一方，神学の定式や 既成の概念をそのまま使っ

て忠、弁を進 め て行 くと云うエッグハルト側の事情と，他方，E、弁を進 め て行

くに従ってその定式や概念が次第 に問題化し て来なが ら 本論はその問 題を

根本的にと りあげ る未だ以前J でトあると云う論者側の事情とに関係している。

註

(1) エヅグハルトからの引用略符

1oh. Meister Eckhart. Die Lateinische目、liTerke(LWつ. Herausgegeben von 

Josef Koch u.... im Au[tragc dcr Dcutsd，en Forschungsgemcinschaft. 

Stuttgart 1936宜 Bd. II1 Expositio sancti Evangelii secundum 

Iohannem. 

Serm. L W Bd. 1V Sermones 

DW Meister Eckhart. Die Deutschen 九Nerke. Herausgegeben von Josef 

Quint im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Stuttgart 

1936妊. Bd. 1 

P.f Franz Pfeiffer: Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts. Band II， 

Meister Eckhart. Leipzig 1857. 

(Neudruck G口ttingen 1924. 木交はすへてQuintの校訂によって読む。

Josesf Quint: Die Überlieferung der Deutschen Predigten Meister 

Eckeharts. Bonn 1932) 

fr;'] ， 引開文中下*)�1主著者による。

(2) もう一例あげておくと “Verbum enim deus caro fit et in nobis habitat 

visibiliter et sensibiliter， quotiens divinis， per consequens deo conformamur 

et configuramur" (1oh.n.155). 
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(3) “…und dar umbe ist er mensche worden， daz er dich gebere sînen emge・

bornen sun， und niht minner" (Pf. 207， 3 4). 

“War umbe ist got mensche worden? Dar umbe daz ich got geborn wUrde 

der se1be" (Pf.233 ， 35). 

μ) エッグハノレトのmcarnatlOの把え方の全幅を Kontextに於て予め示すた

めに， ラテン語著作及びドイツ語説教から一例ずつ長文を 引用しておく。 両

例は内容に於て 全く一致して いる。

“Deus verbum assùtnpSÏt naturam， non per回nam hominis. …N atura est nobis 

omnibus aequa1iter communis cum Christo univoce. Ex quo datur fiducia 

quod， sicut in ipso， sic et in quolibet nostrum proprie verbum caro factum 

habitaret in nobis.. . Natura humana est cui1ibet homini intimior quam i11e 

sibi.. . .  Vo1ens fi1ius dei fieri， verbum caro factum in se habitare debet 

abnegare persona1e， abnegare proprium" (Ioh.n.289， 290) . 

“Die me:，ter sprechent， daz mensch1ich nat色re mit der zît niht habe ze 

tuonne und daz si zemâ1e unberuer1ich sî und dem menschen vi1 inniger 

und naeher sî dan er im se1ber. Und dar umbe nam got mensch1îche natû-

re an sich und einigete sie sîner persônen. Dâ wart menschlich natûre 

got， wan er menschlîche natûre b1ôz und keinen menschen an sich nam. 

Dar umbe， wi1t dû der se1be krist sîn und got sîn， sô ganc al1es des abe， 

daz daz êwige wort an sich niht engam. Daz êwige wott nam keinen 

menschen an sich; dar umbe ganc abe， swaz .menschen an dir sî und swaz 

dû sîst， und nim dich nâch menschlîcher nat也re b1ôz， sô bist dû daz田1be

an dem êwigen worte， daz mensch1ich natûre an im ist. Wan dîn mensch・

lîche natûre und diu sîne enhât keinen underscheit : si ist ein， wan， swaz 

si ist in Kristδ， daz ist si in dir" (DW 420) . 

(5)“Wsn a1se wâr daz ist， daz got mensch worden ist， a1sô wâr ist der men

sche got worden“ (Pf四8， 7 ) "Deus assumpsit vestem nostram， ut vere， 

proprie et per substantiam sit homo et homo deus in Christo"CSerm.n.523 )  

(6)“Al1es daz denne got i e  gegap sînem einbornen sune， daz hât e r  mir 
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gegeben aJ配voJJekomenlîche als ime und niht minre， unde hât mirs mê 

gegeben: er gab mê rnîner menscheit an Kristô denne ime" (Pf.5 6，1 8f.) 

“Quidquid ei pater dedit in humana natura， in hoc prius respexit me et 

plus intendebat de m暗quam de homine Christo et p，lus dedit michi quam 

sibi . …Propter hoc qui<!quid pater dedit filio， in hoc intendebat me et dedit 

michi ita bene sicut �ibi. Hic mchii excipio: nec vnionem cum diuinitate nec 

sanctitatem nec aliquid aliud" (Eine lateinische Rechtfertigungsschrift des 

Meister Eckhart ， hrsg. v. August DanieJs. 5.32) 

(7) “Diu liute wênent， daz got eJJeine dort (in Chriぬ) mensche sî worden. 

Des enist niht， wan got ist hie (bei der Gottesgeburt in einem jeden Men

schen) als wol mensche worden als dort" (Pf. 207 ， 33f.) 

(8) この“eigenschaft"と云う 重要な概念、に 関しては拙論iMeister Eckhartに

Îj'�ける突破の思想について」に 於て触れて おいた 。「宗教研究J 1 85 号76頁以

下参照。

(9) “Daz ist gote werder( wertvoJJer) ， daz er geistlîche geborn werde von 

einer iegJîchen juncvrouwen oder von einer ieglîchen guoten sêJe， dan daz 

er von Marîâ lîplîche geborn wart" (DW 376). 

帥 この「キリストに 於ける担�J iキリストと笠liJiFo]Cキリスト」の意

味は， エッグハルト解釈の激しい争点のーっとなっている。 この問題に 就い

てめ筆者の解釈は下記参照。

Shizuteru Ueda: Die Gottesgeburt in der See!e und der Durchbruch zur 

Gottheit. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1965. 5 .87・96; 5. 140-145 

iMeister Eckhartに 於ける神と人間とのー」ー「宗教研究J 183号34頁-39頁

iMeister Eckhartに 於ける突破の 思想についてJ -i宗教研究J 185号95・96

頁

IIU その思弁の全幅から見ると然しムッグハノレトはincarnatioを「魂に 於ける

神の子の誕生lに 還元した 処ではまだ停まらない。 incarnatioと連関して例

えば次の如〈云う 「子なる神が人となった 時も ， 神の離脱(abegescheidenheit 

←神の自体に 於ける不動寂静〕はそれによって 全く触れられなかった 宛も
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incarnatioなどなかったかの如くにJ (Eduard Schaefer: Meister Eckeharts 

'�'rdktat von “'abegescheidenheit". Untersuchung und Textneuaus6' :.�-， 

Bonn 1955 .  S.167) . そして， 人間もその 離脱に於て神とーなることを説く

のである。 この小論の枠内では触れ得なかったが， エッグハルトがそと迄説

き進んで行く事は， 彼の思、弁の動き方からして既に 予想し得る。 即ち， 人間

と神とが直旋する場処をもとへもとへと戻し還すと云う動きである。 吾々は，

既に. incarnatioの問題に於てもエッグハルトがl' natura humanaをとった

神J( キリスト ) から遡ってl' natura humana -â:とる神J (deus verbum. 子な

る神 ) と個々人を直接せしめた事を見た。 そ の同し動きは更に natura

humanaをとる 子なる神， 子をつかわす父なる神， 即ちincar宜latioと云う

考え方のもとにある 「三位 ー休」のもう一 つ以前. l'父ならず 子ならず聖霊

ならざるJ (n呪Pater. nec Filius，nec Spiritus Sanctus)神の「自体」に迄遡

り還ってそこに直接し ようとするのである。 乙のような遡源的な思、弁の動き

の特質を究明する事は所謂spekulative Mystikと云われるエッグハル ト の

思想の理解にとって重要である。


