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宮 本 久 雄

思索は言語の内をめぐって働く. その意味で思索は言語が拓き切る世界を自己の限界

とする. その限界内で知恵が関われ， 人間の生が関われる. しかしこの言語の世界に，

従来と異なる言語が侵入するとき， そこは新たな思索が展開し， 新たに生の意味が間わ

れることになるであろう. ギリシア語で愛智の途に立とうとした人びとが聖書(LXX)

に出会ったときはまさにそうした言語の衝突が生起したのである. 聖書はへフツレ語とい

う壮大な言語世界をにない， それをギリシ ア的教養(enk yk lios p aideia)の言語世界

につきつけたのであった. そしてこの事態は， キリスト教を媒介に愛智の探求の全歴史

を通じて生起してきたといえる. 聖書は殊に「存在」という言葉をめぐって如上の挑戦

をなし， 西欧， 東方ピザンツ， アラブなどの言語 ・思索 が これと死闘を演じたのであ

る. この死闘の中心に『出エジプト記.!I 3章14節( 以下Ex. 3・14と表記) に ま た

がるテキストがあった. 本書(論文集)はマイモーユデスからK ・ パルトまでの幾多の

先人が， Ex.3・14について思索した軌跡を見事に浮彫りにして， この死闘の一端を窺

わせてくれる. それゆえこのように広汎かつ複雑な領域にわたる諸論文の紹介にはそれ

だけの資格が必要であるが， 今は浅学非才を承知の上であえて紹介を試みる次第であ

る.
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ところでこの紹介の稚拙さを補完する ために， 予めEx.3・1 3 -1 5の文脈を一応説

明しておきたい.Ex. 3・13 において， モーシェは神(エローヒーム)に向かつて名を

たずねる. 3・1 4 で は， 最初に「エフィエー ・ アシェル ・エフィエーJ (エフィエーは

存在動詞の第一人称未完了形， アシェルは関係詞)という神名が， 次に単に神名「エフ

イエ一」が啓示される. 3 .1 臼5で

との同定がなされる. 以上が文脈の次第である.

第一論文はM ・ 7イモーニデス(11 3 5-1 204)がその著『迷える者への手引き』でな
ヌ ース

したEx. 3・1 4解釈を扱っている.彼は神を必然的存在とするアヴィケンナや神を思惟

とするアリストテレス主義者テミスティオスに影響されつつも， 結局神に関する一切の

述語(存在， 生命， 知恵 etc.)すなわち神を思索しようとする人間の言語一切は， 神そ

のものと全くの同名異義の関係しかもてず， その結果神には肯定命題が成立せずとして

不可知論を説く.だから彼にあって愛智の仕事は専ら人間理性の限界を明らかに篠定す

ることになる. このように神存在の絶対的無形超絶主義を説くマイモーニデスに対し，

逆に神存在との合一体験を願うカパラー神秘主義(第二論文)が1 3世紀に生起したのも

無理からぬものがあった. カパラーは「スフィーロート(数)Jの図式をたて， その数を宇

宙の構成要素とみたてて神秘的宇宙論を説いたり， あるいはその数を神性の流出の階梯

(神の属性)にみたてて神秘体験を実現しようとした.その際この数に神名が関係付け

られることになる.例えばナフマニデスによれば， エフィエーは絶対的な憐れみ(数)， 

YHWH (主)は憐れみ(数)， Adonaï (主) は裁き(数) を表わすとされ， 結局神名

の啓示は， 歴史的現実のうちに裁きを包みこんだ神の憐れみの流入として理解されてい

る. そうした神に人間が出くわすのである. そこに神秘体験が生ずる.以上のように神

存在が， 人間世界に突入するという理解の根底には， ラピ(例えばラーシ)が Ex.3 ・

1 4 の神名を「われは， 汝と共に在らん」とL、う現存の意味に理解していた伝統がある.

同じ世紀にパリにおいては愛智の探究者たちがフ。ラトン， アリストテレス研究の伝統を

ふまえて， 着々とEx.3・1 4の研究を進展させつつあった(第三論文).彼らの名はサ

γ ・シェルのフーゴ， ヘイルズのアレクザンデ、ノレ， ボナヴェントゥーヲ， 大アルベルト

ゥス， トーマス ・アクイナスであった.これらの学匠たちは， 一方で， ム名を存在論的

に解釈するが， 他方で聖書を媒介にキリスト論的解釈の地平を切り披いてゆく. 例えば
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アルベルトゥスとトマスによれば， 神名は哲学的には神存在の不可把控室性を， 神学的に

は三位ー体共通の存在を表わす.しかし『ヨハネ伝.lI 8章58節によってEx. 3・1 4 の

神名はキリストのベルソナに帰属させられうるとする.そのとき存在は， 本質主義的理
ペ ル ソ ナ

解をはみ出して， 知性と意志という言葉と密接不離な関係におかれ， さらに肉体とい

う言葉の場面において思索されうるまでになる.同じスコラの伝統に立って存在の思

索をめぐらすスコトゥスは， 本来的形而上学と現身にあるわれわれの 形 而 上学 の区別

をする(第四論文).知性が一切の現身の条件から免れて pr o p te r quid の仕方で無限

存在(神)を考究する本来的形而上学に比し， 現身の知性がqui a の証明を以って企て

るわれわれの形而上学は， 後天的で不確実な認識しかもたらさない.それは救いの歴史

の内でアリストテレスに発する形而上学である.この形而上学には本来的形而上学にお

ける不可思議な神が， 思議されているという逆説があり， それを可能にするのが一義的

存在という言葉である.そしてそーシェへの神名の啓示こそ， 一義的存在という言葉閲

披の始動なのであった. 第五論文は大アルベルトpスからシュトラスフ守ルクのウルリヒ

を経てM・エックハルトにおいて頂点に達するケルγ学派の思索を辿っている.殊にエ

ックハルトはEx. 3・14( ego sum qui sum)における存在(sum)の反復に注目す

る.この反復は， 存在が自己に還帰し滞留することを表わしている.それは存在の内的

生命の充溢， 沸騰であり， そのたぎり溢れが創造である.この存在の生命的沸騰は三位

一体に外ならず， 第一の sum は 父 を， quiは子を， 第二の sum は聖霊に当てられ

る.かくして存在の内的生命は存在が産み， 産まれ自己還帰するという三肢的構造に分

節化される.ところで ego はさらに神のこの充足を表わす根源的我 ・神性 ・ー性に外

ならず， 不可思議である.人は神のこの我 と1つで在るいは)ことに呼ばれている.

人の我と神の我との一致こそアウグスティーヌスのいう「神における安らL、」であり，

そこから「何故なし」の働きが自由無礁に発するのである.このように西欧の思索にお

いて存在が一人称の言葉で語られるのはエックハノレトに極まる.14世紀から15 世紀に

かけてEx. 3 ・14を『マタイ福音書』の主の祈りのテクスト( 6.9)とつき合わせて思

索しようという企てがなされる(第六論文). 例えばポメーリウス(Ute n Bogae rde ) 

は， 主の祈 り の読み を変えてrPate r no ste r q ui e sJとri n caelis sanctifice tur 

no me n tuumJとを区切る.そしてこの父の存在(qui e s)のうちにEx. 3・14の存在
いた氾

を洞察しつつ， 存在を信心 ・ 敬度の地平に現前するものとして頂いてゆく.第七論文は
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再度ユダヤ思想、( カパラーとハシィデイズム)に向かう. ハシィデイズムは日常生活の

うちに魂を神に固着させ(devègut)て生きることを説く敬度主義
.
の一種であり， メシ

ア主義の色彩が濃い. その聖書解釈は， 16世紀のカパラー主義者 ルーリアに影響されて

いる.彼によるとEx. 3・ 14は， エジプト におけるイスラエルの子たちへの神の現存だ

けでなく， 未来にわたる， 隷属の子たちへの神の現存を開示するという. そして歴史は

隷属と解放の周期に外ならず， その解放に神名が決定的役割を果たすという. 18世紀

のハシィディスト， R ・エリメレクは， この解放を解放の根拠 ・ム名に仕えることを自
ペルツナ

覚した個人によって実現される蹟罪の次元にまで高めた. このように西欧でもユダヤに

おいても存在が人間の日常的実践的地平にどう関わるかが問題とせられたことに注目し

たい. そうした思索の調子は， マールフーラγシュの思弁にも窺われる(第八論文). 彼

はスピノザが神と 世界の関係を幾何学的公理とその結論との関係にみたてて神を非ベノレ

ソナ化したことに反対した.彼によるとEx. 3・ 14こそ， 無限存在たる神を開示し， 人

間精神をあらゆる有限的存在への志向(偶像崇拝)から浄め， すべてが自由な存在たる

神の恵みのなす業であるとの自覚をもたらすという. スピノザやデカルトなどの静的存

在理解をマールプランシュ以上に打破しようと す る胎動は， シェリγグ(第九論文)，

ドイツのユダヤ思想(第十論文)， パルト(第十一論文)を追跡 するにつれ， 明確にな

ってゆく.シェリングはEx のうちにエローヒーム(E l'o lam， 永遠の隠れ た神)が

YHWH ( 生成した神)として啓示されたことを見出した.それ は消極哲学で不動 ・ー

者 と考えられていた存在が凌駕され， 自己脱自したことであった.その意味で存在は存

在可能であり， 過去存在に対し， 未来存在(das， was seyn wird)である。 これこそ

Ex.3・ 14の「エフィエー」の託するところである.かくて存在は自己凌駕をなす自由

であり， 意志、に外ならない. ヘルマ ン ・ コーヘンもEx. を吟味した後， 存在を一つの

自我と関係付けている.M・プーパーはF ・ローゼンツヴァイクを参照しつつ， Ex. 3・

14のうちに存在の現存性(Ich werde dasei n)の意味と自由殊にエジプト的魔法( 人

間の概念)に閉鎖されぬ， 非魔術的自由との意味を看取している. このような存在理解

は， パノレトの反自然、神学の立場において極限に達する. 彼は LXX訳の影響をうけた，

従来の存在論的抽象的神観に対し， Ex. 3・14と『黙示録.!l 1章8 節('Erφ εtμ， "Ò 

"AÀ<pa /Cal "ò 1)， ……b伽/Cal h炉開I h lpχ旬ενos-)とをつき合わせつつ， 神名の

非存在論化， キリスト論化を企てる. だからEx.3， 14では神の固有名の開示が拒否さ
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れているが， 他面そこでは父と共に子が諮り， 歴史内で人に恵み人を救う神が伝えられ

ているというのである. このようにノミルトにあってEx. は 神秘( 超越的神)としるし

( キリスト〉を統合した具体的神学の根底をなしている.

以上の如く， 本書は神名エフィエーが， 愛智の途に立つ人びとに， 様々な思索と生の

地平を開示してきた歩みを概説している.それらの地平は人間学， 神学， 神秘主義， 意

志哲学， 敬度主義などを包括したもので， 中世哲学が苧む可能性と思索の沃野を示して

くれているともいえよう.

それと共にこの神名は， 存在が永遠， 必然， 無限， 不動などの三人称的意味違関から

脱白して， 今ここで「わたし」に現成し問いかけていることの自覚を新たにさせてくれ

るものである.
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森 泰 男

三一論( Tr initätslehr e)は中世哲学 に と っても基本的 な問題の 一 つ で ある.実体

(substantia)と関係(r elatio)の問題は， アリストテレス哲学 とも 関連して大いに議

論されたところである. 拙稿， rアウグスティヌス， Ií三位一体論』における《関係》の

問題」においても述べたように， 東方の三一論は 従属説( Subordinatianismus)に傾

きやすかった.その背後に， 新プラトγ主義の影響を見ることが許されるであろう.

それに対して， アウグスティヌスは三一論を根本的に考え直そうとする.すなわち，

彼は神における語りに注目するのである. アウグスティヌスによれば， 神は諮ることに

おいてみ言を生む. この生まれたみ言は生む神と一つである. この神はまた外に向かつ

て語られる.rあれ」と語られることによって，天地万物は創られたのである. さて， 言

葉( ver bum) の問題は， 具体的に語られることによって， 言語の問題として展開する.

人聞は語る存在( homo loquens)である故に， 人聞においても神の語りに似た働きがな


