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或る意味で上述の帰結の批判的反省となっているからばかりでなく， そこにおいてトマ

スにおける存在と人間的認識に関わる根本的な問題が露わにされるからである.

第一の論文は上述の帰結と逆の方向を取る. まず魂の外にレスが在り， それは確定 し

たエッセを有する r es na tura e である. それに対応 して魂の内なるラチオも魂の外な

るレスに依存するものすなわちr es ra t ionisと して承認される. さらにr es im ma teri

a l is と しての人間知性が r es na t ura e に組み込まれるばかりでなく，魂の内なる con-

.cept ioもそれが pa ssioである限り， 魂の外にあるものの領域に属するとされる. 最後

にラチオも魂の内に在るものではあっても， 独自の確定されたエッセを有する限りレス

と呼ばれうると考えられることになる.

このように して， 認識を存在の問題と して把握するトマスにおいてレスとラチオが意

味するものが何であるのか， という問題に読者は更めて直面することになる.

第二論文はトマスおよび アンセルムスの神の存在論証におけるそれぞれのレスの二義

性を問題に している. トマスの論証はレスの存在， 実在の確認から出発する. このレス

の特徴は， それが有限の存在者である， ということである. しか しレスの第一原因と し

ての神と呼ばれるものは無限なるものであって， レスの世界に実在 しないゆえにレスで

あるとは言われえない. 一方の在り方を実在と言えば他方は実在とは言われえないので

ある. アンセノレムスにおいてもレスは二義的である. それゆえに， いずれに しても神の

実在は論証されないことになる. このように して超越の可能性とアナロギアの問題をレ

久の意味と共に更めて聞い直すことを迫ってこの大著は閉じられることになる.
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本書は著者が京大卒業以来， 一貫 して取り組んでこられたドイツ神秘主義に関する既

刊の諾論文を集めたものであり， それぞれ年代順に， 1. rエックハルトの根本問題j，

2. í現代世界とエックハルトj， 3. r生死の問題とマイスター ・エックハルトj. 4. í不
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滅と不生j， 5. r聖書解釈学と説教一ーエックハルトの『三部作へ の全般的序文』をめ

くゆって一一j， 6. rゾイゼ解釈の諸問題j， 7. rドイツ神秘主義の特色と今日における研

究情況」という順番に配列されており， 西洋神秘主義一般に対する著者の研究姿勢を規

定した論文， r西洋精神の自己超越と神秘主義の本質由来」は， 執筆時期としては最初

に書かれたものであるが， 付論として最後に収録されている. そのうち， ドイツ神秘主

義の歴史的研究である第5， 第6論文を除いては， それ ぞれの 論文の題名が示すよう

に， いずれの論文も執筆したそれぞれの時期に懐いていた著者自身の問題との関連にお

いて， つまり「主体的関心事」から書かれている.

著者の「主体的関心事」の底流をなしているのは， 疑いなく禅仏教と西国哲学への関

心である. 著者は真撃な禅仏教徒としてエックハルトと対決し， エヅクハルトのドイツ

語説教のうちに， r絶対無」の思想を 見出している. このような基本的姿勢において，

著者はエックハルト研究において， 西谷啓治氏によって拓かれ た 学統を受け継いでい

る. 全体として論文は， 主体的な強靭な思索によって貫力通れており， 表現は可能な限り

の彫琢を施されており， 単なる学術論文の域を越えて， 一個の言語芸術作品の品格を湛

えている.

換言すれば， 著者はエックハルトを中世の特異な思想家として歴史的に研究するだけ

で事足れりとしない. 勿論， 歴史的研究はどんな場合でも重要であり， 正確な歴史的知

識は主体的研究の基礎をなすものであり， 著者も第5， 第6論文をそれに充てている.

しかし著者はそのような正確な歴史的知識に基づいて， それ以上の事， つまりエックハ

ノレトのうちに， 思想的に困難な状況に陥っている現代においてもなお活きる思索を求め

ている. 著者によれば， 現代世界とは， ハイデガーの言うように， 二千年来西洋的世界

を基礎づけてきた「存在一神一論理j (Onto-Theo・Logikl的構造が根底から覆され，

プラトンーキリスト教的価値体系に代表される， 存在者全体に超越の態度をとる原理一

般を谷定しようとするニヒリズムの席巻する世界である. したがって， このような現代

世界において， なお可能な哲学的思索とは， そのような伝統的な形而上学的思惟を脱し

た， ハイデガーの言う「思惟の或る別の次元」に属するような思惟である. 現代世界と

は， 正にこのような思惟が， 西洋精神の自己超越において拓かれるべき世界なのであ，

る.

著者はこのような思惟をエックハノレトの思索のうちに見出す. 著者の見解によれば，
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エッグハノレトにおいては， ベルソナとしてある限りの三位一体なる神は， 決してトマス

のごとく「それ自身からあるJ (p er  s e  ess e)絶対者として定立されるべきものではな

し それはあくまでこのような神の根底に聞かれた非ベルソナ的超ベルソナ的「神性」

(gotheit )から出来したものとして見られている. 著者によ れば， エックハノレトはこの

神性， すなわち神の本質を「劫初の純一性J (die êrst e Iût erkeit ). 或いは「劫初の無」

(daz êrst e niht )と呼び， このような出来事を著者は. r絶対無の端的な現成J (18 1頁)

と呼んでいる. そしてこのような根源的な次元を西洋的思惟自身の内部から超出させた

のが， 偽ディオユシオス， エリュウゲナ を経てエックハノレトに至る否定神学の系譜に

連なる思想家であると言われる. さらにこのような「神の根底」であ ると同時に. r魂

の根底」でもある「脱底の場」である「劫初の無」において， 父は父と等しい子を生み

給うという「魂の根底における神の子の誕生」と言われる根源的な出来事が生じるが，

これは著者によれば， 所謂通常のカトリック神秘主義に お け る 「神秘的合一J (u nio 

myst ica )とは根本的に異なるエックハルトに独特な表現である.

以上から著者によって結論されることは， エックハノレトは「存在一神一論理」の体系

を絶対無の次元まで掘り下げることによって， 神の内奥に絶対否定の深淵が聞かれて人

格神の立場の不可能性に直面したキリスト教を始原的な可能性に導き， 無神論の地平か

らキリスト教の新生を実現した， ー一一このようなエッグハノレトの宗教的無神論は西洋精

神自体より生じるディレンマに耐え， 更にそれを透見的に翻して行くことに通じている

(8 7頁)とさえ言われる.

以上のような著者の大胆な所論に対して， 私は著者と異なる立場からいくつかの基本

的な疑問を提出することによって， 批評に替えたい. 著者はエックハルト研究の基本的

姿勢として， 従来のわが国の代表的研究者と異なり， ドイツ語著作のみを偏愛してラテ

ン語著作をスコラ学であるとして軽視する態度を採らず， それらの両者を視圏のうちに

収めなくてはならないこと， しかも両者のうちに決定的訴離を想定するのは不合理であ

ることを表明している. しかし私はさらに一歩進めて， かつて碩学デニフレが主張した

ように， エックハルト研究においては， 本来， 学術的性格を持つラテン語著作が基準的

位置を占めなくてはならないと確信している.

このような私の立場からすると， ドイツ語著作からのみ採られた上記の「神性の無」

のモチーフから， 且ックハルトが「絶対無」の思想家であるとされているのは， 納得す
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ることができない. したがってこの意味でも， 序文で予告さ れているエックハルトの

『創世記註解』のrIn p ri ncip io論」の刊行が一層の期待を も っ て 待 たれる。さらに

「神性の無」のモチーフそのものについてどう考えるかということであるが， エックハ

ノレトが神性を神から区別したのは， アドルフ ・ ラッソンによれば， ボエティウスの注釈

者であるギノレベルトヮス ・ ポレターヌスの di vi ni tas， dei tas に遡源するものとされてお

り， エックハノレトに独創的なことではない. さらに神性が「無」とされていることにつ

いては， 著者も述べているように， 偽ディオニシオスを初めとする否定神学の伝統のう

ちで考察しなくてはならない. 偽ディオニシオスにおいてすでにそうであるように， こ

の場合の「無J (nihil )， ないし「超有J (supe resse nti a!is )は， いかなる欠如も意味し

ない. かえって， エックハルト自身がラテン語著作， 例えば『パリ討論集』で言ってい

るように， このような場合の「否定」は， í肯定の横溢J (auper abundanti a  a伍rmati o.

nis )を意味する. また確かに『パリ討論集』にお い ても， 神に esse やe ns を適用す

るのは否定されているが， この場合に否定されている esse とは， 拙論で示したように

(í中世思想研究」第 24号. 141-150頁)被造物の esse， すなわち esse c aus atumで

ある. 偽ディオニシオスにおいても， 否定神学は肯定神学と切り離されてそれ自体とし

て考えられているのではな し それらは互いにあいまって神秘神学へと上昇していくの

である. 事実， エックハノレトにおいても， 多くの場合， それらの神性の無のモチーフと

平行して， 三位一体論的なベルソナ神論が語られているのであり， 著者のように， エッ

クハルトを「絶対無」の思想家であり， いわんやし、かなる意味においても「無神論者」

であると断定することは， 一面的であるとともに， 困難であると思われる.

自己思索の開陳である主体的研究が重要であるのは言を待たない. しかしそれは， 言

うまでもなく， 特定の思想家に関する研究である場合には， 厳密で客観的な歴史的研究

を基礎とするものでなければならない. エックハノレトのラテン語著作については， 言語

的内容的なさまざまな困難から， その本格的な歴史的研究は， 欧州においても， ょうや

く比較的最近になって， 特にドイツとフ ランスの研究者の協力の下に盛んになってき

た. そのような研究状況にあって， ラテン語著作の歴史的研究である第 5論文「聖書解

釈学と説教ーーエックハノレトのr三部作への全般的序文Jをめぐって一一」のもつ意義

は誠に大きい. ここでは. í短縮」を旨とするエックハルトの ラ テ ン 語著作に共通する

困難が， 学問的に説得力のある「推測」によって 適度に敷街されて. í命題論集J. í問
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題論集J. r注解論集」からなる『三部作』の複雑な構造が見事に分析されている. トマ

スとの関係についても， エックハノレトがトミス、ムから出発していることは疑いえないと

しても， トマスとは対立する結論を引き出そうとしているところに「新プラトγ主義へ

の志向」を見出しており， ここにエックハルトの固有性を認めている. エックハルトと

の関連におけるトミズムについては， 第6論文「ゾイゼ解釈の諸問題」に詳述されてお

り， エックハノレトとトマスとの関係を考察する上で参考となる.

以上述べたことから明らかなように， 私は， 第 5. 第6論文に見られるようなエック

ハルトのラテン語著作を中心とするドイツ神秘主義の客観的な歴史的研究に， 著者の今

後の活躍を期待したい. それらの研究は， 研究者聞の立場の相違を越えて稗益する所が

大であると信ずるからである.


