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提題 中世における神秘思想

一一マイスター ・ エッグハルトの「神秘思想」と禅仏教一一

上 田 閑照

「中世における神秘思想」という大きな課題にたいしてごく限られた考察になるが，

マイス空ー ・エッグハルト(1260-1328 ? ) の神秘思想を禅仏教と対比しつつ， 問題へ

の一つの照明を試みてみたい.

「中世における神秘思想 Jという課題の定式は様々に理解され得るであろう. 差し

当たって「中世Jを単純に時代的規定(直接には西洋の中世)として受け取ったうえで

の「中世における神秘思想」とL、う問題枠のなかで. í中世」に更に意味をもたせて，

神秘思想の「中世における」が故の特に中世的な特質， 乃至は神秘思想の特殊に中世

的形態の究明とし、う問題として理解され得る. しかしその標題は又， 中世において神

秘思想なるものがどのように見られ受け取られ評価されたか， そしてそれを通して，

神秘思想そのものではなくむしろ中世の性格を照明する， 即ち神秘思想への中世の関

わりをインデックスにして中世の特質を読み取るという問題をも合意し得るであろう.

その他様々な問題層を含み得る複合的問題群としての「中世におけ る神秘思想」であ

るが， それにたいしてエックハノレトをとりあげることは方法上意義のあることである

iJ、

その場合「神秘思想」ということの理解が前提になるわけであるが， 神秘思想とは

何か. 所謂神秘主義(Mystik) と区別して言われる場合と. Mystik の訳語として神

秘主義をとらずに神秘思想とする場合があるであろう. それぞれの場合の術語として

の規定が問題になるが， いずれにしても， エツグハルトに神秘主義乃至神秘思想を見

るということ自体がエヅグハノレト解 釈上の論点乃至争点の一つ， 場合によっては決定

的な論点になってきた経緯がある. 現代においても， 一万神秘主義という術語をエッ

グハノレト理解において用いること自体がエックハルト理解を妨げ る ことになるという

主張と， 他方「神秘家」エッグハルト(Eckhart der Mystiker) を所謂ドイツ神秘主

義の主峰とみる評価との間に様々な解釈の度合いが あ る. それは. í形而上学と神秘

主義 Jí神秘主義と信仰の立場Jí知性(乃至理性)と神秘主義」な ど神秘主義をめぐ
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る問題枠の設定如何にもよるが， また， エックハルトの思想のドキュメントとして何

をとるかということとも連動している. エックハノレト解釈 の 場合， 資料の選択は特に

強く解釈における前理解 (場合によっては先入見) と結びついており， 従って始めか

ら解釈の傾向性が際立ってくるほどのものであるが， 大きく見て 1. ラテン語著作群

(L)のみを認める立場 2.ラテン語著作群(L)と中高ドイツ謡著作及び説教集(D)

とを共観する立場， 3. (L)を土台として前提した上で(D)に焦点をおく立場， 4. (D) 

のみをエックハノレト解釈の決定的資料とする立場の四者に分かれている. 最近の研究

状況においては， 4.の立場は稀になってきているが， それに対して

1. の立場をとる研究者は中佐哲学研究者のなかに少なくない しかし， Lesemeister 

としてのエックハノレトのラテン語著作群への留意は当然の前提としても， また最近の

諸研究によってこの領域でのエッグハルトの哲学史にお ける独得な位置が際立てられ

つつあるとは言え， 同時に Lebemeisterとしてのエックハルトのドイツ語著作及び説

教集 への十分な参入なくしてエックハルトの思想について語るこ とは片手落ちになら

ざるを得ないであろう. エッグハノレトはたまたま， 或いは片手間に説教をした の では

ない. 托鉢説教僧団に属する者として， しかも高位の責任者とし て， 当時， í知性J，

「貧J， í 自由」をめぐって教会を危機的な困難 に陥れ て きた新しい思想的境位と民衆

の激しい宗教運動のただなかで信仰の真理を貫徹し活性化することを 自覚的に使命と

した説教活動である. ドミニコ会における神学の営みも説教の基礎として とい う趣旨

が大きくあった. エッグハルトにおいてその思想は (そこに「神秘思想」と言わ るべ

き性格があるとして)(L)をエレ メントとするだけでなく， それと は 異なったレ ヴェ

ルをなす説教， それも修道院内でのラテン語による修道土への説教だけで なく， 積極

的にドミニコ会の使命としてなされた当時民衆の言葉で あった生 きた ドイ ツ語 で の

トーということはまた説教の場面の性質が問題にもなるとこ ろ での) 説教が思想の

独自のエレ メントになった. それはエッグハルトの思想に， (L)に ま で影響を及ぼし

得るような特殊な質を荷電したと言わなければならない. そして そ こ か ら ま た， í中

世の神秘思想、」としてもエツタハルトの大きな特色と吏に近世に及んで ゆく影響力が

生まれてきたと見ることが出来るであろう.

ドイツ語説教の場合， その都度主題となる聖句の内容にかかわ る多くの問題に関し

て， 思想展開のために精級を極めたラテン語の神学的哲学的術語の内容 をドイツ語で

表現するという極度の困難を切り抜けつつ， その際， 或いは造語され或いは新たに怠
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味付与されたドイツ語固有の雰囲気に乗じて， ラテン請の術語世界では「理」である

ものを日常語によって生の事実として新鮮に直接につかみなおしつつ， しか も神の生

からの直流のうちで根源的に発せられる説教の言葉の故に， ドイツ語史にお い てもエ

ックハノレトの名が大きくとどめられており， この連関で は， エッグハルトのドイツ語

説教も， 中世ラテン語文学から近世の各国語文学への大きな潮流 に 合流しているので

ある.

エックハルトの思想が動く空間を描くこの二つ のレ ヴェノレ (テクスト形態としては

LとD) の「問」は， ちょうど禅仏教でいう「教と禅」の「と」に当た る と見ること

が出来るであろう. ただ禅仏教の場合は， r禅」理解のため の て が か り としてのテク

スト資料に関してエッグハノレト理解の場合よりもより困難な事態に ある と言わなけれ

ばならない. 第一に， エッグハルトにおける(L)に当たるもの は元来直接に禅仏教の

圏域内にはないという事態がある. 禅者の前身が金剛経の注 釈家で あったり， 唯識の

研究者であったり， 戒律の専門家であったりという仕方で， 即ち禅がそこ か ら否定に

よって飛躍した足場ともいうべきものとして， いわば禅の外 (そと) に(L)に 当 たる

中観や唯識や華厳などの教学が広大堅固な土台としてあるという事態である. しかも，

この土台は禅の外であるとともに， そこからの否定によ る飛躍の性格や方向を規定し

ている. このようにして禅とその思想的土台とのかかわり は， エックハノレトの思想と

エッグハルトの(L)とのかかわりよりも， 振じれてより複雑になってい ると言わなけ

ればならない. エッグハルトの場合は， (D)が開かれると ころに(L)のエレ メントの

否定ということがあっても， そのような(D)と(L)とが事実併行し て いて異なった二

つのレ ヴェ ルをなしており， 従って解釈はエックハルト自身におけるこ の二つのレ ヴ

ェルを見渡し相互に照らし合わせて進むことが 出来る. 第二に「禅」理解における非

常に大きな困難は， エッグハルトの(D)に当たるも の， JlIJち根源的生の生きたドキュ

メントが， エックハルトのように「説教」の体裁においてではなく，主として所謂「問

芥J (場合によっては詩ないし歳言)の体裁をとっている と乙ろ にあ る. 問答の場合

も， 仏教の術語世界での思想、の展開 と は違って日常語が非常に多 く話さ れ て い る点

は， (D)にパラレ ルで、あり， この事態は共通に独特の怠義をもっていると言える. し

かし， r説教」の体裁における言葉の理解可能性に対して， r問答」とい うエレ メント

における言葉は解釈に対して殆ど理解を拒むと こ ろ が あり， r禅」理解の手がかりと

してはさしあたっていわば手が つ け ら れ な い. 例えば， r禅仏教の祖師達磨は何故に
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西方イγト'から中国にやって来たのか(祖師西来)Jという僧の問いに対して趨州和尚

は「庭前の柏樹子J(庭先の柏の樹)と答える. 一体何のこと か. r祖師西来」は禅の

世界が開かれた歴史的な根本の出来事である. そ れ に対して「何故」を問うことは，

史的知識のためではなく， その出来事の意義をつかむこ とによって自ら禅の世界に参

入しようとするのである. そのような趣旨にパラレルなキリスト教的聞いとして「何

故に神は人となり給うたかJ(Cur deus h omo?)をあげることが出来るであろう. エ

ッグハルトはある説教において「何故に神は人となり給うたか」と聞いそれ に対して

自ら「それは汝(聴衆の一人一人にむかつて)を神の独り子 と して(即ちキリストと

同一なる神の子として)生み給わんがためである」と答える. こ の 答えの内容はキリ

スト教信仰の立場からは既に問題的であるということ はあっても， 間いと答えの脈絡

からして何が言われているか理解可能である. それに対して， 問答と い う言葉のエレ

メントにおいて働く禅の生命にどのような理解の通路があり得る の か， そのこと自体

が独特な困難な問題とならぎるを得ない. 人間存在の根本地平で あ る言葉のエレメン

トにおけるエッグハルトと禅の類縁性と違和性の究明が重要な課題になってくる.

それはともかく， (L)エレメントを土台としながらドイツ語説教を独自独特なエレ

メントとするエックハルトの思想にしばしば禅仏教との親近性が見られて きた. 一例

だけ挙げれば， 既に一九二五年にノレ一ドルフ ・ オットーは， r十牛凶」に つ い て の鈴

木大拙の論文に関して次のように述べている， r鈴木大拙は， 全く独自 の性格 をもっ

神秘主義の不思議な体験世界に我々西洋人を近づけようとしているので あるが， 我々

からすると， せいぜいエッグハルトから， もしくは彼のこの上なく不思議で， 極めて

深遠な契機のあるものからしか， 入口を得ることができな い ような体験世界である.

…・エッグハルトが示したような我々自身のドイツの神秘主義に禅神秘主義は逢に多

くの類似点をもっている. …・・ エッグハルトはゴチックの神秘主義者で あって， ギリ

シャの そ れ で は な く， 従って 彼 はマハーヤーナと似て るの で あ る J(人文書院版

『西と東の神秘主義� 312-315ベージ). 禅仏教を「神秘主義」と性格づけることがで

きるかどうかは， エックハルトの場合と同じく， 根本的に問題になるであろうが， そ

れは， 一方では禅仏教(乃至エッグハルトの思想)の基本性格をどのよう に見るか，

他方神秘主義乃至神秘思想、をどのようなものとして理解するかに か かってくる. それ

はそれとして， 現在における解釈学的状況にこめられて い る世界地平が解釈の地平と

して顕在化したところでエックハルトと禅仏教を対照するこ と によって， エッグハル
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トの思想があらためて「西洋中世の神秘思想」として三重に「西洋/中世/神秘思想

のそれぞれが際立つ仕方で)規定されうるであろう.

中世という規定(殊にエッグハルトに関して言えば十三世紀後半)にお い て神秘主

義が見ら れる場合， 一つの基本的事態は， 神学と哲学に汎通する大規模にして精微に

組織さ れた高度の形而上学の存在が前提になっているということである. このような

事態はま た， 八世紀から十三世紀にわたる唐， 宋における禅仏教の高揚と展開及び日

本の鎌倉時代にお けるその受容と展開に関しでも同じである. 大乗仏教の諸経典や諸

論書にあらわれてい るような高度に思弁的な教学が前提としてあった. キリスト教の

場合も仏教の場合 も宗教性の中世的自己理解は， 殆ど， それぞれ思弁的形而上学によ

って用意されて い た枠組みによってなされていた. ここに神秘主義的動向が醸されて

くる前提があると言える. 即ちそのように強固に形成された地盤か ら の否定的跳躍に

よる根源的生命の直接的経験への要求である.

神秘主義といわれるあり方の一つの大きな基本的特性として経験の直接性と原初性

及びそのような経験そのものの自覚である主体の根源的自由があげられるで あ ろう.

経験ということは， í神秘主義」理解への主要通路のーっとなるであろう. ところで，

一般に経験ということから見ていって， 神秘主義といわれるあり方が出てくる所以 が

あるであろうか. 通常， 経験とは経験(A)とその自己理解(B)を含んでいる. J!/lち，

経験しつつ(A)同時に何を経験しているかが分かっている(B)， そ れ が 経験という

ことであるが， その際， (B)はそれを表明化すれば言葉で言える(口に出す出さな い

にかかわらず)という仕方で分かっているということであって， そ こ に経験と言葉の

特殊な結びつきがあり， そこにまた実は既に大きな問題が伏在しているので あ る. 即

ち， 経験が言葉で言われることによって， 言葉で言われたことが経験され た というこ

とになってくるということである. それは単に， 何が経験され てい るか， 言葉で言え

る仕方で分かっているというだけでなく， そのような仕方で分かるという こ とによっ

て経験が可能になるという「経験」理解が暗黙のうちに入りこんでいること で ある.

何かを経験する時に暗黙のうちに入りこんでいるこの よ うな「経験」理解が反省によ

って明確化すると， その反省のうちで， 言葉はそもそも経験を可能にする制約と し て

その超越論的機能の義認にまで高められる場合が多い. 経験の地平構造とい う ことが

言われる場合には， その最も基本的な地平は言葉であると考えられ， 従って経験され る

如何なるものも既に言葉による解釈を通して経験されるのであって， 言葉(先行的解
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釈組織としての言葉)を通さなL、いわば「裸の」ないし「根源的」現実な るものは人

間の経験には原理的に与えられ得ないという考え方が出されてくる. このよう な考え

方からすると， 経験とその自己理解， 自己理解まで含めて経験と見られる場合のその

自己理解が言葉によって遂行され， 言葉によるこの理解は理解として更に高次化する

(様々な連関が反省によってレヴェノレの高い統ーにもたらされその理論のなか で経験

の理解が再遂行される)のであるから， 上で見た事態. llPち宗教性の自己理解 が ， 形

成された形而上学の基本的枠組みによってなされるということは， 経験 の仕上げとし

て必然的なことと考えられてくる. そしてここからまた， 信仰が自らを語 る 言葉を，

テーゼの形をとる教義， しかも神学による特定の解釈によって方向づけら れた教義の

テーゼに当てて測ることによって「正しい」信仰かどうかを判決し得るとする 考え方

及びこのような考え方の自己義認が起こってくる所以である. この よ うにして， 神秘

主義の語る言葉がしばしば異端審問の対象になるというこ とも起 こ っ て く る の で あ

る. 一方神秘主義自身が経験の直接性原初性を強調するとき， そもそも経験とい うこ

とについて， 上でみた見方(a)とは根本的に異なる見方が基礎にあると言わなければ

ならない. それを明確化すれば， つぎのような見方(b)になるであろう.

経験(A)と， 言葉によって遂行されるその自己理解(B). それ， 即ち(A /B)が

経験ということであった. その際， さきの見方(a)は. (B)によって はじめ て 経験

が経験になる. (A)は不可欠ではあるがそれは(B)にとっての質料 ないし素材とし

てであって， 経験たる所以は(B)にある という「経験」理解であった が， そ れ に対

していわば逆の見方(b)が可能で・ある. 即ち， 言葉によって遂行される自己理解(B)

は経験にとって不可欠ではあるが， 言葉による把怪が限定であるだけ に(しかも言葉

は実際には有限にして特定の話実圏と特殊な分節組織である各国語としてのみ定在し

語ら れ 得る故に).(A)にはそのような言葉による把渥に余る， 無限に余るところが

あり， 従って(A)は(B)にとっての単なる質料ないし素材ではなく， むしろ逆に原

経験とでも言わ れ るべきものである. (B)は不可欠でありそれを含めて経験ではある

が， 経験が経験である所以は. (B)に余るものが経験されているというとこ ろにある

という見方である. 例えば. í これは花である」と或る経験が語る時， 語りつつ同時に，

そして語ることによって却って， そのように言われたことに無限に余る もの(収まら

ないもの， 尽きないもの)が感じられるということがある. そして， こういうことが

あって初めて経験になるという見)j(b)が山てくる. 場合によっては， この(B)に
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余るものが， (B)を超えてあらためて重ねて言葉による自己理解(先の自己理解をBl

とすれば B2)にもたらされて， 例えば「この花のなかに神が住みたまう」と言われる.

これは， まさに神秘主義的な言葉と見られ得るであろう. ここには， 経験の， 次元を

異にした二重の自己理解がこめられている(経験の奥行きないし厚みが 言葉になって

いる)のであって， しばしば起こるように命題としての平面で受け取ら れ て汎神論と

見倣されるならば， それは， íこの花のなかに神が住みたまう Jと い う よ う に自らを

語り出さざるを得ないような経験の質にふさわしくないと言わなけれ ば ならない. し

かし同時に， 二重の自己理解がこめられているにしても， 言葉で言われた限り， 言わ

れた言葉として命題へと平面化して受け取られる可能性を避けることは できない. そ

の放にまた経験の現在のうちで， (B2)によって言われた言葉もまた原経験の反復に向

けて繰り返し否定されるということが起こる の である. 神秘主義が否定神学を伴う所

以である.

一般に経験から出発して， 神秘主義というあり方が成立し て くる動向を見てみた.

経験を組成する(A /B)において(B)の方に経験たる所以をおくあり方(a)に対し

て， (B)の不可欠性を受け入れた上で， その(B)に余るもの， むしろ(B)を限りな

く超過するものとして(A)が経験されており， そこに経験たる 所以 を お き， そして

その際(A)と(B)の緊張したギャップの「問」に創造のダイナミズムを見るあり方

(b)が ある. た だしこのような(b)がただちに神秘主義なのではない. (b)は， 経

験が質を異にした二つのレ ヴェルにわたるあり方として， 宗教成立の 原態とも言うべ

きものであって， ここからその原態が更に分化してゆく. しかもここで再び言葉の働

きをめぐって分化し， そこから， 一つは「信仰/神学」になり， もう一つは 神秘主義

になってゆくと見ることが出来ると思われる. 第ーの方は， 経験 において(B)が遂

行されるとともにそれによってその(B)を限りなく超過するものとして(A)が経験

されており， この(B)に尽きないところが高次元としてあらためて再び(B2)によ

って遂行され(例えば「超越」について語られ)， 言葉による経験の自己理解が(Bl)

(B2)の二つのレ ヴェルになる. 元来の(A)は(B2)にも尽きないが， 尽きないと

ころはそのまま無限に残し， (Bl)と(B2)との二つのレ ヴェルの差がそのように残

された無限性を表現することになる. この二つのレ ヴェルの差の聞に立って， 経験の

自己理解のうちで(B2)において例えば「神」という名で呼ばれた無限なるもの にか

かわるのが， 基本的に「信仰」というあり方である. そしてこの場合は， (Bl) と
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(82) はレヴzルの差はあってもいずれも言葉による自己理解である故に， 異なった

レヴェノレが言葉を通して会通され jMレヴェノレ聞の連関があらためて言葉にもた ら さ

れる. これが神学の原態で、あり， 神学が信仰の自己理解の必然的な展開になるの で あ

る. このような「信仰/神学」のあり方に対して， 第二に， 経験における(8) の遂

行によって (8)に無限に余るものが(A) として経験され， これ が (8)の否定を伴

いつつ再(8)化されるにしても， これにも無限に余るものが(A)として経験される.

このように無限に余るものの経験の深まりのな か で は， (81) / (82) のレヴェル の 差

は無限を表現しうるものではなく， むしろその二重性を含めて共に否定さるべきも の

となり， その奥行きのある否定と一つに無限なるものに開 か れ， その開けを無限なる

ものが満たす. これが基本的に神秘主義というあり方である. この場合も (81)/(82) 

の二葉レヴヱルの言葉の否定(反神学) を媒介に しているのであって， 単純に言葉な

しにではない. そして否定によって聞かれ た開けを満た す無限はまた独特な仕均で新

しく言葉になる. しかもどの様な言葉になるか， こ の場合は教義や神学の規定に則る

ことなく， 自由に自発する言葉となる.

宗教の原態から分化する「信仰/神学」と神秘主義の二つ を類型化的に見てみたが，

宗教の動態においては単に形式的並列的に類型をなして明確に区別されるのではなく，

宗教の実働における傾向性であり， また多くの場合， 第ーのあり方が言葉の二つのレ

ヴェノレとその聞を連関づける言葉とから成り立って い る故に， 宗教の歴史において事

実しばしば起こるように， 全経験， 即ち (8) に余るものを含めて全経験 が言葉に織

り合わされ織りつめられて次第に凝滞凝固してゆき， それ に 対して経験の生動性があ

たかも深呼吸するように神秘主義となって経験の原初性 を回復しようとすると言える

であろう.

ところて‘エッグハルトに見ら れ る神秘主義も禅仏教も上の第二のあり方に属してい

ると見ることが出来るであろうが， そ の上で， どのようにそれぞれを規定し得るであ

ろうか. お そ ら く， 前者は「無限に満たさ れ るJ， 後者は「無限に聞かれる」という

ところにそれぞれの強調面があるという よう に規定し得るであろう. しかし両者とも

「神秘主義」と見られるのは， 否定によってそこから飛躍する地盤に対して， ま た地

盤から見られる場合であって， 両者ともそれ自体 においてはむしろ「非一神秘主義」

と言わるべきものでJうろう.

なお， エッグハルトについて1'1'世の神秘主義」という観点から言え ば， 特徴的に，
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近世につながってゆくところと， 未だ近世ならずというところとを見ることが出来る.

上で見たような経験である主体が， I父なる神が我 (コニッグハルトの「我J) を神の独

り子として生み給うた」と言い， その「我」が「我は神でもなく被造物でもない」と

言い進み， そして最後に述語を放榔して端的に「我あり」“Ich bin!" と 言い， Iこの

『我あり』は神にも被造物にも属さない」と言うとき， そこに 近位の絶対的主体に直

通してゆくところがあり， Iエックハルトとフィヒテ」というよ う な こ と がテーマに

なる所以がある. 一方， 自然が単なる被造物に収まらない独自の存在 に なってくる近

世において例えばアンゲルス・ シレジウスがエッグハノレト の精神 を 受 け継ぎなが ら

「パヲは何故なしにある， それは咲くが放に咲くJと言い得たのに対して， 当のエッ

クハノレトは経験の極処をそのように自然で語ることはでき な かった. エックハノレトが

言い得たことは， 被造物に対する神を置いた上で「一片の木材であっても， それを神

の光の内に見るものにとっては， その木材は天使として現れる」という仕方であった.

ところで縛仏教では元来例えば「花は自ずから紅， 水は自ず か ら延々J， I烏飛んで鳥

の如し， 魚行いて魚、の如し」というような言葉で全てを言い得た. しか もその言葉を

またただちに取消得た. 自然をめぐってのこの三つ の言葉 (エッグハノレト， シレ ジウ

ス， 禅)を相互に対照してみると， それを「言う」あり方がそれぞれ どのような質に

おいてあらわれてくるか 微妙にして決定的な事態がそこにあるように忠われる.

提題
内在と超越

一一ーハイデガーの「無」とソクラテスの「ダイモニオン」一一

岩田 靖夫

一 神秘とはなにか

一般に人々が神秘主義について語るとき， この言葉で何を意味して い るかは必ずし

も定かではない. 常識的に見れば， それは「普通の平均的な人聞の平均的 な 経験を超

えるなにか稀な特別の経験」について考えたり語ったりす る立場， そして， そういう

立場が重要である， と見なす思想を指す， と理解さ れうるのかもしれない. しかし，




