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(有限， 無限， 被造的， 非被造的)に多種多様な異なった仕方で述語づ け ら れ る. 然

し このことは存在概念の類比性を示すもので はな く， 存在概念は他の概念とは別な

独立した概念として， その一義性を保持する.( 第一章第二節， 第二章第六節， 第三章

第二~三節， 第四章 pp.152-153)

以上が本書の議論の要約であるが， 八木氏は こ れ らの論点を， テキストの綿衝な検

討に基づい て論じている. ①スコトヮスの「存在の一義性」の説が， どのような根拠

によって成立しているのか， ②トマ ス と異 な る， スコトヮスの独自性という点に関し

て， 評者は本書から多くのことを学ぶことができた. ただ， 八木氏自身が述べている

(p.156)ごとく， 本書ではスコトゥスの「存在の一義性」説が専らトマスの「存在の

類比」説との対比で論じられているが， 然しスコトヮスの直接の 論敵はトマスではな

く， ガンのへンリクス( Henricus Gand)で あ る. 今後， へンリクスの類比説がどの

ようなものであり， ヘンリクスとスコトpスの論争点は何であ る かを明確にしたうえ

で， 更に研究を進めていくことが必要であろう. 八木氏のこ れ か らの御研究の発展に

期待する.
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本書はエックハルトの哲学・神学の中心的位相を解明しようとしたも の であって，

とくにエックハルトの学問的な営みの中心たるラテン語著作に 本格的に取組んだもの

としては， 我が国で最初の研究書で あろう. 全体として著者は， エックハルトの文脈

の忠実かつ正確な祖述と再現を旨としているが， その論述の背後にわ れ わ れは， エッ

クハノレトの生・言葉への全人格的な共感と愛惜とが存している こ とを察知しうるので

ある. そこにはまた， エックハルトを真実愛し， その著作に通暁した者 にし てはじめ

て語りうるけれんなき信頼と憧僚とが穆み出ている.

言うまでもなくエックハルトは， かつてドミニコ会の栄えある「学匠Jで あり， ア
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ルベルトゥス・ マグヌスとトマス・ アクイナスという2人の偉大な先達の後 を 継いで

時代を担うべき人で、あった. が， 恐らくは当時の修道会および世俗権力の政治的争い

の犠牲となって不当に断罪され， 歴史の表舞台から長らく放遂されるに至る. 著者は

そうしたエックハルトの生涯に愛情の涙を注ぎ， その透徹した観想と思索 との言葉に

キリストの現存をすら見出 そうとしている か の よ うで あ る. それは， 本書の論述が

「秘蹟の現在」における「魂のうちなる神の誕生」という一点に収赦して いるゆえん

でもあろう. そこで以下， 本書にあって中心的動向となっていること に つ い て少しく

言及し， 今回の責めを塞ぐことにしたい.

さて. I魂のうちなる神の誕生」とは， すべての人聞が神の子となる可能性を 有して

いることの意味と構造とに， 従ってまた， 神の子キリストの受肉と い う 事態に密接に

関わっている. そのことの解明に本書の全体が向けられて い る と言えようが， そこで

の論述の順序がすでにして著者のエックハルト解釈をよく特徴づけるも の と なってい

るのである. すなわち著者は， 上記の探究目的を目指しつつ， まず ( i). 始源(ないし

神的ロゴス ・根拠)p rincip iumについて見定め， 次に ( ii). 神の名としての「存在J

es s eの意味を論じ， さらにはii). 人間の神認識における道， 魂の内奥への還帰の道を

聞い， そして最後に ( iv). 秘蹟 s acramentumの現在というこ と に 思い を潜め て い

る. その際， それぞれの叙述はエッグハルトの幾つかの代表的文脈に即して進められ

ている. だが， エッグハルトのE重大な原典の中から そのように選び取り再構成したこ

と自体， すぐれて特色ある論となっているのである.

ところで， 著者によれば始源とは. I そのうちで神的ベルソナの流出が永遠に行われ

るところ」であり， さらには「存在」たる神自身と同一であるという. このことはむ

ろん， 創造についてのエックハルトの基本的把握に通じている. つまり. I神は事物を

知性によって存在のうちに産み出す」のであり， しかも， 神による そうした創造は，

始源 (=神自身)のうちで絶えず行われているのだ. そこにあっては， いわば「知性

認識的なるものの絶対的優位の思想が否定的に包摂され深めら れ て いる」とされる.

この点. Iエックハルトは アルベルトヲスとディートリッヒとを継承しつつ， むしろ根

本においてはトマスの系譜に連なる」が， 同時にまた「トマスとは別の質の 存在の思

索が展開されている」と解釈されている. その要点にのみ一言触れておくと す れば，

「エックハルトにあって存在は類比的にではな く， むしろ同名同義的に把握されJ. 従

ってまた「エックハルトの形而上学は静的に把握された存在一元論で はなく， 帰属の
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アナロギ アによって規定された動的な存在論 である」といった方向が指し示されるこ

とになるのである. そして， それが人間把握の中心に関わること言うまでもない.

さて， 始源(神的ロゴス)と神(=存在)とをめぐる上の よ う な把極は， 人聞の神

認識がいかなる場， いかなる道において可能であるかを示すも の と な る. それは著者

によれば， 魂の内奥に神の「像J imago Deiを求めて止まなかった アウグスティヌス

の道を行くものであった. つまり. I魂から神に到る神認識における内在の道」が， こ

こに人間たる者の歩むべき本来の道となる そのよ う に魂の内奥への還帰によって神

を知りゆく道にあって， 知・認識の実りとは， 神を受容し神を宿すことであった. だ

が そのことが人間にとって単にはかない願望に終るものではなくて， 生身の有限なわ

れわれにおいて真に実現しうるゆえんは何なのであろうか. それはすなわち. I魂のう

ちなる神の誕生」という中心的な事態の可能根拠への問いであるが， 本書の最終章た

る「秘蹟論」は， 大略， 以上のような問題連関のうちに登場するのである.

エックハノレトは著者によれば， 神学と哲学 と を何か独立の学として措定せず， むし

ろ そうした問題領域の分化を突破して， 両者の協調し一致す る 根源を目指す. 著者は

そのエッグハノレトの根本的志向が収紋する場に限差しを向け， 従来ほと んど論じられ

ることのなかった秘蹟論にあえて踏み込むのである. その際， 中心に取り上げられて

いるのは聖体の秘蹟であるが， とりわけ注目さるべきは， 謙遜と離脱とが秘蹟に与る

た めの不可欠の態度だとされていることであろう. それはすなわち. I白分自身と自分

に固有の弱さとの認識J. Iこのttt的なものからの離脱」が秘蹟を受容す る た めの礎で

あるということにほかならない. 言い換えれば， 聖体の秘蹟に与るとは， キリストの

臨在に対して全き器となることであり. Iわれわれの存在， 生命の始源 (神的ロゴス)J

への絶えざる還帰なのである.

かくして， 謙遜なる自己知と離脱とによって純粋に な れ ば な る ほど， われわれは

「キリストに対して肉において一つになる」という. そのことは古来， 教父の伝統に

あって「神化」という言葉で表わされてきた事態でもあった. ともあれ. I真実の自己

知・認識」と「魂のうちなる神の誕生」とは， ほとんど同ーの こ とと言うべきであろ

う. ただ そこでの知とは， もはや対象化された限定匁lではなく， いわば秘蹟の現在へ

の絶えざる委ねで・あり・愛による超越なのである. だが， そうした人間的働きの極み

においてこ そ. I恩寵が受容される」という. そこにはある「特有の循環」が見出され，

f1IJの働きと人間の働きとの一種の相関， 協同が存するのである.
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以上慨観したように， 本書は エヅグハノレトの忠、i恨の中心的な か た ちを， r始源j，

「存在j， I神認識j， I秘蹟」という4つの位相に注目しつつ有機的に語り出している.

そして それは， I魂のうちなる神の誕生」という， 恐らくは人間にとっての唯一の真実

へと定位されているのであった. もとより， われわれの現にある姿は そ うした本来的

な姿から余りに遠く， 多かれ少なかれ罪と 非存在とのかたちを自らに刻んでいると言

うべきであろう. しかしエッグハルトは， その厳しくも透徹した言葉によって， I人間

とは何なのか， 何でありうるのか」という一つのことを語り告げているのである. こ

のd意味で， I魂のうちなる神の誕生」という言葉は， すべての人間が神の子となる可能

性を有していること， そしていわば， ロゴスの宿り， 存在(=神)の現成のかたちへ

と開かれていることを指し示しているの であった. エッグハノレトは そ こに「不断の創

造」という動的な事態を観想し， 時間と 歴史との究極の意味を洞察している. だがわれ

われにとって， 創造の始源・根拠たるロゴス・キリストの現前に思いを潜めることは，

諸々の事物への， そしてつまりは自己自身への執着から離脱してゆくことを不可欠の

契機とする. それゆえ， I魂のうちなる神の誕生」という事態は， 一つの徹底した受苦，

自己否定を介してはじめて， 何らかこの地に顕現してくるものと言うほかない. キリ

ストの 臨在に与ることとしての「秘蹟の現在」とは， か かる厳しい死と再生との道を

指し示しているのであるが， 恐らくは そこにこ そ人間の人間とし ての希望が存すると

考えられよう.

本書の全体は， エヅグハルトが古来の師父たちとともに諮り告げ て い る現実ならぬ

現実に定位されている. むろん そこには， 原典に即した正確な立論， 思想史的学説史

的な記述にも見るべきものが多いが， それらは相侠って， エックハノレトの言葉に宿っ

た人間たることの真実の， ある確かな解釈となりえている. この意味で本書は， エッ

クハルト研究のためのみならず， さらにはおよ そ学の根源を志向し そ れ に与ってゆく

ための， 一つのよき道標ともなるであろう.




