
エディ ット ・ シュタインの神秘思想、

十字架のヨハネ解釈をめぐって

須沢かおり

はじめに

エディット ・ シュタイン (Edith Stein : 1891-1942 ) 1)は， 今世紀前半の激動のヨ

ーロッパを生きた稀有な哲学者の一人である. 彼女はフッサールのもとに学び， 現象

学者としてその学的生涯を歩み始めたが， 後にキリスト教の信仰に導かれ， アウグス

ティヌス， クレノレヴォーのベノレナノレドゥス， トマス ・ アクイナス， ディオニシオス ・

アレオパギタ， 十字架のヨハネなどの思想， 神秘主義と出会い， 現象学的思惟との対

話のうちに， 古代 ・ 中世の思想、から現代哲学へと一貫 する「永遠の哲学J (philoso 

phia perennis ) ，)を探求した. ナチスのユダヤ人迫害下にあってあらゆる公的活動を

奪われ， カノレメノレ会の修道女としてアウシュヴィッツでその五十二年の生涯を閉じた

彼女の波澗に富んだ生涯は， その思想的な展開と密接な関わりをもっている.

シュクインが孤独な思索と長い遼巡を通して， 学問においても実践においても真理

を探求していく姿は， 哲学者であり真理を探求する者の原型ともいうべきものをわれ

われに示してくれる. シュクインの全思索を動かしている主題は， I真理の探求jで

あった. 恩師フッサーノレの死の知らせを受けたときの手紙のなかに次のような言葉が

ある. I神は真理である. 真理を探し求めている人はそのことを明確に意識していて

もいなくても， 神を探し求めているのであるJ 3) . シュタインにとって「真理」とは，

自己の経験， 生身の生を通して体得されるものであると同時に， 現象学的思惟におけ

る透徹した射程のうちに， 形而t学的高みにまで向かうものなのである. 現象学的真

理は， 思念されているものと， 与 えられているものの完全な一致， すなわち事象が直

観において直接的に， 根源的に与 えられるという明証性の意識である. この客観的明

証性をめぐる探究は対象そのものは客観であるが， つねに内在する意識において真理

を探究する現象学的方法と， 出発点を神に置き， 真理そのものに導かれることによっ
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て真理へと近づくトマスの存在論では根本的な出発点に相違があるとシュタインは見

ている4) 哲学と信仰との緊張を字んだ関係は， シュタインの中期以降の思想、におい

て， 形を変えつつ存続する主題であり， 彼女の思索の対象は哲学のみならず， 女性論，

教育論， 神秘思想、においても展開されている. シュタインは個々の哲学的問いを現象

学に接木するという仕方で， 自らの思想的立場を明確にしていったのて、ある. 彼女が

取り扱う多様な， 間口の広い問題は， つねに一つの入口から， 一つの視点のもとに論

考されおり， その意味で、シュタインの思想、は， 初期から後期に至るまで驚くべき一貫

性をもっている. 古典的な著作を字句に忠実に読み込み， そこからなんらかの客観的

で精微な解釈を導き出そうとする立場からは， 現代的な思惟との対話のなかでテキス

トを読解していくシュタインの方法には飛躍があるとし、う批判もありうるだろう. し

かしながら， 時代的， 文化的に異なる背景をもっ神秘家の体験から産まれ， それゆえ

に一般的概念・言語に翻訳不能な神秘主義， 霊性という領域に参入する場合， 単なる

整合性， 客観性はどこまで意味をもちうるのだろうか. その作品の一言一句に虚心に

心を披き， そこに深く沈潜することによって， 自分の裡に到来する神秘家の世界は，

単なるテキスト上での解釈の域を越えた両者の出会し、， 交わりの場を披く. 結論を少

し先取りするならば， 16世紀のスベインの神秘家である十字架のヨハネ (Juan de la 

Cruz : 1542-1591 )は， 20 世紀の哲学者の手によって現代に賦活する意味と解釈を与

えられたのである. 真の哲学的思索の精神と根源的な存在へのあくなき探究を深める

途上で， 思想家， 神秘家が時空を越えて出会い， 交わる場へと導かれ， 西欧哲学の根

底に地下水脈のように流れる「永遠の哲学」の新生に立ち会うことこそ， シュクイン

が生涯を通して探求しようとしたものであり， 十字架のヨハネ解釈もその試みの一端

なのである.

本稿は， シュタインの遺著となった『十字架の学問一一十字架のヨハネについての

研究.1 5)に基づいて， そこに見られるシュタイン神秘思想、の展開と十字架のヨハネ解

釈について取り上げる. シュタインのヨハネ解釈に見られるキリスト教的現象学とも

言える手法に注目し， 十字架のヨハネの神秘思想を現代哲学の観点から再構築しよう

としたシュタインの試みについて論じたい.

1 シュタインの神秘思想の形成

シュタインのヨハネ解釈は， ヨハネの生涯とその神秘主義における「十字架」を基
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軸として展開している. たしかにヨハネは， 銑足カノレメノレ会で、の修道名に「十字架

のjヨハネを選んだが， 彼の著作において「十字架jはテーマとしては強調されてい

ない. むしろヨハネの場合， 愛における神との一致のなかに十字架も包含されている

ように見受けられる. それでは， シュタインはなぜ「十字架」をヨハネの神秘思想の

中心に据えるのだろうか. シュタインの着眼点を理解するために， われわれは彼女の

神秘思想の形成の萌芽となった彼女自身の神秘体験， 霊的体験に目を向けなければな

らない. シュタインはゲッテインゲンで哲学を学んで:l、た時期に夫を戦争で、失った未

亡人， アンナ ・ ライナッハ (Anna Reinach)との出会いを通して， 初めて「キリス

トにとらえられるJ 経験をする. 彼女はこのときの経験を「キリストが私を圧倒し

…・・十字架の神秘におけるキリストが立ち現れたのですJ6) と回想している. シュタ

インにとってキリスト7)は根源的に十字架と結ぼれた存在であれ十字架の知らせは

原的所与 とし、う意味で， 彼女が後に展開するキリスト教的現象学8) の出発点をなすも

のでもある. このときのキリスト体験は， 知性の彼方に神秘を見いだし， 理性を越え

た愛に身を投じるとし、う， 決定的な回心がもたらされる契機となった. その後偶然手

にしたアピラのテレサ9) の自叙伝を読んだことがきっかけで， シュタインはキリスト

者としての道を歩み始め， カノレメノレの修道女として「十字架に祝せられたテレジア」

( Teresia Benedicta a Cruce )という修道名を名のることになる. 彼女の霊的歩みに

おいて十字架上のキリストは， 単に志向対象として存在するのではなく， 十字架上の

キリストに与 ること， 主の受難に参与 すること10)へと招く存在である. キリストにと

らえられるというシュタインの神秘体験は， 内的な体験でありながら， その志向対象

への主体的受動性をともなった参与 によって， 他者と世界へと開かれていくのである.

2 十字架の学問

現象学を哲学的方法論の中心に据えていた初期のシュタインの思想は， トマスをは

じめとする中世哲学， キリスト教神秘思想との対話を通して， 現代の哲学者の多くが

回避している根源的な存在論， 神の問題へと向けられてし、く. 本稿で取り上げる『十

字架の学問』は， ナチスによって逮捕される日まで書き続けられたシュタインの遺著

であり， 彼女の思想、の背景をなす深い神秘主義的精神を窺い知ることのできる作品で

ある.

さて本論に入ることにしよう. I十字架のヨハネ研究」とし、う副題がついたこの著



130 中世思想研究42号

作は， なぜ『十字架の学問』と題されているのだろうか. ヨハネの著作は本来， 学問

的， 思弁的な内容のものよりも， 愛する神に向かう魂の個人的な歌， 詩， 霊的道案内

書というべき性格をもっている. シュタインは「十字架の学問」についてこう述べる.

十字架の学問について語られるとき， それは一般的な意味での学問として理解

されるものではない・H・ それは十字架の神学であって， 知られうる真理である

が， 生きた， 現実に働く真理でもある. 十字架の学聞は， 魂のうちに種のように

宿り， 根を張って育ち， 魂にある特質を与 え， その程度の違いはあるが， 魂を形

成する- … ここで， 聖なるものについての学問， すなわち十字架の学問につい

て語られる……. 聖なる事象性 (heilige Sachlichkeit )とは， 聖霊によって生

まれ変わった魂の原初的， 内的受容性を意味する- … 聖人の魂が信仰の真理と

ーっとなるとき， 聖人の学問となる. そして十字架の神秘が魂を内的に形成する

ものとなるとき， 十字架の学問となる11)

シュタインはフッサーノレにしたがって， 諸学の基礎づけの役割を担う哲学が自然的

態度にもとづく事実学ではないことを支持する. しかしエポケーを通して超越論的自

我へ到達する本質学としての学問， すなわち超越論的現象学において意識に対して樹

立される世界は， つねに主観に対する世界にとどまる. 意識の内在の領域から神の問

題， 宗教的世界はどのような仕方で樹立されるかという聞いが生じる. ここでシュタ

インが提示する学問12)は， 自我中心の学問によっては到達しえない， 生きた思想， 受

肉した思想、へと向かうものである. したがって「十字架の学問jは， 一般的な意味で

の思弁的で， 理論的な学問ではない. シュタインは， こう述べているJ:l)

十字架についてのヨハネの教えは， もし単に知的な理解にのみとどまるならば，

われわれの言う意味での十字架の学問ではない. しかしヨハネの教えには， 十字

架が真に刻印されている. 十字架は木の輝かしい頂点にあるものであり， その根

は彼の魂の深いところにあり， 彼の心によって養われ， その実りは彼の生涯にお

いてあらわれる.

十字架は人間の魂の奥深いところに根を張ることによって， 一人一人の生に深い価

値的な関わりをもつようになり， 最終的に十字架への従いというかたちで、キリスト者

の生のうちに具現化され， 結実する真理であるとシュタインは考えている. したがっ

て十字架の学聞は， 純粋に理性的な哲学的営為としての人間の思惟にのみ依拠するも

のではなし またシュタイン自身が翻訳したトマスの『真理論』に見られるような
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「真理とは物 (存在)と知との合致である」としづ真理概念をも越えるものを意味し

ている. 超越的な存在である神を対象をするとき， その対象を客観的， 理論的に把握

することの限界を， シュタインはパウロが語る「神の知恵であるキリストJ (Iコリ

ント1 ・24)を引用して説明している. パウロの書簡は「彼自身の深遠な経験から生

まれ， 十分に培われた十字架の学問， 十字架の神学を表しているJ141. すなわち， シュ

タインが「十字架の学問jによって意味するものは， あらゆる個別的な経験の源泉と

なる宗教的生そのものであり， あらゆる論理的な能作以前に親密な真理として与 えら

れた十字架が， われわれの魂を形成し， いのちを与 える力となることなのである.

シュクインは「卜字架の学問」という主題に最晩年になって行き着いたが， このよ

うなシュタインの学問に対する考え方は， ファシズムとナチズム一色であった1930

年代のヨーロッパへの危機意識のなかで徐々に培われてきたものであり， この点にお

いて， フッサーノレの晩年の著作『ヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学.1151に見ら

れるフッサーノレの学問に対する危機意識と重なるものがある161 当時のシュタインの

論文を一部引用する. I哲学の近代的理念， つまりすべての存在者を一つの理性体系

のうちで把握し， すべての生を理性によって形成するという哲学の理念は挫折し

たJ17). また『十字架の学問Jには， 哲学の危機に対する問いかけのみならず， 自分

自身と家族にナチスの脅威がおよぶというという歴史的経験， 同胞の非情な死の記憶

を通して， 学問の意味を問うシュタインの身を賭した思索の跡が見られる.

3 現象学的ヨハネ解釈

シュタインのヨハネ解釈の独自性はその現象学的， 哲学的アプローチにあると言え

るが， どのような意味で現象学的， 哲学的であるのかということが検討されなければ

ならない. まず、ンュタインはヨハネの生涯における十字架との原初的な出会いに注目

する. I十字架のヨハネのように十字架の知らせを十全に受け取り， それに応じる準

備ができていた人はいなし、J181. このヨハネにおける十字架の知らせを受けとめる能

力， 根源的受動性， 原的所与 は， シュタインによれば， I聖なる事象性」である. I事

象性jは現象学的用語であり， 独断を捨てて事象そのものに立ち帰り， それ自身与 え

られているがままの事象を聞い正すフッサーノレの「事象そのものへJ (ZU den Sa 

chen selbst )に依拠する概念である. I事象そのものへ」という現象学的主題が宗教

的 ・ 霊的次元においてどのように深められていくかということを， シュタインは探ろ
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うとする. 原的所与 としての十字架とし、う事象性は， ヨハネの生涯とその霊性におい

て， どのような形をとっているであろうか. シュタインはヨハネに見られる三つのタ

イプを取り上げる. それは， 子供， 芸術家， 聖人である. まず子供を特徴づけている

ものは， 魂の「根源的， 内的な受容性J (die ursprüngliche innere Empfänglich

keit )である. 子供の魂によって受け入れられたものは， その子供の魂を形成し， 全

生涯を規定するものとなる. この魂の根源的， 内的な受容性は， 十字架の学聞が形成

される基盤となるものなのである. ヨハネは幼少 期に福音によって養われ， 形成され，

十字架は彼の生涯を貫 く力になる. それ自体は形をなさない種が成長する過程は， 芸

術家が作品を創りだす過程にも当てはまるとシュタインは解説する. 芸術家が言語化

されざるものを芸術作品を通して表現するように， ヨハネも雪量的な詩によって神への

愛を歌う. 十字架によって魂が内的に形成されるということは， 十字架が単なるしる

しとして表わされるだけではなし 内的なかたちをとり， その人の具体的な生きかた

において， 十字架にならう道となることである. 十字架は， 聖霊によって新たに聖な

るものとされた魂において受け入れられ， 誤った障害や頑なさによって妨げられるこ

となく真理へと開かれていき， 最終的には聖人において十字架への従いという実りを

もたらす19)

十字架の学聞は， r聖なる事象性J に基づく学問である. r聖なる事象性」とは， そ

の対象が人間の意識の志向を越える聖なるものであるということ， そしてヨハネの生

涯に見られる子供， 芸術家， 聖人という聖性の深化 ・ 純化の過程を通して， r聖性j

( Heiligkeit )は「現実のものとなるJ (wirkIich werden ) 20) . 彼女はこう締めくく

る. r十字架の神秘が聖なる魂の内的な形となるとき， それは十字架の学問となるの

であるj21).

さて， シュタインのヨハネ解釈に見られる現象学的手法は， ヨハネの神秘思想、にお

ける中心的主題である暗夜の解釈に表われている. ヨハネは神との一致に至るまでの

過程を， r暗夜J (noche oscura )と呼ぶ22) 暗夜は神へと登撃していく魂の赤裸な

状態を表わす出発点でもあり， 夜のように信仰の暗ゃみを歩む道でもあり， 最終的に

魂が至る終局点としての神そのものを表わす暗夜でもある. シュタインは暗夜を第一

義的に「離脱」であると理解する. 夜は魂が通りすぎなければならない離脱の途でも

ある. それは出発点であり， 道であり， 終局点でもある. ヨハネが感覚の夜において

「赤裸J， r剥奪jと理解するものは， 自然的態度， 感覚を遮断するとし、う意味で， 現
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象学的思考形態で理解するならば， エ ポ ケ_'31に相当する. E . プシュワラ (E.

Przywara )によれば， シュタインのヨハネ解釈の根底にあるエポケーの概念は， ス

イッチを切り， 遮断することによって私たちを無に直面させるような一瞬の停止では

なく， エポケーによって新たに信仰の世界が開かれることを意味している241 たしか

に， エポケーが霊的な深化の過程に見られる重要な転機であるとすれば， それはフッ

サーノレ的な意味で、の新たな存在領域としての純粋意識の開示にとどまらず， r哲学的

な理解の道を越える信仰の道j251， r哲学的， 理論的学問よりも神聖な知恵に近いもの

としての信仰J261 を披くものなのである. r信仰は真夜中の暗さである. それは感覚の

働きを静めるのみならず， 理性による自然的な知識をも取り去る. しかし魂は神を見

いだすとき， 永遠なるもののもたらす新しい日の夜明けの光がすで1こ夜に差し込んで

くるJ'7I . このようにシュタインの暗夜についての解釈には， 現象学的エポケーの概

念が伏在していると見てよいが， シュタイン自身はエポケーという言葉を直接的には

用いていない. したがって彼女のヨハネ解釈は， 現象学的解釈そのものを目ざしたも

のではないとしても， 彼女の思索全体には明らかに哲学的なアプローチが見られ， そ

こには現象学的思惟が通奏低音的主題として見え隠れしていることは否定できないだ

ろう. シュタインにとって現象学とは， 特定の哲学的体系 に固定されるものではなく，

素材の極めて鋭い深みへと肉薄していく方法であり， ゆえに， 様々な形をとりつつ，

新しい視方を披くものなのである.

4 暗夜と十字架の関わりについて

ヨハネの霊性の中心をなす「暗夜」について， シュタインは次のように解説する.

夜は自然的な現象である. 光と反対のものがすべてを包みこむ. それは言葉の

対象とならないものであるー…. 夜には目に見えるイメージがない … 夜がも

たらすものは単なる無ではない. それは夜そのものとして， ぼんやりと目に見え

ない， 形のないものとして存在し続ける. それは脅かすものでもあるので， 影や

まぼろしのようにも見える……. そこには死を予感させるものがある. 夜がもた

らすものは， 自然的なものだけでなく， 心理的， 霊的な意味がある. 暗く激しい

夜があるのに対して， 柔らかな月の光に照らされた， 不思議な魅力をもっ夜があ

る...... 昼の騒ぎと雑踏が消えていき， 静けさと平安がよみがえる……. 昼間の

喧騒から解き放たれた精神は， 夜の静かな透明さを湛え， ゆったりと内省的にな
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ってゆく. そして自然界と超自然界の両方に身を置き， 自分自身のありかたと生

き方に深くかかわるところへと沈潜していくようになるのである. 夜の安らぎの

うちには， 深い感謝に満ちた平安がある却

ヨハネが精神的， 感覚的， 霊的， 神秘的な夜を取り扱っているのに対して， シュク

インはまず， 自然的現象としての夜を取り上げ， 自然的， 宇宙的夜から霊的， 神秘的

夜の描写へと進む. 自然的な現象としての夜において， 感覚内容は個人にとって感覚

されるもの， 意識されるものであり， その意味で自然的， 宇宙的夜は体験的な自我に

帰属する. しかしながら自然的現象としての夜は， 新たなる地平， 根源'性への披きを

内包しており， 現象学的エポケーとも言える働きを通して， 絶対的な所与 ， 純粋な現

象としての夜があらわれ， 自己の変容というダイナミックな方向性をもつようになる.

このような霊的な夜の経験について， シュタインは次のように語っている.

神のうちに安らいでいて， すべての知的活動が完全に停止するとしづ状態があ

る・H・ そしてただ神の意志に自分の行方をまかせ， く自分を完全に運命に委ね

る〉……. 生命力がなくなるということは， いわばく死の静けさ〉であるのに対

して， 神のうちに安らうとしづ経験は， 自分が完全に支えられているという感じ

がする. 神のうちに安らうことに身を委ねるにつれて， 夜、はいのちで満たされて

くる. このいのちのカの流入は， 私自身によらない活動性の表れでもあるかのよ

うに思えたので、ある叩

一方， 十字架のヨハネにおいて「暗夜」とは， 感覚の夜を通して信仰の暗夜へと至

るものであり， 様々な表象や概念が， 一致への準備段階として知性からはぎ取られる

ことを意味している. I暗夜jは， 魂を浄化し， 神との一致に向かつて整えるもの，

神の光の魂への注入にほかならない. ヨハネが個人の内密な神秘体験を源泉として

「暗夜J について叙述しているのに対して， シュタインの描写は自然的， 心理的， 人

間学的に夜の内実を明らかにする. ヨハネは愛のなかで、神へと上昇する魂そのものを

詩的なイメージで捉え， 象徴， 対比， 比喰による豊かな叙述を展開している. これに

対してシュタインは， 神探求に関わる事柄を一般的な人間の心の営みにそくして理解

し， そこから超自然的なものへと向かう人聞の魂のありかたを探求し， 霊的な深まり

と純化の過程において， キリスト教霊性と現象学が出会い， 融合する点を見いだすの

である.

もう一つのシュタインの独自な解釈は， ヨハネにおける「暗夜」と十字架との関わ
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りを重視していることにある311) 幼少期の父との死別体験， トレドでの監禁生活とい

ったヨハネの十字架体験は， r暗夜」の基底をなすものであり， ヨハネの魂を浄化へ

と導き， 神との一致へと向かわせる原動力となったとシュタインは考える.

しかしながら， ヨハネの著作のなかで「暗夜」と十字架との関わりについて直接的

に言及されている箇所は少ない. シュタインが『十字架の学問Jの冒頭で引用する霊

魂の詩:ll)には， 神への愛によってっき動かされた魂の熱情， 歓びが歌われており， 十

字架の神学的な意味についてはふれられていない. つまりヨハネにおいては， 修徳的，

神学的な教え， 解説を記すことより先に自分自身の神秘的経験の感動がおのずと湧出

し， 詩となったのである. これらの詩には神と自分との聞の親密な愛という， 情緒的

で， きわめて個人的なレベルで、の交わりが表現されている. このような情動的で個人

的な神秘体験は， どのようにして言語化され， 伝達されうるのか， またそこにはどの

ような神学的な意味が含蓄されているのだろうか. シュタインにとって暗夜と十字架

との関わりを明らかにすることは， 暗夜というきわめて個人的で内面的な宗教体験の

もつ普遍的な意味を問う糸口となるのである.

ここでシュタインはふたたび， 現象学的な説明を加える. 十字架と暗夜は， 自然的

な認識を越える精神的な事柄を指し示しているとし、う意味では， 両者ともに象徴であ

るとシュタインは述べる. しかしながら暗夜は内的な事柄を表わす「イメージ」

( Bild )であるのに対して， 十字架は歴史的な事柄を通してその内的な意味が顕れる

「しるしJ (Zeichen)である出 それ自体不可視なものでり， 形をもたない暗夜は，

十字架とし、う可視的なしるしを通して， その十全な意味を現すとシュタインは考える.

このように暗夜を十字架との結びつきにおいて理解しようとするシュタインの立場が

明確に表れているのは， ヨハネが引用するノレカ福音書 14・33である. rあなたがたの

うちで， 自分の財産をことごとく切り捨てるものでなくては， わたしの弟子になるこ

とはできないj33). ヨハネはこの福音書の箇所を， 神のうちにおける全き魂の変容に

至るための離脱， または神をただ自身として愛する愛に動かされた魂が他のものに対

する愛着をすべて捨て去るとしづ意味に理解している. これに対してシュタインは，

このノレカの言葉をあらゆる欲望と執着と戦し、， 自分自身の十字架を背負い， 能動的に

暗夜に入るという意味に解釈している34) シュタインは次のように結論づける. r感

覚の夜は自ら望んで十字架を担うことを意味する」日 ヨハネの能動的暗夜は， シュ

ダインの解釈によれば， 十字架に従う道にほかならない.
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次に， ヨハネが語るもう一つの暗夜， すなわち魂における神の主導的な働きが中心

となる受動的暗夜について検討してみよう. 受動的暗夜とは， I霊魂が神のみに捕ら

えられているj361状態， つまり神についての愛のこもった， 注賦的知識へと至り， 修

得的段階から神秘的段階へと移行する状態であるとされる. Iここでなすべき唯一の

事は， 霊魂をすべての知識や思念から解放することで……ただ神に対する愛のこもっ

た穏やかな留意だけで、満足し， 神を味わったり， 感じたりしようとの気づかし、も， 意

志も， 欲望も持たずにいなければならないJ371. I閣につつまれ， 愛のこめられたこれ

らの苦しみのさなかで， 霊魂は， 自分のうちに， ある種の力と伴侶を感じるJ381. こ

れに対してシュタインは， ヨハネの受動的暗夜についで， 次のように解釈をする.

「この段階での霊魂の苦しみは十字架につけられることであると言うことはけっして

誇張ではないだろうj四1. I受動的暗夜は十字架の知らせと矛盾するものではないJ40I•

ヨハネの霊性を， 十字架に根ざし， つねに十字架へと向けられたものとして理解する

シュクインの解釈は， ヨハネの神秘的婚姻についての解釈にもっとも明確に表われて

いる. I魂が花嫁として神と一致することは， 魂が創られた目的である. そのような

神との一致は十字架によってもたらされ， 十字架上で成し遂げられ， 永遠のものとし

て， 十字架に刻印されているのであるJ 411. ヨハネにおいて「暗夜」は， あらゆる表

象と言述を凌駕する神との一致へと向かう魂の歩みを表わすのに対して， シュタイン

はヨハネの「暗夜」を十字架との結びつきにおいて理解し， キリストの人性に中心を

置きつつ， 受肉の志向性のうちに神秘神学的に理解していることがわかる.

結 び

以上， シュタインの『十字架の学問』を取り上げ， そこに見られるヨハネ解釈を見

てきた. それは， ナチスの支配下のヨーロ ッパにあって， 学問そのものへの危機が喚

起される中， 深い思索と観想、に身を投じたシュタインが16世紀のスベインの神秘家

十字架のヨハネとの出会い通して， ヨハネの霊'性の理解に新たな地平を披こうした試

みである. そこには， 信仰と知性， 霊性と哲学的思索， 個人的経験と普遍的学問とい

う， いわば両極にあるものが， 緊張を苧みながらも動的に出会L、， 相互に鼓舞されて

いく場を探求しようとするシュタインの意図が見られる. シュタインのヨハネ解釈の

独自性は， ヨハネの霊性に見られる神への探求と霊的深化の道行きを現象学的思惟に

よって解明しようとしていることにある. 特定の立場， 方法論に同化するものとして



エディ ット ・ シュタインの神秘思想 137 

の現象学的思惟ではなく， 事象そのものに迫りつつ， 事象そのものへの視方を披く思

惟は， 時空を異にする思想との絶えざる対話と対決のなかで， 今・ここで， 行為のな

かに究極的な意味を探求しようとするものである. それは， 古代・中世の思想， キリ

ス ト教神秘主義を現代の思想、の地平において賦活させようとする試みであれ それこ

そがシュタインが生涯探求し続けた「永遠の哲学Jの新生へ途であった.

(本論は， 文部省科学研究費補助金による成果の一部である. )
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