「霧の只中の明けの明星のように……j
マイスター ・エックハルトの言語理解における， <一性形
而上学への精神形而上学の統合〉という事態究明へ向けて一一
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はじめに

この論考は， ドイツ 語説教Nr .9 "Quas i stella matutina in medio nebulae et q uasi
luna plena in diebus s uis lucet et q uasi sol ref ulgens ， sic iste ref ulsit in templo dei“
のテキスト読解を通して， エックハルトの言語理解の諸層に含蓄された問題構制の要
諦を暴き出すことを主眼としている. けれども， そのように求心的にエツクハルトの
思考構造の根幹へと押し進む試みは， 決してその言語を巡る思索の奥行きと全射程を
取り逃がしてしまうような先行投企の枠組みに定位することを意味するのではない.
むしろこの説教の思考内実を 再解釈し自得するためには， Iことばの 本質生起の在り
処jを場所論 的に究明するエックハルトの幾重もの思考脈略を組織的に考察すること
を理解背景としなければならないであろ う. 然るに他方， この説教 Nr .9における
「言語理解の凝縮された呈示」は， それが正にエックハルトにおいて言葉の 本来的可
能性( 本質開示 )として成立する全説教活動の根 本的志向( Gr un dintention)を明ら
かにするという点で， その言語理解が苧む根 本的な問題の解釈学上の布置( die

her 

meneutisc he Konstellation) を照らし出すのである九
先ずは上掲説教の展開構造を素描しておくことにしたい. 冒頭から全体の三 分の二
以上を占める部 分は， この説教の基礎となっている聖書の言葉(シラ書50・6-7a の
引用句)の内の最後の語「神の神殿(に於いて )Jに極限された考察でもって始まる.
そしてそれは， Iく神〉とは何か， そしてく神の神殿〉とは何かjというこつの問いを
巡るエックハルトの高度に洗練を経た理論的省察を通しての展開となる. われわれは
こ の 分 量 的 に 大半の 部 分 を， 当該説 教 に お い て も 顕 著な

く秘儀講話的

( mystagogisc h)な呼びかけ〉へと収飲するU根 本構造の 中での「前置き」と解釈し，
その第二の問い( :神の神殿とは何か ) に対するエツクハルトの独創的解答とこの論
考のテーマが連繋する点へと論 及するに留める. 二つの聞いを巡る二段階の論 述の後
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で初めて第三の部 分として， I霧の只 中の明けの明星のように… ・..Jという句が主題
化される. しかしこの句全体は， それが > q uasi(のように )く に導かれていることに
解釈が集 中して定位し刊そこから更にそれと並行関係にある (その日々の
I
) 全盛の
満月のように」という句が同ーの解釈境位において説き及ばれる. そして説教は，
> quasiく が >bîw or t(副詞・添え言葉 )く としての文法上の機能を有することの言語
理論的反省から， I霊魂の知性的活動 本質jに於ける始原的ことばの生起(二神の子
の誕生 )， 即ち「霊魂と神の 本質関係」の開明へと終極する.
全体 分量の三 分の一 以下の第三 の部 分， 然るに説教の 中枢的部 分は， 人間の語り
( oratio) の或る部 分的な構成品詞である q uasi の文法的機
能の考察をもって始まる.
そして結 びの祈りにおける く秘儀講話的呼びか け〉も， その q uaslが bîw or t( Be.
iw or t) としての身 分を持つこと叫から， I始原的ことば w or tの許にすべての時間を貫
いて在る(alle zît bî" 's în) 霊魂のーなる 本質的働きJにわれわれの理解を照明しよ
うとしている5)

但し， この部 分の思考内実を詳細に 分析してみるとヘそこにおいて

表明され顕現化する (
く 始原における ) w or t と bîw ortの統一〉へとエックハルトの
根 本的志向が 集約化する躍動構造を読み 取れる. しかし更に， エックハルトの説教と
して語られる言葉の 本質生起(従って， 彼の聖書解釈の原理であり信仰内容の思惟に
おける透徹 ) は， bîw or t sîn(副詞であること ) としての人間的霊魂の 本質関係規定
へとその基礎を露関するのである

「…副詞(bîw ort). これは， 私が私のすべて

の説教において意図してきたものである J7). この表明に含蓄されている根 本事態を 本
稿で私は， I一性形而上学への精神形而上学の統合」という思想要因へと極まる思惟
のエックハルトにおける開闘として究明しようとする.
〈一性形而上学Ein heitsmetaphysik> とは， 一性(unitas ) をそれ自体無制約な始
原原理(Urprinzip) として， Iより先なる(prius )J 原理である一性からの「より後
なる(pos terius)J 制約された多性への下降的展開(explicatio) において多様な存
在者(ens ) の場である世界現実全体 ( universum)の成立を理解可
能にする組織的
思考である. それは通常， く存在形而上学Seinsmetaphysi k> とは区別された形而上
学的思惟様式として， 哲学史の内部で固有な伝統を織り成していると考えられる. ア
リストテレス的及びトミズムの伝統においても基 本的な存在形而上学は， 感覚的経験
に媒介された存在するもの(ens) における現出を思考の起点として， I われわれにと
って( q uoa d n os ) 最後 の も の・究 極 的 な る も の」で あ る 存 在 そ れ 自 体(ipsum
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esse) へと遡ってゆく道に伴う知の段階的・発展的自己形成を基礎とする. これに対
し， 一性形而上学の構想、は， 端的に洞察可
能な「絶対的にーなるものjの理解を基点
とする「原理から発出した諸相( principiata)J への自己展開(無媒介に成り立つ原
理的理解から差異性の場への分化 ) を組織法とする8) ところがこのー性形而上学的
構想にとって， 始原原理的ー性は， 存在論 的にも(o ntologisc h) 認識の 本性に 即し
た省察においても( gnoseo lo gisc h) I端的に第ーのもの」であるとしても， この一性
の卓越(s uperexaltatum) と充溢( plenitudo ) が再び翻って「洗練された存在理解」
を彫琢することになる. 即ち， 一性形而上学と存在形而上学の二者択一といった対立
図式は， エックハルトの許での形而上学的思J惟の内部動向を厳密に査定する上では単
に仮構でしかない9) それ故， Iエックハルトの形而上学において優位を占めるのは一
性形市上学であるjというテーゼ化が， もし(上述した規定上で ) 存在の形而上学を
排斥する思想方 向をもって主張されるならば， 凡そ支持できない10)

むしろ， ー性形

而上学と存在形而上学の関わりを媒介するく精神形而上学 Geistmetaphysik 展開の端
緒〉が思惟そのものの成立根拠の開顕と共に隠れた主要動 因となっていると言えるの
ではなかろうか

それは 即ち， 多様な存在者( e ns ) への関与から精神なるものが

存在者の秩序を基盤とする自己形成(精神の現実態性への形相化 formatio ) を通し
て自らの形而上学的 本性への超出を見出す (
I ア リストテレス受容を通してのトミズ
ムの許での )有限な認識の形市上学jを経由する精神理解1明〉らの希離を意味する.
エツクハルトに始まりニコラウス・ クザーヌスへと継承されてゆく ドイツ 神秘思想の
系譜的発展にとって， <精神形而上学として自らを展開せしめるー性形而上学〉とい
う根 本動向が， 新プラトン主義 的構想の自覚的刷新の契機において 決定的であると言
える 1 2にその際， 精神の根源的自己理解が成り立つ在り処は， 始原的ー性との統一の
内での 本質現成に於けるものとして究思される. この 本質現成からの疎隔 ・脱離であ
るところの「多性( =存在するもの e ns における無性として， 単に否定的なるも の
negativum) への分散J， 及び一性の許で 本質現成するものの充溢への「上昇的還帰j
(否定の否定 negatio negatio nis ) としてエツクハルトの く存在についての言明〉の諸
コンテキストは理解可
能になる.
2

エックハルトの言語理解の要諦を呈示する，ドイツ語説教Nr.9中枢部の註解

「霧の只 中の明けの明星のようにjという聖書の 中での表現の解釈は， この星が 時
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間的経過の内での位置的相異を有することから二重 の名称( :明けの明星， 宵の明
星 )で呼ばれるにもかかわらず， 両方の位置が光の基点である太陽から同ーの近さに
留まる恒常性に在ることを主眼とする13) この(時間における限定・規定性を脱去す
る) I恒常的な近さ( a lwege gl! c h nâ he der s unnen)J 凶lま， I明けの明星のように」
の句がく霊魂の神への関係〉へと転用されるための生命線を成している. 同様に，
(その日々の)全盛の
I
満月のように」という並行する句は， 月が大地と太陽の 中間位
置を運動し大地から離れて太陽に近づく程に光のカを得て 満ちることから， 人聞が 中
間的存立の動性を存在することをわれわれの理解に補うものと解釈できるlへだがこ
こ で も， I月が 太陽 か ら 直接に 光を 受け 取 る， そ れ 程 に 太 陽 に 近 づく」力強い
( kref tic)在り方を示すのは， I霊魂は地上 のもの(被造物 )を超えて高められる程に，
益々力強く在る」ことに対応する1べ 以 上， 聖書の二つの 引用句が「…ーのように
( quas i)Jに導かれた副詞( bl wort)句であることから， 神がその内に語られ得る言
葉の特権性は， I神的始原に於けることば(wort)の許に〔近くに 〕副詞( bl wort)
として在る統一」として表明される( "da z man bî dem worte sl ein bîwort“)口 従
って， この ド イ ツ 語説教Nr .9をも含めエックハルトのすべての説教の 中心的志向
(意図 intentio)は， 自らがそれであるところの く神の始原的ことばの許で副詞とし
て在る言葉〉の 本質生起へと人間的霊魂を回帰的に 再生させる呼びかけに極まるので
ある

「人聞は， (・・〕

私の説教全体はそのすべてと共にこのこ とへと終極す

るのであるが一一明けの明星のようにならなければならない， つまり， 常に神と共に
居合わせ神の許にあって， 同じ近さの内で， すべての地上的ものを超えて高められ，
ことば(wort)の許で副詞( bîwort)でなければならないJ1へ
さて， 説教を締め括る栄唱的祈願の直前でエックハルトは， トマス・ アクイナスに
先行的に見出せる言語階層19)の受容と変容を通しての く言葉の三階層〉を呈示する
一一「言葉には述べられたものがある， それは天使， 人間， すべての被造物である.
別の言葉は， 考えられ〔 然る後に〕述べられるもので， それにより私は， 自らへ何か
を像化することが可
能になる. 更に， 述べられることなく考えられることなく 決して
外へと歩み出ない別の言葉があり， むしろ語る者の内に永遠に留まるのである」制.
このテキストの末文で先ず注目すべきは， 通常は「述べられる( vürbrâ ht二 vor ge
brac ht)J ものとしてことばを基 本的に性格づける様態の欠如( : un← )からそれに先
立つ次元の開示が主題化されているということ， である. しかし更に遡って， この次

「霧の只 中の明けの明星のように……j
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元開示は， I述べられる」ことの過程的前提である「考えられる」という事態に対し
でも， その欠如を示す接頭否定辞un を通してことばの在り処の奥行きへと徹底化
されているのである. I述べられることのない J とは， 音声による外的表出の欠如を
意味していることは明らかであるが， I考えられることのない(unbedã ht)J という表
示によって照明される連関が問題である. トマスの「心のことば(verbum cor dis)J
を巡る論点に倣し山)， 媒介的(dis cursivus)推論へと歩み出る思惟( co gitatio)を含
まない知性の直観的な活動， と解することで果たして充 分であろうか? こう解釈す
るならば， ドイツ 語説教 Nr .9と共に， } Par a dis us a ni me i ntelligentis {における説
教 Nr . 4での「私の思考(思い巡らしたこと)へと像化される(gebildi t wir di t i n
mime geda nke)J ことの欠如， 従って判断作用(iudi cium)への契機を内含しない知
性の内在的懐胎におけることばの存立に一致することになる. 更にエックハルトの 当
該説教(Nr .9)の中でも， 諸
能力が霊魂において身体を通して開花するのは， I知性
の火花(ein vü nkelîn)Jが一一それら諸
能力の発現に先立つ根元において

認識す

るものとしての霊魂自体の知性的 本質を成すことに基礎をもつことが示唆されてい
る22)

但し上記のテキストでも， 接頭否定辞unーが単に思惟の作用としての論理的な

否定性(Negativität)の機能における表示ではないのならば， その生成基盤からの
動態として見究められる圏域へと遡行することが要求されてくる. I音声へと語り出
されるJ I表象化へと歩み出る思考J I被造的次元へと像化される言語」一一これらの
表示と共にある傾向は， エックハルトにとっては「統一・充溢からの堕落jとして端
的に否定的なるもの( negativum)を意味するのであるからm， 接頭否定辞un は否
定的なるものに対する否定( negatio negatio nis)として生起する事態を開示するこ
と に な る. と こ ろ で エ ツ ク ハ ル ト に お い て， こ の「否定 の 否定( negatio
negatio nis)Jこそは， 神なるものが端的に主題化される根 本規定なのである 24)
始原におけることば wortの許へと統合されて在る「副詞 bîwortとしての言葉の 本
質生起」は， この説教の最後の部 分で， く一性形而上学へと統一された精神形而上学
的省察〉として自らを敷街し得る端 緒を示唆している. I述べられることなく考えら
れることなく， 決して外へと歩み出ることなし語る者の内に永遠に留まることば J，
即ち「内部へと生み出され秘匿されたことば( das i nwe ndig gebore ne und verbor .
gene W
or t)Jとは， このことばを唯一語る者である 父なる神( :始原なき始原)の
内に受容され内在する「神内のことば( :始原からの始原)J として出生している25)
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ここで， ー性の 本性的出生に対して副詞 bîwortとして人聞を通して生起する言葉は，
「絶えず内へと働きかける(a llez înwer t wür ken de)J 霊魂の知性的活動 本質問rnün
f tic heitのく自らの根底を究める)26)力強さによって， 始原に於ける神的ことば wort
へと究極的に合一化される存立を有する， という精神形而上学的省察が付加され得
る 2九霊魂の基底的な知性的活動 本質は， 1始原に於けることばと人聞を通しての副
詞としての言葉の生起の遂行的統一 J を働きかける力であると共に， その遂行的統一
が営まれる場であることによって， 神の合ーが成就される非ー媒介的な活動態そのも
のに他ならない28)
「神と共に一つの働きを遂行する( mit gote würken ein werk)J92 )霊魂の基底的な
知性 本質の活生は， 更に他の ドイツ 語諸説教でも， 1霊魂が神の許での一つの働きに
おいて一つの存在を成すj'O) <神の子の誕生〉を巡るエックハルトの思想の独創性と
して展開される31). Nr .9の説教を初めそれらの箇所からも， 人聞を通しての言葉の
生起がその許で(bî sîn)副 詞として在ることを要請される「働きの統一( W
irk
ein heit)Jは， ことばの出生がそこに於いてであるところの始原的一性の非差異化性
(Un un tersc hiedenheit)をその遂行基盤としていることが帰結する3へ

3

補充考察:ヱックハル卜の語りにおける， r思考可能なるもの」の成立連関へ
向けての究明
〈霊魂の内奥に生まれ出ることば)=く神の子の誕生〉と定式化される相聞が「始

原の自己表明jとして同ーの根 本事態を意味指示することの強調は， 単にエツクハル
トの 中心思想として幾重ものテーマを伴って展開されるだけではない. この根 本事態
の自覚的開示自体が， そのテーゼとしての基礎づけをも可
能にする思惟の成立根拠を
照らし出すのである(1始原におけることばの生命 は， 人間の光であった J) 削. 以下
の考察によって， 1始原 principiumの非ー差異化性Un -untersc hieden heitを基盤にし
て始原から 本質現成することば」の存立は，
く 一性 unitas それ自体の遂行的統一( :
一性に於いて一性から 本質現成するところのものは， 一性から下降・脱離する否定的
なるものの「否定の否定jとして純粋 な肯定へと統一されて在ること ) )として理解
され， その存在論的身 分から上記に定式化された根 本相関の開明が主題化され得る.
それは， 1神の神殿とは何か」という先行する問題解明に光を投げかけることにもな
るのである.

「霧の只 中の明けの明星のように……J
霊魂の内奥を成すそれ自体活動的な知性 本質( : grunde der

7う

s êle， vünkelin der

s色 le)は，(存在するもの ens を基点とする限りでの ) 存在という規定に先立つて存在
の根拠・理拠(ratio)である「神の根底」との統一の内にある34) エックハルトに特
徴的な次のような一連の諸言明一一「そこでは， 神と霊魂の問の真正な合ーが生起す
るJ3ヘ「神の在るところ， そこには(私の ) 霊魂が在り， そして(私の ) 霊魂が在る
ところ， そこには神が在るJ'6)等

は， 霊魂の基底的 本質から 分離されて実体化さ

れるものは 本来には 決して未だ神では在り得ないことを帰結する3 7) つまりこれらの
言明は， 精神的
能 力を通して 分有(partic ip atio)関係を遡る媒介的な上昇の道に先
立って， I神が そ の 神 性 全 体 と共 に 霊 魂 の 根 底 の内 に 在 る J38) <神 秘的合一U1l10
mystica>の霊魂内在的な知性的活動 本質における基礎を示唆している. 霊魂の内部
でそれ自体活動態にある基底的な知性 本質における「ことばの出生 J とは従って， 神
の一性的 本質(神の根底)からの「子の永遠の誕生」と同ーかつ同時であることにな
り3ヘ ここでは帰属的類比性も 分有関係も成り立たない(

更に「絶え間なき誕

生jとも述べられているように4ヘ時間的開始(Anf ang)を有する， 或いは 突発的
に生起する行為と理解され でもならない41)一一 ).
この理解背景から， エツクハルトに特徴的な次の思考内実が十全に問題化される土
壌が聞かれる

「もしわれわれが神を存在において受け 取るならば， われわれは神

をその前庭( Vor hof ) において受け 取っているのである. 何故なら存在は， 神が住
まう神の前庭だからである. けれども一体， 神が聖なるものとして輝いている神殿の
内のどこに神は 居るのであろうか?

知性的活動 本質( vernünf tic heit) こそは， 神

の神殿である. 神は， その神殿であるところの知性的活動 本質 以 外の如何なる在り処
にもより 本来的に住まうことはないのである」叫〔存在 w esen はこのコンテキストで，
被造的存在者からの

時間と場所を構成する

存在の意味規定で活用されてい

るl. エックハルトの ドイツ 語説教 Nr . 9 中間部でのこの言明は， I神殿(tempe l)J
及び「神が住まう(wonen)J という表現をもって， I神がその神性全体と共に在って
非存在の内で働く J43)(上述に開明された ) 霊魂の基底的 本質との統ーを述べている.
確かにそれに続く論証 は，能力論 の構図に従って提示されてはいる. 霊魂の内に働く
一つの力( kraft)からの思考・認識が被造的存在者における存在を超え出る圏域に
能力が「神を善性からも〔 存在者の〕存在からも脱皮
おいて活動しており， この知性
させて赤裸々に受け 取るJ44)と述べられる. 然るに認識・思考として働く知性
能力自
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体は， 1雫(tr öpf elîn)j， 1火花(閃光vün kelîn)j， 1枝(zwîc)j， と比喰的に語られ
る由来性において成立しているのであれば4ヘ神が神性全体と共に住まう く神殿〉そ
のものは神的始原との同 等 性(a e qualitas)・共 本質性(cons ubstantialitas)に 主主
知性的活動 本質(vernünf tich eit)なので ある4べ神の神殿の開顕とは従って， 霊魂
の基底である知性的活動 本質を在り処とする「神的始原の表明(発出 processio にし
て出生 gebur t)j， 即ち「始原的ことばの 本質現成j に他ならない4九始原的ことばの
本質性起(1神の神殿」の在り処の開け )という神一 存在論 的(th eo -onto -logisch)
語 り は， 1自身を 知 る 神 が 自 ら自身に お いて自 ら自身を 知るJ48)完全な自己還帰
(r editio co mpleta in s e ipsum)
， 自らの内に自らへと遡源する「一性そのものの遂行
的統一」を指示している. 何らかの限定された存在で あること( ens)とその存在者
性の欠如(non ens)の対立及び存在者の相互の区別( distinctio)は， 一性そのもの
の遂行的統一に対する否定的拒絶において成立しているのであれば， この存在論 的差
異性における三重安(Zwief alt)が再び「差異化され得ない非差異性」へと遂行的に
取り返されて在る(

"ego s um q ui s um“ のエyクハルトの解釈州を参照)根 本事態

は， 一性の遂行的同一性へと統合された精神から育まれ得る形而上学の自己省察を表
明している.
このようにエックハルトは， その非媒介的な知性 本質・理念 (ratio i dealis)の成
り立ちそのものに於いて「ことばの始原根拠」を透察している50)

音声への表出に向

けて(表象 )像化されゆくことば(像的な内的言語 das bildhaf te innere W
ort)によ
つては語られずに留まるところの神を語ることば( Go t ist ein wort， ein ungespro
5 1)は， 1霊魂の内に秘匿されている」聞からこそ， そのことばが聴取される
chen wort)
ためには I C外化への傾向を伴った〕被造的な何かから遠く離去して……霊魂はただ
独りとなり， それ自身沈黙せねばならないj5九神が名を持たず音声化される言葉に
よっては語られ得ないのと同様， 1霊魂もその根底においては〔そのような言葉によ
っては〕語られ得ない」叫からである. つまりエツクハルトにとっては， 音声へと多
様に表出されたいわゆる「外的言語(verbum ex terius)j を基点とする言語の 本質の
明るみ化は原理的に不可
能なのである. この点では， 1外的言語は一一他者への相互
主観的な伝達機能というその積極性にもかかわらず

ただ内的言語に依存する限り

で 言語としての 本質を維持する存立を保つ」とする アウグスティヌス

トマス的な言

語把握の思考法の継承でもある. しかしエックハル卜の場合， 更に外的言語( 即ち，
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可感的多様性・時間性の 下での 表象性へと定位した像化)が破棄( Ver ni cht ung)さ
れること( : via p ur gati va=霊魂の 沈黙化)においてこそ， 言語の 本質現成が一一眼
前化する他者への 質料的な伝達は欠如するにもかかわらずーーその 純粋に知性内在的
な普遍性と共に生起している， という根本主張がなされる5九外的に表出化される言
語からはこの 「ことばの始原根拠」は語られ得ない前一言語的次元に留まるが円自
らの 知性的活動本質の 内なる原像へと回帰する霊魂の 根本動性においては， 思惟を通
して存在の 現実全体が知性的に透徹される理拠(ratio co gitatio ni s)なの である.

注
エックハルトの 著作からの 引用は， 以下の 略式表示と略号によるもの とする :
DW
…Meister E ckhart ， Die deuおchen und lateinischen Werke， hr sg. im Auftrage der
Deutschen Forschungsgemeinschaft，A bt eilung 1: Die deutsch四Werke， hr sg. vo n

Jo sef Qui nt und GeorgSteer，St utt gart 1936 ff.
後続する大文 字ローマ数字は巻数， S .は(同巻内での )当該頁， Z は(その 頁
での ) 引用する行を挙示する. ( ) 内は， 同巻における近代 ドイツ語訳の 該当頁.
LW…Meister E ckhart ， Die deutschen und lateinischen Werke， hr sg. im Auftrage der
Deutsch仰Forschu日'gsgemeinschaft， Abteilung II: Die lateinisch仰Werke， hrsg.

vo n Josef Ko ch， Her ibert Fischer ， Ko nrad W
eiβ ， Karl Chr ist ， Bruno Decker ，
Al bert Z immer mann， Ber nhard Geyer， Er nst Benz， Eri ch S eeberg und Loris
St ur lese，St uttgart 1936 ff.後続の 略号表示は DW
の 場合と同様であるが， n目はパ
に関しては用いられない.
ラグラフの 番号を示す. ( ) 内の表示は， L W
I河Ioh ...E;ゆositio sancti Evangelii secundum Iohannem ( i n: L W I II ).

以上， 頻繁に 引用されるラテン語著作に関しても， n. は当該著作内での パラグラ
フ番号を示す. 上記 以外の エツクハルトの 個々の著作が 引用される場合には， その
全タイトルと DW或いは L W
における当該箇所をo内に記すもの とする.
1) Kurt Ruh， Meister Eckhart. Theologe. Prediger. Mystiker， 2. ü berar beitete Au
flage， München 1989，S .63 ff は， 14世紀中葉の ドミニコ会特有の 霊性と教説を伝える
説教集 " Parad isus a nime i ntelligent is“においてもエツクハルトのもの として伝承され
たこの説教(そこではNr .33)を当説教集の 主要テーマとの関連で解釈している.
2)

Cf.Alo is Mar ia Haa s， Meister E ckhart und die Spra che， i n: d er s.， Geistliches

Mittelalter， Frei burg/S chw eiz 1984，S . 65-86，S . 72

' I s ein morgenster ne mit en i n dem nebel' . Ich meine daz w δrt elî n‘quasi' ， daz
3) ，，A
eizet 'a ls' …
， .“: DW1S. 154 Z 7-8 S
( . 465) .
4 l エックハルトは当時の 民衆 ドイツ語( Volksspra chelにおける語 分類の 通常の把握
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仕方に依拠してい る. この点
、
を巡っ ての論議 につい て : Siegbe rt Peetz， Diskussions
bericht zum 2_ Tag: Philosophisch-theologische Posit ionen und Voraussetzungen de r
mitte lalterlichen Mystik， in: Abendländische Mystik im Mittelalter_ Symjうoszon
Kloster Engelberg 1984， h rsg _von Kurt Ruh， Stuttga rt 1986， S. 228.

5 ) DW1 S. 158 Z 8-9 CS. 466) .
6 ) 近年 の優れた研究として : Susa nne Köbele， B ÎWORT SÎN. " Absolute“ G ram
matik bei Meiste r E ckha rt， in: Zezおch柑ì für d，ωtsche Philologie 113. Band 1994，
Sonde rheft: Mystik， hrsg.von Christoph Cormeau， Be rlin 1994， S. 190-206
7)

" C… ) e in biw ort . Diz ist， da z ich in al len minen p redigen meine “ DWIS. 154 Z 8
9 CS. 465)

8 ) Josef

Koch， August inische r und

Dionysischer Neup latonismus und

da s

Mittela lte r， i n: Kant-Studi仰48， 1956/ 57， S. 117-133， besonde rs S. 120 und S. 132 f.
9 ) Vg l. Ka rl A lbert， Meister Eckhart und die Philosophie des Mittelalters (Betrach
tungen zur Geschichte der Philosophie， Te il II)， Dette lba ch 1999， S. 166-167; 185-186;

193. K. A lbe rtはエックハルトの超越論概念論 ( Transzendentalienlehre) を詳細 に分
析・検討す る こ とによっ て(ebd.

150 -185) こ の結論 に至っ てい るが， 更に一性

(unitas)の形市上 学が純粋な知性認識活動( intellige re) への 関係におい て厳密化さ
れるコンテキストを解釈してゆく(ebd. S. 198 ff.).
10) Cf. Herbe rt W
a ckerzapp， Der Einfluβ Meister Eckharts auf die erst仰philoso
phisch仰Schriften des Nikolaus von Kues但eitγäge zur Geschichte der PhilosoPhie
und Theologie des Mittelalters， h rsg .von Josef Koch )，Aschendorff Mü nster 1962， S

46-47; S. 56.
11) 前掲拙著Selbstbez白'glichkeit und Habitus. Die latente ldee der Geistmetaphysik bei
Thomas von Aquin， München 1997， S. 297 ff;S. 319 f;S. 331 ff

12) Cf. Josef Stallmach， lneinsfall der Gegensätze und Weisheit des Nichtwissens
Grundzüge der PhilosoPhie des Nikolaus von Kues， Aschendorff Münster 1989， S. 99

ff， besonde rs S. 100-101.
13) 従ってエツクハルトの意図は， 二重の名称
、が意義理論的( bedeutungstheoretisch)
には同ーの 対象であることの (言語論理学における )指示理論( Refe renztheorie)の
ための単に古典 的範例を示す ために， 明星( 金星vênus)の名称を問題としてい るので
はない .
14) DW1 S. 155 Z 7-8 CS. 465)
15) DW1 S. 155 Z 12-S. 156 Z 6 CS. 465).
16) DW1 S. 156 Z 6-7 CS. 465).
17) DW1 S. 154 Z l1-S目 155Z 3 CS. 465).
18) DW1 S. 156 Z 9-S. 157 Z 2 CS. 465)

J
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19) ここでは卜マスの言語理論自体を主題的に述べることはできな いが， トマスによっ
て理論 化された言語 階層性に関しては， 少なくとも初期著作には(特にQuaestiones
di.ゆutatae de veritate q. 4 a. 1) 三つの 階層が明確に読み取られる. r真理につ いてJの

当該箇所では， アウグスティヌスから学び取られた「内的言語 (verbum interius) 外
的言語 (verbum exterius) Jの 区別が設問に対する論 究の 前景となっ て い る. ところ
が 卜 マ ス は， こ の 設 問の 第一項( :神的 なもの にお い て， こ と ば〔と い う名称
nomen) は国 有に語 ら れるか?) において， 芸術家の 製作活動を手引きに「言語 の 三
つの階層序列jを導き出す. 即ち， CI知性によっ て懐胎されたまま， 外的音声なしに語
られたことば=verbum cordis(心の ことば ) ( 芸術家の創造活動にお いては， その志
向する終局finisに相当〕笹外的に発せられることばの範型(exemplar) として， 音声
による表象化の 傾向を伴う こ とばの 在り方=verbum

interius(hab ens imaginem

vocis) ( 芸術家が抱 くイデー・創造的観念 に相当する〕③表出され音声となっ たこと
ば=verbum ext erius(vocis) (既に存在することへと産出された作品に相 当 )， の三階
層である. そしてこの 序列は， 語 りとしての言語現象において， 不可逆的に生起して い
る， と述べられる. 更に注目すべきは， このコンテキストでトマスが上記 ①の意味での
(知性内在的に懐胎されたままの ) verbum cordisのみが一切の 質料的なものへの下降
から離存して固 有に(p rop rie) 神につ いて語 られる， とする点である. 即ちトマスは
こ こで， ことばが成立するその 本源は媒介的推論 (discursus) を伴わな い知性の (そ
こから諸存在者の理拠 ratioが定義 として表明されるに至る単純な 本質把握 app rehen
sio simp lexにおける ) 現勢的な活動で 十 分である， とする.
20)

" Ez ist ein vürb râht w ort， daz ist der engel und der mensche und alle cr色aWr巴n.

Ez ist ein ander w o rt， bedâht und vürb râht， dâ bî mac ez k omen， daz ich in mich
bilde. N uch ist ein ander wort， daz dâ ist unvürb râht und unbedâht， daz niemer
ûzkumet， mêr ez ist êw iclich in dem， der ez sp richet ;“ : DW1 S. 157Z3�6 ( S. 465).
21)

De ven't，αte q. 4 a. 1 ad 1; cf. 5umma contra gentiles IV 14 n. 3499; Quaestio目白

disputatae de ρotentia q. 8 a. 1. Cf.拙著5elbstbezüglichkeit und Habitus. Die latente
/dee der Geistmetapysik bei Thomas von Aquin， München 1997， S. 101 f
22)

DW1 S. 151 Z 1 �2 ( S. 464).

23)

/n Ex，ρositio libri E.xodi n. 74(LW II S. 77Z6) n. 101(LW II S. 103 Z7) ; /n /oh

n. 611 ; ドイツ語 説教 Nr. 21(DW IS. 363Z5�6 ( S. 514)) ;5e円削XV III4 n.173(LW
IV S. 164 Z 6) 一一一c f. Lauri Sepp1inen， Meister Eckharts Konzeption der 51りrach
bedeutung. S加achliche Weltschöpfung und Tiφnstruktur in der mittelalterlichen
5cholastik und Mystik ?， Tübingen S. 76�78 . この 箇所で， エックハルトの 外的な基準

による追検証可能性を欠く言語 思考法が「私的言語 (die p rivate Sp rach巴)J (:後期
ヴィトゲンシュタインによっ てその不可能性が明らかにされた「私だけに理解可能な内
面性の ことばJ) 批判に抵触せず， むしろ別の 根拠から私的言語 なるものの 実在性を否
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定的なものとする「純粋 な知性生命に普遍的に内在的なことばの生起jに他ならない，
と解釈することにわれわれも同意したい( 尤も， 知
I 性内在的に成立する言語jという
言語把握それ自体が再びヴィトゲンシュタインの言語批判の標的となるであろうが).
24) ドイツ語説教 Nr. 21( DW1 S.361Z 10; S. 364Z4 CS. 514] ) ;In Ioh n. 207 ;In Ioh
n. 556 ; Prologus in o.ρus proρositionum n. (
6 LW 1 S. 169 Z 6-9 ).
25) DW1 S. 157 Z 4-8 CS. 465]
26) Cf.In Ioh n. 9 ; n. 568.
27) DW1 S. 157 Z 8-S. 158 Z 3 CS. 465-466]ー
28)

Vg l. Burkh ard Mojsisch， Dynamik der Vernunft bei Di巴trich von Freib巴rg und

孔1eister E ckh art， in:Kurt Ruh( H rsg.)， Abendlä・ηdische il⑫stik im Mittelalter.
SYlゆosion Kloster Engelberg 1984， Stu ttg art 1986， S. 135-144.ここでは， S. 140及び

そこでの脚注( 50) を参照.
29) DW1 S.158 Z 6 CS. 466] : cf ドイツ語説教 Nr.39(DW II S. 262 Z 2 f CS.685]).
30) ドイツ語説教 Nr.6( DW1 S. 109 Z 8-11 CS.454]).
31)

同説教( DW1 S. 110 Z 6-7 CS. 454]) : cf. ドイツ語説教Nr. 39( DW II S. 264Z 1

f CS.686]).
32) In Expositio libη Exodi n. 58
(L WII S. 64 Z 12);In Expositio libri Sapientiae n.144
( LW II S. 482 Z4 f.) ; Se門向。XXIX n. 298
(L W IV S. 265 Z 7 f. ) ; cf. In Ioh n. 290 et
n. 562一一前掲 したKδbel 巴女史の論文では更に， ラテン語 諸著作の 中で， エックハル
トにおける ①文法上のカテゴリーとしての 副詞( adverbium)もしくは「の ように
( qu asi)J のく霊魂と神の関係規定〉へと関連づ けられた解釈と②キリスト論的な「こ
とばの 神学」上の言明( : verbum ad deum) がどのような一致点と共に差異化を示す
の かを丹念に探求し， 中世の 思弁的文法(grammati ca sp ecul ativ a) がエツクハルト
の思惟を通して独自の 形而上学的一神学的機能へと連携 した言語の境伎 を可能にしてい
ることを論じ ている( in : a. a. 0.， S. 201-206).
33) Cf.In Ioh n. 11 ; n. 20 ; n. 64-67 ; n. 83 ; n. 89; n. 139 ; n. 191.
34) ドイツ語説教 Nr. 15(DW1 S. 253 Z 5-6 CS.490]) ;ドイツ語説教 Nr.22( DW1 S
380 Z 5-381 Z 2 CS. 518]) ;ドイツ語説教 Nr. 5b(DW IS.90Z8 CS.450]);ドイツ語
説教Nr. 67( DW III S. 133-135 CS. 529-530]).

この最も特徴的なエツクハルト的

思潮の詳細 な究明については以下 を参照 : Peter Reiter， Der Seele Grund. Meister
Eckhaげund die Tradition der Seelenlehre， W
i
lrzburg 1993， S. 320 f ; S. 415 ff.

35) ドイツ語説教 Nr. 43( DW II S. 325-S. 326 Z 1 CS. 698])
36) ドイツ語説教 Nr. 10( DW1 S. 173 Z 8-9 CS. 471]) ;ドイツ語説教 Nr. 67(DW1II
S. 129 Z 5-6 CS. 528]).
37) Cf. ドイツ語説教 Nr.69(DW III S. 174 Z 5-S. 176 Z 2 CS. 538])
38) ，.. ..; dar umbe ist got in dem g runde der sêle m it aller sîner gotheit“: ドイツ語
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説教Nr. 10(DW1 S.162Z5-6[S. 467)) ; cf.ドイツ語説教Nr. 30(DWII S. 95[S.
656)).
39) ドイツ語説教Nr.38(DW II S. 230 Z4-S. 231 Z 6 [S.679));ドイツ語説教Nr. 6
(DW1 S. 109 Z 2-S. 110 Z 7 [S. 454));ドイツ語説教Nr.5 B(DW1 S. 90Z6-9[S.
450))
40) ドイツ語説教Nr. 6(DW1 S. 112 Z 1 f.[S. 455)) ; cf. /n /oh n. 31;n. 585.
41)

Cf./n /oh n. 74.

但し， 突破(Du rchbruch) から見れば， 時間性における自己把

握からの脱去であり， 分有関係における類比性の乗り越え(超越 ) に他ならない. Cf
ドイツ語説教 Nr. 52(DWII S. 504Z4-S.505Z6 [S. 730-731));ドイツ語説教 Nr.29
(DWII S. 76 Z 2-S. 77 Z 4[S. 652)).
42)

ドイツ語説教Nr. 9(DW1 S. 150 Z 1-4).

43) DW1 S. 151 Z 11-12
44) DW1 S. 153 Z4う
45)

Ebd. S. 151 Z 1-2.

46)

/n /oh n.5-6; cf. n. 35

ディートリッヒ(Die trich von Freibe rg 1240/ 60-1318/

20) の能動知性論においても，能動知性は神のlm agoが 直接無媒介に成立している唯
一の在り処であり，(作用因的な差異化に基づ く類比関係に先立つ ) I形相的 知性的流
出jによる実体的 同 形相性(conformit as substantialis) を有する自己活動態として
「神との合一化」の 遂行原理であ る， と 既に明瞭に主張されて い る : Diet rich

von

(3 ) ; 1.2. 1. 1.
Freibe rg， Traclatus Magistri Theodorici De visione beatifica， 1. 1. 1. 1.
(2
7 ); Tractatus De intellectu et intelligibili Magistri Theodorici， II 32(3 ).後続の数字
(例 えば 1. 1. 1(2 ) など ) は， Die trich von Freiberg， Opera omnia， Tomus 1:
Schriften zur Inte llekttheorie mit eine r Einleitung vonKurt Fl asch ， hrg. von
Burkh ard Mojsisch， Hamburg 1977に
従う.
47)

エックハル卜は， 始
I 原なき始原[:自己 始原性 Selbstursp rüngl ichke itとしての

父なる神 )J からの 「始原の始原[ : 等 始原性Gleichu rsp rüng lichkeit)一一 中性的に
始原に
於ける出生としてのく 始原からの始原> (ln /oh n. 359;n. 656; cf. n. 133;n. 161;
n. 195)

である子」の同等 性(cf./n /oh n.362-363) が霊魂の知性的 活動 本質にお

いて生起することを述べてい る.
48) G
" ot in sÎn selbes bekant nisse bekenne t sich se lbe n in im selbe n.“ : ドイツ語説教
Nr. 9(DW1 S. 150 Z 7).
49)

/n Expositio libri Exodi n. 16(LW I S. 21 Z 7-S.22 Z1);cf. Sermo XL IX n.510

(LWlV S.425); /n /oh n. 207; n. 556
50)

/n /oh n. 70; cf. /n /oh n. 72;ドイツ諸説教Nr. 83(DWIII S.448 Z1-3 [S.586)).

51) ドイツ語説教 Nr. 53(DW II S.529[S. 732)) ; Cf. F. Pfeiffer， a. a. 0.， S. 77， Z 9
11.
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52)

ドイツ語説教Nr. 19(DW 1 S. 312 (S. 502)).

53)

ドイツ語説教Nr. 1(DW1 S. 15 ( S. 431)).

54)

ドイツ語説教 Nr. 17(DW 1 S. 284 ( S. 496))

55)

本稿の脚注(23) を参照の こと.

56)

Cf. Exþositio libri Genesis

ll.
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