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生死の問題とマイスター ・ エックハルト

川 崎 幸 夫

哲皐や宗教の立場で人間の生死を問題とする場介， 車にE! 'ìi';的な事件と

して扱ふのでない ことはいふまでもないが， またj邑常の立I床で、個人的な安

心立命をはかるとか諦念の境地をもとめるといふやうなものでもない。 そ

れは単に個々の肉開的な人間の生き死にといふ ことにかかはる の で は な

い。 それはかかる肉樫1'j"Jな生の原理であって， しかも絶えずJHîないし虚

無へ陥らうとすると ころの魂全開の問題であり， 魂の成立する内面的な基

礎を問題とするのである。 しかしながら生死の問題が人間の魂を純粋に魂

の問題としてあきらめる ことを要求するといっても， もとよりそれは人閣

を単に孤立した存在として見るわけで、はない。 人聞は一面においてど こま

でも肉韓をもって他のもろもろの被遺物と闘聯しつつ|世界において有るの

であり， したがって魂の基礎を問ふといふ問題は世界が成立する基礎を問

ふ ことと深く絡み合ってゐる。

一人の人間の生死といふ ことは魂そのものの問題として人間性自開の根

本的な問題であるが， 同時にその ことにおいて， 人聞をも合めて一切の被

造物が その111において有る世界 そのものが不断に問に曝されてゐる ことを

意味してゐる。 これを裏からいへば，本来有限な「人間一世界」として有の

韓系の基礎をなす永遠な真理を認識する ことは個々の人間の生死の問題と

一つにしてのみ始めて異に可能となる。 しかしまた同時に生死の問題は，

絶えず虚無にさしかけられた 「人間 此界j全腫の有を可能ならしめる有

の可能根操の究明といふ こと， I3Pち有の形而卜牛耳鼻的な真理の認識を離れて
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はありえない。 それ故に生死の問題を明めるには深く賓存的であるととも

に， 深く観想的であることが要求されるのである。

このやうにして生死の問題は「人間一世界」 としてある有の全韓的な聯

闘のもとで， かかる聯関全開の基礎を問ふことと一つに民間されるのであ

る。 ところで西洋的世界は紳を有の聯関全開の基礎として立てることによ

って歴史的に展開して来た。 神とはすべての有るものの中で最刊の有るも

のであり， すべての有るものの有はそれによって根撮づけられてゐる。 し

たがって西洋的世界においては， 生死の問題に解決を輿へる窮極的伝撮り

所は紳にもとめられた。 かくして 生死の問題は， 直ちに 紳=人間=世界

として開系的統ーをなす一切の有るものの打の窮極的な可能恨操を突き止

めるといふ|問題に遁じてゐる。 しかるに生死が[n:接に人間の臼受にのぼる

といふことは， 人間をも含めて世界において有る一切の有が絶えず本来的

に虚無にさしかけられて有り， しかもそれらは帥に背いて虚無を志向する

ことによって， 自 己を自己自身において賓現しようとする意志をもってゐ

て， かくして虚無が世界において有る一切の有の成立保件となってゐる，

といふ事賓に由来してゐる。 結局のところ生死の問題にとって最後的に問

題となるのは， 一方においては紳の問題で、あり， 他方においては非有乃至

虚無の問題である。 形 而上皐!的世界の中では， 雨者は方向としては逆の方

向を取って成り立ってゐるが， しかも脅しくともに同ーの問題に属してゐ

る以上， 雨者は一つに結びついてゐるのでなければならない。

生死の問題がこのやうに二つの方向に跨って立てられるべきものとすれ

ば， 生死の問題が異に問題として立てられる遣は， この問題がふまへてゐ

る紳への方向と虚無への方向が一つに切り結ぶところに聞かれ ね ば な ら

ぬ。 そのためには， 一方においては紳そのものを根抵から問に曝すととも

に， 他方においては非有乃至虚無として消極的にとらへられて来た無に新

しい意味を見出すといふことが そこに出て来なければならない。 何故なら

ば， 丙洋的ill:界においては， 死は純粋な干îfWち紳からrn!fo反して芥有乃至虚
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無ーを意志する有り方として規定され， これに反して， 生はかかる時間的な

世界， flPち可滅的な肉轄を百定し， 見えざる永遠の世界， flPち不滅なる精

神へと魂を韓換する ことといふ風に考へられた。 生は一切の有にとって根

撮の根操たる位に立ってゐる紳によって根操づけられ， 死はかかる絶射的

な根擦によって根操づけられる ことを拒否した無根操なものとして性格づ

けられる。 故に異質の生とはかかる死に封する死として自愛され， 逆に死

は生の怯乏， 生への背反と規定される。

しかるにもし肉轄のみが可滅的なのではなく， 不j成と信じられた精神も

また可滅的であり， 更に生の窮極的な根撮である紳も無根撮なる虚無と化

し， また人間を死へ引き入れる非有乃至虚無が紳によって克服されるべき

ものとしてではなく， 紳をも含めた一切の有をその中に包み込んで、しまふ

やうな超越'1/[:の次元で、聞かれる時， 今述べfこやうな生死の見方は根祇から

崩れ去り， 無力化するほかはない。 人間の生死といふ こと左本営に突きつ

めて問題にする時には， このやうな立場ではどうしても盛り切れないと こ

ろがある。 生といふ ことも， 自 己が買に生きてゐるといふ ことが言ひうる

ためには， 自分の生がE互に紳によって根操づけられてゐるといふ ことだけ

では満足できず， 何ものにも依らずしてそれ自身において生きてゐるとい

ふと ころがなくてはならない。 自 己の生そのものに根抵がない， それは何

ものによっても根操づけられないといふ ことが明かとなる時， 始めて異賓

の生は絶望すの無として如賓に白詮される。 また死といふ ことも， 人間は単

なる生の減少乃至扶乏といふやうな ことぐらいでは死ねるものではない。

死にはむしろ生をも呑み込んでしまふデモーニッシュなと ころ， 逆に絶劃

的な紳をも無根擁なものにしてしまふ能動的絶劃的な深淵といふ而がなけ

ればならない。

かくして生死の問題を徹底するならば， r生 死」 といふ形市上撃的な

聯闘の場を破り， r生一死]の封立の次元を根本的に脱却した無生死なる

次元を聞く ことに努力を集中しなければならぬ。 かかる局面に立つ時， 生
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死の問題は紳と虚無とを有の雨極端に立てる形而上皐的な立場の自己超越

を含んだ場において， 即ち紳への方向と虚無への方向が一つに結びつく次

元において， 問題として立てられねばならない。 西洋的世界の中でこのや

うな形で生死を問題とした最も代表的な思想家はおそらくエッグハルトで

あらう。 彼においては， 生と死とはともに深淵的脆底的なものと化したの

生は生を院し， 死は死に繋縛されぬが放に， 生が死に移り， 死が生に移る

のではなく， 雨者の問には艶立も移行もなく， 生と死とは脅しく無生死底

の全機現に外ならない。 したがって生死の問題の解決に絶封無の立場が必

然的に要求された。 この黙にエッグハルトにおける生死の問阻の立て方の

非常な輔自'1-，11:が見出されるのである。

生死が深淵化し， 院底の場で見11\されるといふことは， 被遺物の徹底的

な虚無性の白魔と， 更にかかる白受注過して， 徹底的な虚無を根抵から包

んだ場で， 即ち[人間 世界」の木来的な脆底性の場に立って， 新しい宗

教性を開くといふことを意味する。 生死の問題が「生一死」封立の次元に

おいてではなく， 異に「生死lの問題として立てられるためには， その根

本にある被遺物の虚無性の自賓が今述べた如き深さにおいてなされなけれ

ばならない。 而して更にかかる虚無を徹底的に空ずることによって絶封無

の場宏聞き， ここにおいて生死の根底に人間の木来の面白なる無生死な自

性 (ei gen schaft)を見出し， かかる無生死底のところの而今現成として生

死の世界を白魔するといふことにおいて， 始めて生死が解脱されるのであ

る。しかるにこのやうなことが西洋的思惟にとって可能となるためには， 生

死の問題の窮極的な根擦としての紳自身も自らの内に深淵を苧み， 脆底化

しなければならない。 換言すれば， 被遺物の徹底的な虚無性は紳の徹底的

な虚無化と一つにしてのみ始めて現置に自賛される。 この故に， エッグハ

ノレトにおける生死の問題の根木的な解決の遣は， この二つの虚無化， 自己
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疎外が一つの深淵となり， 紳と被造物の成立する以前の場に還蹄すると こ

ろにもとめられた。 このやうな根本経験を基にして絶劃無の立場が現成し

たのである。 それは上述の如く， 紳の根抵に虚無を見出し， 生死の窮極的

な根擦としての紳を問に化する ことと， 虚無を単に有の扶乏としてではな

く， 超越の次元において把指するといふ二つの問題に解決を興へる場とし

て成立した。

先づ生死がnn:mとして白魔される具開的な契機としての被造物の徹底的

な虚無性といふことについて考察しなければならない。 それには神との聞

にいかなる形においても量的な蓮績性の闘係が拒否され， 雨者の間に絶劃

!'l句な断絶， 剖ち質的な非連績性が白魔される ことによって始めて言はれる

ことなのである。 しかるに中世の形市上皐化されたキリスト教の世界にお

いて人間やl仕界が被造物であるといはれた時， 神と被遺物との閥係は必ず

しも絶望才的な超越性においては規定されてゐなかった。 創出主は 自らに等

しい似像として子なる紳を産み， この子の内に寓有の原型が剰すと ころな

く含められる。 人間や世界はすべて この氷蓮のロコ、、スに象って， さうして

その故に父に向けて (ad te)創造された， と考へられてゐる。 さうして

エ、ソグハルトもしばしば語ってゐるやうに， 父との このやうな同等性を，

御子はその木性によって興へられてゐるのに劃し， 被造物は恩寵によって

輿へられ， この貼に被遺物の有限性が定められる。 しかし被造物はその質

料として自らの内に虚無を含んで創造されるが， それはど こまでも造られ

たものとして， 神に由来して (abs te ) 有るものである限り， その ことと

表裏一関にad te なるものとして， 即ち 一切の形相の根源に興るものと

して創造されるのである。 したがってそれが被造物として有る限り創造主

たる紳に向ふ ことは不可扶なのであり，abs te とad te の二方向におけ

る規定の統ーに服し， 神の本性と内在的な関係に立ってをり， その故に徹

底的な虚無への方向は閉ざされてゐる。 簡単にいへば， 被遺物がその被遣

1t!:にとどまる限り徹底的な虚無にはならない。
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その ことを例へばアウグスチヌスは 「告白jにおいて. 1"さうして 私 は

汝の下にあると ころのもろもろの事物に注目して， それらが絶劃的に有る

のでもなく， また絶封的にないので‘もないといふ ことを知った。 賓にそれ

らは汝に由来して有るが故に， それらは有り， また それらは汝が有るが如

き有ではないから， それらは有るのではない。 けだし費動する ことなく常

住するもののみが異質に有るのであるから]
)

， と言ってゐる。 しかるにエ

ソグハルトにおいて， 被造物が徹底的な虚無であるといふ ことが言はれる

時， それは今述べたアウグスチヌスのやうに 被造物 を omni no e sse と

omni no non e sse との中間に立てようとする考へ方の根本的な否定を意味

してゐる。 深淵的院底的として見出された被造物は正し く omni no non 

e sse なのであり， それは虚無への方向の極限化においてad te と いふ有

り方を脱却して， 被造性の成立する場の外にlI'，て， 白 己の外. g[lち白 己の

根祇に未だ曾て紳によって創造された こともなく， また決して創造されえ

ない本質を自費する。 その時限常不襲な紳は居室嘘と化し， 紳も有を奪はれ

て omnino non e sse となる。 しかるに璽のad te 的な有り方の脆却は，

又同時にそれの abs te 的な有り方の股却でもある。 かくして紳 も 被造

物もともに相依的な有り方を拾て， アウグスチヌスの述べたやうな閥係を

破って， 像的に規定された関係の外に出， それぞれが それぞれの清浮な自

性に立ち踊るのである。 さうして こ こにおいて omni no non e sse なる爾

者は却って omni noe sse となる。 しかしながら この黙に立ち入った考察

を進める前に今少しアウグスチヌスの思想にふれておかねばならぬ。

異に引用した文章に見られる通り， アウグスチヌスにおいては，被遺物

の概念、は存在論的には陵昧な位置を占めてゐる。 それは絶封的な有と絶劃

的な虚無といふいづれの極から見ても二義的であって， 薄明りの中に宙ぶ

らりになってゐる。 要するに被遺物は本性的にどちらの極にも到りえない

やうに構遣づけられてゐるのである。 彼は被造物の紳からの離反が我意に

よって生ずると考へあ。 I3Pち， 被造物， 特に人聞が異質な有である紳を;音、
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志するといふad te 的な有り方を拒否し， r意志の騨倒」によって， むし

ろ 自 己を紳の位置に山め， より低い有である肉酷的本性に 自らの意志を向

けるのである。 このことを彼 は例へば次のやうに言ってゐる。「震 は紳 に

よって紳に似る代りに， 自 己自身によって紳が有るところのもので有らう

と欲して， 紳から�:Htiし， より少く， より少ないものへと引摺られて落込

んで行く。 しかもそれをより多く， より多いものへ向ってゐると思ってゐ
(3) 

るのである」。 しかしながら神が創造主として有る限り， 彼 はこのやうに

騨倒した有り方を取る墜をも向ほ 自らの被造物として人格的な愛の中にと

どめてゐる。 その1故に， このやうに omni n oe sse なる紳から建去った霊

とし、へどもjたして omni no n on e sse で はないのである。 このやうな震の

存在論的二義11:を基礎とし， 二つの]呂志が相到する震の 自 己矛盾的な有り

方を111心として， 似の悪の起ì!hiに閲する思想が展開されたこと は周知lの通

りである。

しかしながら似において は， 邪悪な意志が向ふ知、とは一切の有の根源、な

る紳に由来する有がi n mi nus e t  minus へと遁減して行ったものに外な

らず， どこまでも耐の有との形而上皐的な聯闘の外へ は脱出してゐない。
(4) 

悪とはかかる撮れた軍基によって貫開と鈷魔されたもの， 13Pち「善の歓乏」

でしかなく， その故にどんなに腐敗した震でも依然として善との内面的な

結がりの内に有る。 悪を欲する被造物の虚無性が， 善なる紳への方向から

感性的 自然へ樽倒された意志によって生起されると考へられてゐる限り，

それはどこまでも創造主に劃する被造性の場を離れえず， したがって有の

協をとどめてをり， 真に徹底した虚無として現れえない。 創造主としての

紳 は善であり， 普なる紳が創造したものはすべて菩なるものである。 紳 は

どんなに腐敗した実をも向且善なるものとして創造したのである。 したが

って紳と人!日!とが創造主と被造物といふ人格的な窓志によって統一された

関係に有るIU�り， それらの一切JIJ本判的にはすべての出の内に有り， 悪は

未だ深淵としては現れてゐないのである。 悪が無であるといふことが真に
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語られるためには， このやうな目的論的な世界を一歩踏み破った次元が現

れて始めて言ひうるのである。 かくして被造物が紳からj冥に離反して地獄

活ちする場は， 神の意志、に反抗する我意によってではなく， 我意に劃する

超越の次元としての徹底的な虚無の場に立つことにおし、て聞かれるのであ

る。 さうして虚無念このやう伝ところで捉へたのはエッグハル卜である。

彼は或る設教の中で次のやうに百ってゐる。

「地獄の中で燃えてゐるのは何であるか， といふ一つのIl\lがある。 皐者

たちは通常我意が燃えてゐるのだ， と言ってゐる。 しかし私は木賞のこと

を言はう， 無いといふことが地獄で燃えてゐるのだ， と。 ここで一つの告

喰を示さう。 誰かが燃えてゐる石炭を取って私の手の上に載せるとする。

もし私が石炭が私の手を焼いたと言ったならば， 私は それに劃して全くの

不正をなしたことになるであらう。 さうではなくて， 官然私は， 何が私を

焼いてゐるのかといふと， 無いといふことが焼いてゐるのである， と言は

なければならない。 何故ならば， 石炭は私の手が持ってゐないところの或

るものを自分の内に持ってゐるから。 然り， 同ーの無いといふことが私を
(6) 

焼くのである」。 ここでi訂はれてゐる「無いJ (daz ni ht ) は単に論理的な

否定名酔ではなく， 嚢に超越としての虚無と首はれたもののエネルゲイア

とでも言ふべきものと解されねばならない。 それでは彼において虚無の概

念はどのやうに考へられてゐるであらうか。 ここにエヴグハルト自身の思

想、にいくらか立ち入った考察を加へなければならない。

前節において， エ ッグハルトにおける被造物の虚無性に闘する目、恕が，

アウグスチヌスによって基礎づけられた中世キリスト教哲拳におけるそれ

と根本I'!'�に迅った次元の上に成り立ってゐることを述べた。 しかしながら

彼は無の思想、を超越としてのj罰則的な虚無の断念、より更に百尺竿頭を進め

た脆底の場から展開してゐる。 そのことを示すために， 更に彼が別の説教
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において言ってゐると ころを見なければならぬ。 彼は次の如く言 ふ。 「一

切の被遺物はー箇の純一なJ!l!、(ei n l ûter nih t)である。 私はそれらが取る

に足らぬ小さなものであるとか， 何らかの有るものであるとか(k lei ne sîn 

oder ih t s în) ってゐるのではない。 それらは一個の純一な無なのであ

る。 有(w esen) を持たないものは類、である。 一切の被造物はいかなる有

をも村たない。 何故ならば， それらの有は紳の現前に依り懸っ て ゐ る か

ら。 もし紳がただの一瞬間でも一切の被造物に背を向けてしまったとする
(7) 

ならば， それらは無に闘してしまったであらう」。 以下において この文立

で述べられてゐる ことについて多少の分析を試みる ことにする。

先づ被遺物の虚無性について， r一切の被造物は取るに足らぬ小さ な も

のであるとか， 何らかの有るものであるとか言ってゐるのではない。 それ

らはー箇の純一な$!l�であるJ， と述べられてゐる。 こ こでいふk lei neとか

i ht とかいった規定は， 被遺物が像として立てられた紳に劃して像的に限

定された， 即ち目的論的な関係に立ってゐる ことを示してゐる。 このk lei 

ne といふ語は嚢のアウグスチヌスにおける mi nus e t  mi nus を聯想させ

る。 さうして このやうな規定の絶釘否定として「一切の被造物はー箇の純

一な無である」といはれてゐるのである。 形而上皐の世界では現賓に有る

ものはすべて形相と質料の混合として， 神である有の分有において成り立

ち， 完くの質料， ËlPち有の完全な扶乏は極限概念でしかない。 被造物は類、

を質料として創造されるが， その被遺物が端的に無であるといふのは， 一

切の形相の成り立たない世界， 即ち形而上皐の立場を完く超えた場から言

はれてゐるのである。

次に「一切の被造物は一自の純一な無( ei n lû te r niht )である」といふ言

ひ方に注意しなければならぬ。 この文章の主請は先づ「一切の被造物」 と

して被遺物を全開[内に制定してゐる。 と ころで このやう 、見定のIIJ能根撮

は次のやうなと ころにあると思はれる。 もともと被造物はすべて木性的に

松山の千Jとしての紳から向性反しようとする傾向をもち， その否定を過して
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神に向ふのであり， それは常に紳に劃するかかる二義的な閥係の内に， gp 

ち形而上皐の場において有る。 かかる被造物の本質を形而上皐的に規定し

ようとするのがalle といふ語である。

しかしながらかかる「一切の被遺物」 が 「ー箇の純一な無 (ei n !û ter 
(8 ) 

niht)であると言はれるJ1!J'， それは「一切の被造物」 を述語的な一般者に

よって規定してゐるのではなく， もっと))IJのりで被造物の本来の面白 (w e 

sen)を語らうとしてゐるのではければならない。 これはやや強引なf9��障

かも失11れないが， この ei nは一切の被浩物をただその被造性においてのみ

とらへる一般的な規定を打ち破って， 被造物の非被造的なw esen が現成

(w esen) してゐる脱底の場へ一つに集中させる力が そ こで働いてゐる こ

とを示してゐる。 更にその ことをはっきり示してゐ る の は!ûter ( nhd. 

!auter )といふ語が附せられてゐるといふ ことである。 この10ter といふ

語はエッグハルトの思想、を明白に特徴づける訪であって， それは非被造的

な本源、清浮底を表してゐる。 そもそも彼においては ei nといふ ことはLau司

terkei t に おいてのみ言ひうる ことなのである。 被造物が紳に射する二義

的な聯関から離反し， 非被造的な純一な白性に透入して， かかる二義的な

聯関白閣の根抵に踊る ことにおいてのみ， このやうな被造物の全開が ei n

といふ風に始めて言ひうるのである。

このやうに被遺物全開が「ー箇の無」 と言はれる11おその類、は虚無の場

そ更に一歩奥へ踏み込んだと ころで言はれてゐる。 そのことは!ûter とい

ふ語で既に明白であるが， 次の文章で， 1"一切の被遺物はいかなる有を も

持たない。 何故ならば， それらの有は紳の現前に依り懸ってゐるから。 」

と言はれてゐる ことによって更に明かである。 ところで既に述べて来たや

うに， こ こでいはれてゐる被遺物とは「一筒の純一な無」 となった被造物

であり， それは紳との被造的な聯開からさをく向!í反してゐる。 したがって既

に井被活的となった被造物の[有が紳の1見出Jに依り懸るiとバはれてゐる

紳も， もはや創造主として有る限りにおける紳ではありえないのである。
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ここでJはれた[紳の現前」とはむしろ紳の現前であって， ì神の3J�1ÌíJでは

ない。 したがって一切の被造物のiTは単に被造物に劃する創造主として像

的に限定されて有るものとしての紳に懸ってゐるのではえにく， かかる紳を

紳として現前させる紳， 自Hち紳tlと， 紳性の無を含むことにおいて， 異質

には根祇なき像として現前せしめられた紳とが二重に重ね合はされたとこ

ろに懸ってゐる， といふ ことである。 紳の現前は単に被造物の外に超越者

として起るといふのではなく， どこまでも被造物の有が そ こへ一切突き民

された絶封無なる根抵に現前するのである。 故に被造物の有はその根抵に

紳が現前して自らの有が徹底的に破られ， 消滅させられる ことによって初

めて可能となるのである。 しかるに紳もかかるものとして現前しうるため

には， 自らの有が徹底的に空じられねばiならぬ。

このやうな紳の現前は[永遠の現在」において， 自IJち創造以前のj品で無

限に反覆される瞬間において現成する。 神の現前は:fj1自íy以前との二重とし

て成り立つのであり， かかる紳の現前にその有が懸ってゐるが故に， 被造

物は涯しなく虚無なのである。 被造物が徹底的に虚無であるのは， それら

の有を支へる像的な根祇は何もないといふことである。 以前には根抵とし

て考へられてゐた像的なものが， 被造物にとっても紳にとっても深淵とな

ったといふ ことである。 かくして " ei n1û ter nih t" とは一切の像から離脱

し， 創造以前の場に還った徹底的な虚無で、あり， 更に或る意味で像に限定

された虚無の相封|生からも純ーとなった絶封無である。 以上のやうな意味

において， 一切の被遺物は「ー箇の純一な無」と呼ばれるのである。

更にその次の文章において， 1もし紳がただの一瞬間でも一切の被 造 物

に背を向けてしまったとするならば， それらは無に闘してしまったで、あら

う。l と言はれてゐる。 これは確かに紳の絶酎性と被造物の虚無性とを極

めて強く封比させてゐる。 しかし この文章を行細に見るならば， 普通に言

はれるJJ;J什とは飴担追ったliEが包識されてゐるやうに目、はれる。 神が一切

の被造物に背を向けるといふことは， 紳が紳として有る ことをやめて， 被
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遣性の場から創造以前なる紳白身の脆底的な根抵へ純一に収飲することで

あり， そこにおいて紳は紳でなく， 不生なる紳性そのものである。 これは

所謂紳のケノーシスに営る事柄であり， エッグハルトはこのこ と を 紳 の

「還j戎J (entwア灯台n )と名附けてゐる。 このやうに神が蓮滅する時には，

被遺物も不生なる絶封の無に還j成する。 しかしながらここで「ただの一瞬
(9) 

聞でも」といふ言葉はこの関係を逆縛し， むしろ一切の被遺物が無イじする

時には， 直ちに紳の無化が起るといふ風に理解しうることを暗示し て ゐ

る。 何故ならば， エッグハルトにおいて瞬間といふことは， イエスが誕生

し死復活した過去が璽の立ってゐる現在と同時といふことで聞かれる坊で

あり， また数千年以前に世界が創造された過去と撃の現在とが同時といふ

ことで聞かれる場でもあるだけでなく， 世界が、浄化され， 神の損害光が顕れ

て， 一切の死せる被造物が救済されて生命を賦輿される将来との同時性を

も含めて聞かれる場なのである。 瞬間とは， 創造以来における時と永遠の

聯闘が一切創造以前に謹蹄し， 11寺の一切が脆落し切った「現在の今」に羽

成する。

かくして一切の被造物を包み込む無はまた紳を包み込む無であり， その

無は瞬間において羽成する。 市しでかかる瞬間は神と璽の相互突破と 自 己

突破の園環が中心を一つにするところに成り立つのである。 而してかかる

突破の全開はむしろ霊の自己突破を軸として運行される故に， 璽が雪量['jrj'

を脆落して純ーとなる瞬間には， 紳は必然(1"Jに璽の根祇へ透入しなければ

ならず， そのために紳は紳自身を脆落しなければならない。 かくして一切

の被造物がf!!�化する瞬間は直ちに紳が無化する瞬間と同ーの|腕1111であるυ

" ei n  l ûter niht" とはかかる脆底の場に立って始めて emであり， lû ter な

無となる。 何故ならば， 一切のものがーっとなる場は|幼初の純 . 1'l:J 
(9 ) 

( die êr s te l û terkei t)であるからである。

四
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fUiに紳の問題と無の問題とが生死の問題にとって故も重要な も の で あ

り， これら二つの問題は形而上準的世界の内では逆の方向に立てられてゐ

るが， かかる世界の根祇においては一つに結びついてゐると言った。 と こ

ろで今までみて来たやうに， エヅクハルトにおいては， 被遺物の虚無性は

「劫初の純一位:1として院底の場においてとらへられてをり， 一切の被遺

物が根抵を失ひ， r-ー筒の純一な無」 に集められる。 その ことと逆封際的

に， 帥もまた悦底的となり， 同ーの無に集められる。 したがって彼におけ

る生死の問題は， 紳白身の臼 己減却と被造物自身の徹底的な虚無化， 帥ち

自己疎外との相互媒介の場としての絶封無において立てられてゐる。 この

故に， エックハルトが生死の問題をいかに解決したかといふ ことを見るた

めには， 今述べた二つの面から， 彼が生死をいかに深い相でとらへ， それ

を如何に突抜けて行き， 生死の根抵に無生死な場を聞いて， 生死邸主義生死

といふ ことがそ こで現成する絶封無の思想に到達したか， といふ ことをと

らへねばならぬ。

先づ占土初にエッグハルトの絶封無の思想、を被造物の白己疎外の面から見

て行く ことにする。 もi](遺物の虚無性の自畏は言ふまでもなく人聞にとって

生死が只開的に|問題となる根本の契機である。 人聞は唯一の白魔的な被造

物であるが， その自費の成立する根本に虚無への志向が含まれてゐて， こ

のやうに外向的となった霊の有り方が死に外ならない。 さうしてかかる死

を死ぬ ことによって虚無を院し， 有に根操づけられて， 生の根源なる紳へ

と轄換向上しようと努力する。 これに対して紳は恩寵の光を注いで、永遠の

生命を輿へるわけであるが， 生死とは以上のやうな聯関全棋を さ し て ゐ

る。 しかしながらエッグハルトにおいてはかかる生死全開は深く無生死な

る場に根ざすものとして見出されてをり， したがって被造物の虚無性の自

賓といふ ことも常然被造物の*1'1が虚無の次元よりも更に深く窮められた

と ころに根ざしてゐるといふ ことな基礎としてゐる。 何故ならば， 虚無の

場は;白;辻、， 貫くいって精紳の場に劃する超越の場として向ほ それとの封立
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を離れず， 彼岸的な立場に留ってゐるが， 絶封J!t�の立場はかかる封立その

ものを超越し， むしろむf也といふことすら晩決したr))Jであり， かかる:lJ，}を

根抵とすることによって， 虚無のj坊も心cιの坊も却って異に生かされて来

るのである。 しかしながら晩底のj誌における被造物の虚無性の白慨につい

て語る前に， 先づ生死の白lJJ:が志志のl品℃見LUされた虚.l!l[，においてなされ

る場合について若干J5察して泣か丸ければふらぬ。

以前にも述べた如く， 被造物の虚無性の白授がな，ιのJj)("(なされるH与に

は， それは， 一方においては， 紳と愛の闘係に立つことを欲する故に起る

が， 他方においては， かかる虚無に立つことによって白己の白山の獲得を

はからうとする人間の白然的傾向性に基いてゐるのである。 而して人山の

買の臼由は像的な紳との像的な闘係を深めて行くことによって紳の目、出の

秩序に従ひ， 更にそれを純化完成して行くといふ内i'lf:J人IUIの立場で考へら

れてゐる。 しかしながら人間の意志は単に内的人間に属してゐるだけでな

く， 外的人間にも属してをり， 雨者はr�l�に緊迫した矛)百のrt�にあり， 市に

一方の克服といふ形で働く。 故に内的人間の立場での白山が成り立つ11与，

IJ]II�に白l力志、志は外的人間lの方向にも現れて， かかる秩序の外に出， 紳へ

の服従をやめて紳から濁立した自己白身によってのみ立たうと欲する。 か

くして意志の場での自由は， 虚無を有によって克服しようとする方向と，

虚無に執し， 有から切離した虚無そのものを有と錯誤する方向と， 雨方向

の緊迫した絡み合ひにおいて成立する。 しかるにかかる虚無が超越の次元;

で見出された時， 民の自由を車純に内的人間の方向にのみ|出ることはでき

ず， 自由の賓現は一切の被遺物の紳に劃する目的論的な秩序を内向的， 外

向的の雨方向において， 根本から破ってhくことにおし、て成就される。 こ

のやうに自由の問題は生死の問題に密接不可分のものとなってゐる。 ここ

に生死の問題のよりー!日複雑刀つ問問iな貼が介主れて来るのである。 ぞれ

故ここで白山の川叫がどのやうにして生死の川叫と結びっし、てゐるかとい

ふことに簡単に溺れて置きたい。
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自f�lを意志の次元で本礎づけた思想家Aは;雪ふまでもなくアウグeスチヌス

である。 {皮は悪を訟の(伏乏と見倣し， それを宜現するのは人間の韓倒され

た意志によってであると与一へた。 ところで本来紳 (子〉の似像として人間

の震のrt1に創造され， 本性的には善である意志が何故に邪悪な怠志に襲る

のであらうか。 彼は次の如く考へた。 人間の需には意志、とともに紳(父 )

の似像として知性が輿へられてたり， 臼らの知性が!íi申の自己認識の寝しで

あるが故に， 人間の知性による自 己認識は自らの内に神の白 己同ーの馬し

を見る。 さうしてどこまでも馬しでしかない震の自 己吋ーを紳の位にまで

i'::jめ， 神から自 己を切離し， j也の被造物に封して濁立した支配権を持たう

とするところに意志の騨倒が生ずる。

被法的な人間は絶えず白己の1l宇限性に突き常り， そ の故にじ!己の有の可

能といふことがiifにr1己の一切の働きに纏りついてゐるI深題と伝ってゐる

側めて白魔的な有である。 かかる人間にとっては， 自失11といふことは最も

深い閥心の的となる。 しかるに人間の白知の要求は， しばしば仙のものか

ら離れて自 己の内に閉ぢる方向に向ふ。 かかる白知は， 人間が白執に 陥

り， 紳に向ふ ことを拒否して， 自 己自身であらうとすることを欲するので

ある。 質は このやうな自己は何らの貫開性をも持たず， 無*1*操なる幻影に

過ぎない故に， このやうなrl知は白己の有を空虚にし， 知といふ こと自轄

を無意味なものにして行く。

このやうにアウグスチヌスにおける人間的自由は， 被造物の内に11料と

して含まれた虚無に向ふデ‘モーニッシュな意志乃至知性の場で成立する。

しかもその意志は貴簡のないものへ韓倒された邪悪な立志であり， 1"輔倒」

といふ限りど こまでも創造主としての紳の規定のもとにある。 したがって

かかる意志の主開である被造的な自己は虚無を含んではゐても， かかる虚

無を意志し，紳から離反するといふ こと自開が， ど こまでも保としての紳

に劃する像的関係によって規定されてゐるのである。 さうして被造性のj易

を11-'，献できないためにω人間は異に担挫のj坊としての虚無に\'f� cr:;， 虚無 そ
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のものとなり， 紳からの虞の積立を達成するところまで自由を進めること

ができないのである。

アウグスチヌスにおいて悪しき自由の陥る地獄はどこまでも意志の場で

見られてをり， したがってそこでは我意が大紅蓮の炎をあげてゐるといふ

風に表象された。 地獄において人聞は賓開のないものを賓鴨と鈷聖堂して埠

ひ求め， 震轄のないものの中に含まれた「無い」といふことが人聞を狂奔

させることを見ない。 それは根本的には， 地獄が意志の場で、表象される限

り， そこで賓韓がないといふ場合における「無い」 といふことが「有る」

といふことの遁減においてしか考へられてをらず， I無いJ といふこと の

異の意味が如買に現れるやうな仕方で吋:語られてゐない， といふことによ

るのである。 したがって我意が大紅蓮の炎となって包んでゐるやうに表象

された地獄においては， 私の手を焼くのは石炭である， と忠、はれるであら

う。 しかしながら石炭が手を焼くといふことは単に形而ヒ皐1'1"1な物と{午川

の概念、だけでは考へられない。 それはただ 感性的な現象として設明するに

過ぎない。 私の手が現に焼かれてゐる， といふことを如買にとらへること

は， I無い」 といふことが真の意味で、言ひうる場においてのみ可能である。

したがって自由意志が異に自由であることを欲するならば， 1足立の燃えて

ゐる地獄から， 更に 「無い」といふことが燃えてゐる地獄にまで部込んで、

行かなければならない。

これに封して， エッグハルト的な自由は， 一切の被遺物が そこへ集めら

れる「ー箇の純一な無」 に立ってゐるのであり， それは意志の場でも知性

の場でも成立しえない。 かかる地獄は「無い」の幼火が洞然として， 一切

の有を完全に焼梯ってしまふ。 彼にとって自由の成立する場は意志の場で

はなく， 徹底的な虚無の場であり， 更に一切を焼梯ふ虚無といふこと， 焼

梯ふといふことさえ焼梯ってしまった絶劃無である。 このやうな次元に立

って始めて自由は異に絶射的な自由となる。 何故ならば， そこにおいては

繋が一切の有， 震自身をも， 更に紳自身をも晩却してをり， I自らの純粋空
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却において璽は震一人として立ってゐる。J ( die sele allein s te in i r  puren 

ledikeit .) のであるから。 人聞の自由は自己が他によって支配されず， 純

粋に自己自身においてのみ立つと ころに求められる。 それ故に窮極的な自

由とは， 自 己が創造以前の自己に還り， 根抵なき滴晩無依な白己となる こ

とにおいて達成される。 こ こにおいて生死は完全に脱却され， 無生死なる

人間として立つに到る。 人間は自由意志のために虚無に沈むが， しかし生

死を真に院却する遣は白rl1を棄てる ことによってではなく， 白由を絶劃無

において基礎づけることによってそれを完成するといふことでなければ決

して問かれないのである。

人間の自由は以上述べた如く， 根本的には人間が有としての 紳 を突 破

し， 一切の被遺性を脱却する ことにおいて聞かれた絶封無のl�gにおいて成

立する。 この故にお そらくアウグスチヌスが人間的白Iflを紳の立志への反

抗として見ながら， それにも拘らず民の白由を人間が!神へ向って縛換し，

かかる自由な放棄するといふ形で考へざるをえなかった， 根本の理由があ

るのであらう。 それは兎に角として， 人聞が自由を紳の意志、への反抗にお

いて主張したといふ ことの意味について， もう少し考察して置きたい。

先づ第一に自由が精神の面における紳からの離反として主張される場合

である。 この鮪については今まで、鯛れて来た ことであるから， こ こでは極

めて簡単に述べる。 人間の自費は一面において紳の有に根撮づけられる こ

とによってのみ可能なのであるが， しかし同時にその反面において， 自 己

をあくまで自己自身においてとらへようとする ことなしには本質的に不可

能なのであって， この南方の互ひに矛盾し合ふ契機の深刻な封立において

展開される。 つまり自費といふ ことは精神のもつ生の面と死の面との葛藤

に外ならない。 さうして自己が一切の有と生の根撮としての紳から濁立し

て自己自身であらうと欲するならば， かかる自己は必然的に徹底的な虚無，

gpち精神の死に陥る。 故に自由を貫徹し， 精神がより一層精神的にならう

とするならば， 精神は涯しなくLl 己否定を媒介して行かねばì\らない。 か
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かる逆説的な特紳のよって立つ虚無は単なる有の快乏ではない。 それは紳

をも含めた一切の有に封する超越の場なのであり， 更に それは虚無をも空

じた絶劃無にまで透ってゐる。 さうして先述した如く， 窮極的な自由は紳

をも晩却した「純粋空却における璽一人」といふと ころにあり， 意志、の場
(11) 

における自由もかかる非被遺的な 「我有りJ ( bi n， sum)の而今現成であ

るが故に， それは紳の意志、をもってしては離反を抑へ得ないと ころを合ん

でゐるのである。

次に人間的自由は肉関の面においても紳の意志からの離反の方向を含ま

ざるをえない。 今まで人間的な自由は精神が紳に向ふ ことを拒否して， 自

らより低い有であり， 時間的可滅的な生命である肉悼を支配しようと意志

する， といふ風に述べて来f二。 しかしJ立がら， このやうな肉開の精紳にN

する受動日:は肉開の一面に過ぎない。 それはノミウロが絶望した如く， 肉開

は肉開自身の?去をもち， 精神を誘惑し， 破滅へと迫ひ込む。 かかる肉鴨的

な生は百日的立志、の民間であり， 虚無の生起に外ならない。 かかる事置は

一躍はむしろ自由の否定と与へられるであらう。 しかし人間的白由が精神

が虚無を意志する ことにおし、て成立するといふ時， それは慮無が虚無自身

を意志するといふ ことなしにはあり得ないのである。 かかる意志、はデモー

ニッシュな斉!!しさに満ち， f111的なる故にそれ白身無限といふ 性 格 を も

ち， 被遺物の有限1"1:を或るJJ:n;tで、打ち破ってゐる。 そのi'(J:.にE互に意志の場

だけではとらへられないと ころをもってゐる。

キリスト教においては， 肉閥的自然もたしかに紳によって創造されたも

のであり， その正しい享受は一般にかかる自然をも支配してゐる紳の意志

に適ふやうな仕方においてのみ可能とされる。 しかるに人間の肉輯的な生

は， 生 それ自身の要求に基いて， 肉韓自身の快柴のために自らを埠ひ求め

て行く。 これを信仰の立場から見れば虚無を意志する ことであり， 正しく

死に外ならない。 しかしながらかかる意志は盲目的な意志として稜現する

故に， 人間の肉開的な生はかかる死をど こまでも欲する。 このやうな死は
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もはや被遣性の 場で生と封立的に考へられた死で、はなく， 生と死の劃立に

封する超越の場にお ける死であって， かかる死をエッグハルトは「根本死j

(der gr unttô t)と呼んでゐる。 人間の生はかかる意味における虚無への涯
(12) 

しない欲情であり， この故に彼の言ふ如く， í根本死が現世」 な の で あ

るσ「根本死]たる生はどこまでも坐自身のために生き， 円的論的に把揮

されることを 本来的に拒存す ると い ふ雨を 含むことにおいての み 成 立 す

る。r 根本死lの完成において人間は井被遣がjな自 己を 現前させるの で あ

り， ここに自由は極限に到達する。

以上の如く， 精神の商においても， 肉時の而においても， 人間の自由は

耐の豆、志と根本(1'，)に矛府割、工することにおいて自己自身であら う と 欲 す

るn そればかりでなく， その封\1，:は更に紳の意志、それ自開を虚無化すると

いふ方向を含んでゐる。 而iして自由なくしては人聞は人間ではない。 しか

も人間の自由は悪への傾向性を含み， それを貫徹する方向を開くことなし

には成立しえないのである。 かくして人間的自由は人間以外による根操づ

けを一切拒否して， 人間自身によってのみ立たうと欲する。 かかる白出は

虚無の現前であるが故に， 意志の 場から超越の 場へ深められ， その ことに

よって意志の 場において封立的に把宿されてゐた生と死とが. 生死として

無生死と樹立させられる。 さうして更に深淵的な虚無がもう一歩騨換され

ることによって人聞は晩底の 場に立ち， 生死は直ちに無生死となる。 婁に

「一切の被造物はー筒の純一な無である」と言はれたことも， かかる深さ

にお ける白山の賓現を表してゐる。 エヴグハルトにおいては， こ のやうに

人間自身の根源[l"Jな欲求を全開IY'J窮柿Ü'll，、J�こうと11'1(:し， '1'3'Eの r:\l唾に解決を輿

へる 場が絶劃無な のである。

五

既 に 今までに も述べて来fこ や 今 に， 生死の問題とい ふことは先イ被造物

が 自らの成無料:を自費す るとい ふことにおいて現れて来るο さうしてかか



関

る虚無性は人間の自由への要求を通して現賓化し， その要求が無限に深め

られることによって， 最後には紳をも空じた絶割無の次元にまで透入して

行くのであり， そこにおいてはもはや被遺物でもなくなる。 自由とは， 被

遺物が自己自身においてのみ立たうと欲して紳に反抗し， 虚無を意志する

ことであるが， エソグハルトにおいてはその自己が井被遺的な自己にまで

突きつめられ， それは紳が紳として成立する以前Lこ立ってゐるσ ここにお

いて被造物の虚無性といふことは， 被遺性の世界の内における創造主とし

て立てられた紳からの離反と， 更にその奥に， 像として立てられた紳から

紳自身を離反せしめるやうな仕方で紳との像的な関係自開から離反すると

いふこと， この二方向における紳からの離反の重なり合ひにおいて自賛さ

れ， 生死とはかかる深刻さにおいて展開された一切の闘係をさしてゐる。

而してこのやうな混み入った形をとって根を張った生死からの解院をはか

るところに生死の問題が問題として立てられる。 したがってここに離反ま

たは自己疎外といふことは自己超越の意味をもって来なければならない。

ところで人間的自由といふことが紳からの離反である限り， それは人間

の生死的な有り方をますます深刻化して行くことに外ならない。 しかし紳

からの離反といふことが像として立てられた紳をその根抵へ蹄ーさせる方

向として現れるならば， そこに生死の深刻化といふこと白鴨が生死からの

解脆へと韓換する道が開かれて来る。 即ち自己の自立が一切の被造性の条IJ

奪において成立するといふ場合には， 自由とは被遺的な自己の徹底的な股

却であり， それは紳を意志することよりも遥かに深い自己放棄である。 ま

た紳からの離反といふことも， 自己の根抵に創造以前の場を開くといふこ

とであるから， それは紳を紳の本質である神性の無に遁揮させるといふこ

となのであり， 紳を像としての紳以上に， 買.に絶封的超越的に紳として瀬

はにすることなのである。 かかる自由においては， 紳への一切の反杭はす

べて紳の根抵へ鯖ーして行くことに通じてゐるのであるの

このやうに考へるならば， 自由による生死の深刻化は直ちに解院へと献
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へされる。 人聞が紳から離反することは， 紳と像的に限定された形におい

一切の像を掃蕩して自己の窮極的なてのみかかはるやうな自己を浄化し，

根祇宏究明して行くことなのであり， かかる窮極的な自己は絶封無の場に

このやうな円己の浄化， 超越の道を彼は「離晩jおし、てのみ達せられる。

もしくは[突破!と呼んだσ

エゾケハノLトはマルタに劃してイエスが請った77来"Unum est neces-

そのnt-つのこととは一切の被造物をを解して，
(13) 

に外ならないと言ってゐる。

(ノレカ停10章42節)sarium." 

「離脱につ

彼の離院をペウロによって基礎づけられた

さうしてI純一な離腔I超えた

といふ論述において，いてj

愛 ・ 謙遜 ・ 慈悲の他よりも而貴な， 完く新しい}火花における徳であると

そこで彼が言はうとするところは， パウロによって本礎づけら
(14) 

れたf�1.�11の立Jめでは， r白己自身の減却j といっても向ほ減却を怠志する

してゐる。

もとより自己の減却を意志することは通常の意志の立自己が残ってゐるσ

場にとどまるのではない。 かかる意志は営然減却さるべき自己のrl1に含ま

れてをり， 自己減却の意志は自己否定的な意志ともいふべきも の で あ る

が， そのこと自開が向ほ意志の場で取り押へょうと怠圃されるのであるο

このやうに信仰の立場での自己減却は像として立てられた紳への像的調係

それが，意志といふことに外ならないσ

拘らず， 意志の立場の窮極的な有り方が自己j成却への意志、とならざるをえ

ないといふ貼に， 意志、の立場， 従って信仰の立場もその根抵に無を含んで

しカ、しそオuこもにおいて遂行され，

エザケハル卜の「離晩jの思想!はパウロi'i''.)jJ"仰に含ま成なするのである。

れたj無の契機を純粋に阪出して徹底したものと言へるのではなからうか。

離晩とは突破の窮極において震が一切の像的限定から脆却し， r一 切 の

純一性の充i益である胡初の純一性jに燦く神性に立った定くの無一物底の

〉〕身ι1斗，女
わ
る

'
は

ゐ

し

て

化

つ

滋山

立

泊げ

ザ
』無の、通カ岡本、al素

ことであるo r汝から一切の我'I'tが強奪され，
(16) 

-l:}Jの事物が荒駿しJ， かくして ところに開

かれる場であるp かかゐJtjに到るためには人は急ぎ疾走せねばならぬσ 疾
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走するといふことは次にある如くパウロが事z用ゐた警轍であるが， エソ

グハルトも好んで、使ってゐる。 パウロは言ふ， rなんぢら知らぬか， 馳場

を走る者はみな走れども， 褒美を得る者のただ一人なるを。 71;:.らも得んた

めに斯く走れJ (コリント前書9章24節)と。 エッグハルトによれば偶デイオニュ

シオスは走るといふことを次の如く解してゐる。 「疾走するといふこ とは

Jfしく -t;JJの被造物から雌反しH被造性に什ーすることに外ならない。 さ

うして重要がそ こへ到達ーするならば， それはその名を失ひ， !神を白己の内へ

引き入れて， 璽は察自身において無になるI。 さうしてエソグハルト は 次

のやうな言葉を附け加へてゐる。 [一切の察の諸能力が柴冠を目指し て疾

走するが， それをかもえるのはただ霊塁本来のI百Î �i (wesen)のみで、ああl

と。 エッグハルトにおいては， 重要の浮化といふことは肉開から精神を分離

して知性とか意志、などの璽の最l�可能力に限るといふ ことではなく， 肉開か

らの分離といふことが直ちに純粋にかかる諸能力からの分離をも意味し，

賓開たるべき重自身からの分離なので、ある。 璽のwesen とは繁の一切の

能力を空じた不生にして察妙なところである。 r純一な離股lを完成した

襲はその根源である自己本来の面目に踊る。 かくして自らの「劫初の恨
(20) 

源J (erstes ur叩rl1nc)に輔った欝はIー筒のi?訟を絶したもの!と言はれ

る。 開の言ひ方を借りれば， かかる璽は不可得であり， 不可得 の震 で あ

る。 このやうに純一な璽はあらゆる限定を晩してゐるが放に柔模(zart)

なのである。

離晩した撃が不可件で、あるといふのは， ぞれが「精 .神 の滑貧I (dil1 

arml10t des geist('s)に立ち， し、かなる志味においても精.神の立場を空却

し， 鋭くなってゐるからである。 精神とは紳として立てられた限りでの紳

によって， 内面へ集中された璽の生命として， 璽の中に注ぎ込まれた紳の

永遠の生命であるσ しかるに霊がかかる精神の立場になっ限1) ， それは寧

の根抵に到達せず， 曹の生死のtl\H湿に最後I'j'.)な決箸を附けることができな

い。 このことが明白となる時節が到来するならば， 神自身も徹底的に「性
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精i紳的にJ (g ei s t l os )， r" jf二精神的にJ (ni h t g ei s ti c) ならなければ ならな

い。 換点すれば紳は紳である限りの紳として自己を立てることをやめ，い

はば g ot t los な紳，不可得な紳として現成しなければならない。 而して，

もし紳がかく不生なる紳となるならば， それは紳自身から離脱してゐるが

故に，彼は却って自己の外に出て，院自的に一切の事物のもとに入り，そ
(21) 

れらから[不離J ( un g es ch ei den)である。「離脱J 13P r不離」なる紳として，

異に絶対無に闘した不生なる紳でなければ， 壁を生死から解脱せしめ，一

切の被造物の苦悩を救ふ己とはできない。 ここに生死の問題は不可イ号の翼

と不可得の紳とが不可得底においてーっとなり，:\fに不生なる股底の場か

ら生死の場へ出るといふことにならなくてはならぬ。 不可得底における自

己は絶釘無なるが故にいはば無なる神性に住しないのであり， これがエッ
(22) 

クハルトのいふI向性院は無に近い」 といふことの意味である。 このやうに

Gei s t losi g kei t の場において紳と人間との民賓の関係を比/1'，したところに，

西洋的世界におけるエヅクハルトの宗教性の特異な貼がある。

× × × 

以上の所設において私は生死の問題に闘してエックハルトがとった根本

的な態度を述べたにとどまったο それは単にこの問題に対する橡備的考察

にすぎない。 彼の思想について史に共開的に述べることは他日に期するこ

とにし7こい。

註

(1) Conf.， 1. VII， c. XI， 17. (2) a. a. 0.， 1. VII， c. XVI， 22. 
(3) De Trin.， II， 1. X， c. V， 7. (4) Conf.， 1. III， c. VII， 12. 

(5) Vg1. a. a. 0.， 1. VII， c. V. 7. (6)' D. W.， Bd. 1.， S. 88ff. 

(7) a. a. 0.， S. 69ff. こ の文章は1326年 の法皇蕗より渡せられた起訴肢によって

異端と論告されてゐる。

(8) ここ で ein lûter niht といふ 言ひ方においてlûter (nhd. lauter)なる形容詞

が 語尾書道化なしに用ゐられてゐることに注意しなければならぬ。 或ひは lûter

が不獲iヒ の面1]，刊であるとも考へられるが， しかしlûter が 形容詞として語尾幾
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化なしに， しかも非常に重要な概念、に附けられてゐる例は l山￡りあることか

ら， ここの場合も形容詞であって， しかも不獲化として用ゐられてゐると考へ

て差っかへない。 論理的に見ても常に極めて巌密な言葉で語るエッ グ ハ ノレ ト
が， このやうな文法を無視した使ひ方をするのは如何なる限由に基いてゐるの

であらうか。 それはおそらく最初につけられたemが， 多なる存在者のうち

のーっといふ ことを意味するところの皐なる不定冠詞としての ein ではなく，

むしろ絶射的なーそのものであることを示すためではなかろうかυ このやうな

例は外にも見出され， それは 不定冠詞の附せらるべき 時間的 ， 個別的 な有

(wesen)とう立冠詞の附せらるべき一般者， 永遠なる本質 (w('sen) ， かかる一

切の有 (明記n) が脱落し切った時刻成する (wesen， verb.)輿に清津で皐濁な

ー箇底のものである ことを露堂堂ならし めてゐるのであるロ しかしな がら私の

知る限り西洋の撃者でこのことに注意する人はなく， 多くの次の如き近代語諜

を見ても意味を取り遠へてゐる 。 但しフランス活謬は ー往悪くないやうに恩は

れる 。 倫lûter を副詞と考へると超越としての虚無以上に は出られない。 言��

の内容からいって， 10ter は どこまでも形容詞に解せらるべきである。

J. Quint : ein reines Nichts (S.l71) Schultze-Maizier : ein re凶es Nichts(S.277) 

J M. Clark : a mere nothing (p.l73)， Blakney : pur巴nothings (p.185) 
F. A. et J. M. : un pur néant (p. 136) 

(9) ここの文章は一廉は普通カトリッグの教義として説かれてゐることと何もキ11

違はないやうにも忠、はれる。 成程エッグハノレトもラテン話による「智慧之書」

のJ主欝において， アウグスチヌスとグレゴリウスの言拡をリ|いてこのことを説

明 してゐる が， しかしそれをドイツ;抵で説教したII!L アウグスチヌスやグレゴ

リウスにはなかった「瞬間」といふ 言葉 が入ってゐることに注目すべきである

と思ふ 。 或ひは"einen ougenblick" といふ言葉に拘り過ぎるやうに思はれるか

も知れな い。 しかしエッグハノレトにおいて「瞬間」といふ 言葉はしばしばキェ

ルケゴールにおける が如き大きな怠味をもって 使はれてゐる。 阪れた文章家で

あり， 随慮に言葉に針する鋭い感覚を示してゐる エッグハノLトが， {皮 がF敷に

したラテン請の文章になく， しかも彼の 根本的な境涯に ふれるやうな言葉を挿

入したといふところに大きな意味を見な いわけには行かない。 以下にエァグハ

ノレトの文章と， 引用文の出典箇所の原文とを附記しておく。 (G. Théryによる〕
1n Sap.， Cap. X1X S2--Ex his patet quod omnis creatura， quamvis perfe

ctissirna， et continua -- quia non continue et semper actu，一一一accipit esse a 

臥o et suum esse句t in continuo f1uxu et fieri， s舵e民cun仙1

〈αs附n p 円，町'町仰c臼zψpω c1'何ea包ψソ刈it Deus c，印elωu例 et teグ押1'a仰，例?錫f>. <Crea叫t>， inquit in preterito， <i 冊

pr仰cipω'>， quantum ad fieri. Semper enim creatum et esse habet et esse accipit， 
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sicut lux in medio a sole， secundum Augustinum， Suþer Genesim ad littera附

lib.(N)， et Gregorium : (，側仰附附hüu附deciderent，仰印刷削so例仰帥仰tis

co鈎tinerel). (Arch. d'H此Doct. et Litt.， T. IV， p泊5)

G. Théry はその commentaire において， エッグハノレトが念頭におい たのは次

の文章であると してゐる。
S. Augustinus， Super Genesim ad litteram， lib. Vl， cap. XII: P.L.， t. XXXIV. 

co1. 304. (Creatoris namque potentia， et omnipotentis atque omnitenentis vir

tus， causa subsistendi est omni cr回turae: quae vertus ab eis quae creata sunt 

regendis， si aliquando ces組問t， simul et illorum cessaret species， omnisque natura 

concideret.)ここで“aliquando" といふこ とが言はれてゐる が， こ れは einen

ougenblick と 根本的 に遠ふこ とは明 かである。f，jJ故なら aliquando といふこ と

は神 にWil1kUrを認めるこ と においての み言ひうるからである。
Gregorius， Mora1.， liv. XVI， cap. XXXVII: P.L.， t. LXXV， co1. 1143， (Cun

cta quippe ex nihilo facta sunt， eorumque essentia rursum ad nihilum tenderet， 

nisi eam auctor omnium regiminis manu retiner，巴t.>

U() W. Preger: Geschichte der deutschen Mystik im Mittelalter， Bd. 1， Anhang. 

S. 485 

(IÜ Pfeiffer， S. 300 

(12) D. W.， Bd. I. S. 128 

M daz lûteriu abegescheidenheit (Pfeiffer， S.484; E. Schaefer， Meister Eckeharts 

Traktat "Von Abegescheidenheit" S.153) 

(1� ein vernihten sin selbes (Pfeiffer， a. a. O. ; Schaefer， S. 156) 

(1国D.W.， Bd， 1， S. 217 

位骨 Pf.， S. 22 

(1司eime blôzen nihte. (Pf.， S. 489， E. Schaefer， S. 177) 

(1司Pf.， S. 490， E. Schaefer， S. 182 

同 Vg1.， D. W.，剖. 1. S.136 

剛 ein ungenannt we田n (Pf.， S. 386) 

制 got ungescheiden ist von al1en dingen， wan er ist in inneger dan sie in selber 

sint. Alsô sol ouch der mensche ungescheiden sîn von al1en dingen. daz ist: daz 

er an ime selber niht hange unde zεmâle sîn selbes abgescheiden sî: sô ist er 

ungescheiden von al1en di昭;en und ist ouch alliu dinc. (Pf.， S. 163) 

凶 Pf.， S. 484; Schaefer， S. 155 


