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北大文学部紀要 48-3 (2000) 

神秘主義の彼方に

一一エックハルトの超越概念論への一考察一一

花 井 一 典

西洋哲学には古往今来，様々な思想、が咲き誇り合措抗しているのであるが，

その対立面に目を奪われて，それらすべてが例外なく或る重大な一点を共有

していることを忘れてはならない。それは如何なる思想的立場を標梼しよう

と，こと行文に際しては誰しも Be動調を使用せざるを得ないことであって，

その限りで立場を問わず，また好むと好まぎるとに拘わらず， Be動調につい

て何らかの反省を(無意識的にせよ)為さないでは済まないのである。ここ

からすると，Be動詞の構造的把握を目論む存在論の場面では哲学史の隠れた

内部事情が否応なく顕在化する以上，存在論が哲学のー特殊領域であるにと

どまらず，印欧語思想、圏にその都度浮上する思想、の基底部を探り出す関心か

らしでもこの上ない考察対象をなすであろうことは想像するに難くない。こ

こではそうした問題関心から一事例としてエックハルトの場合を考察してみ

たい。

中世後期の思想家マイスター・エックハノレトの名は一般には宗教的色彩の

濃いドイツ語著作吋申の慰めの書~ ~説教集』などを通して知られ，久しく専

らドイツ神秘主義の巨壁と目されてきた。特にわが国では鈴木大拙による東

西神秘主義の比較研究1を筆頭に，禅宗との親近性に関心が寄せられてきた。

だが，ここ半世紀以上に亙り順次刊行されて完結間近な批判的校訂版全集2
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のお蔭で，従来聞に埋もれていた浩輸なラテン語著作群が次々と陽の目を見

るに至り，近年は俄かにスコラ学者エツクハルトの側面が脚光を浴びている。

とかく哲学史では，体系的思惟と宗教的情熱は対立図式で整理されやすく(デ

カルト∞パスカル，へーゲル特キェルケゴールなどその典型)，現に哲学史の

解説でもそうした説明図式が一般向けには便利なせいもあってか今だに幅を

利かせているように思われるが，エックハルトの場合，その一見神秘主義的

な述作が通常の神秘家のものと同列に扱うことを許さないものがあって，そ

の表現形態の背後に存在論的概念ens(= Seiendes)をめぐる醒めた(或いは

成熟した)スコラ学者の思考が控えているように思われる。

エツクハルトは自身の膨大なドイツ語説教の全体がbiwort(= Beiwort) 

という一語に集約されると言う 30 当時の学校文法で quasi，als ( = ganz wie) 

のように独立語に付属する小辞類を総称した文法用語とのことであるが，

エックハルトはそれを転義的に「御言 wort(=キリスト)に副うもの」の意

に用いて，これに「全時間を通じて神の側を離れない人間」の理念を託して

いる。これは「キリストの倣ぴ ImitatioChristiJのような心術を語ったもの

のようにも見える。確かにそのように見えたとしても無理からぬ点もあるの

であって，エックハルトにとって biwortの実質はかの「離在 abgescheiden-

heitJの実現に懸かっていたと言っても過言でーはない。一切の被造物起源の観

念の遮断，放闘を意味するこの離在を通して，人閣の魂に神の子が誕生する

のであり，またその誕生が創造の終局目的であるとも言われる。ここからす

ると，エックハ Iレトの宗旨は理性的思考を放棄した神秘的合一 (unio

mystica)にあるようであり，これほどスコラ的思考に縁遠い考え方もないよ

うに思われる。また，不立文字を旨とする禅宗との親近性もここに極まるか

に見えるのであるが，逆説的ながら，実はこの辺りにエツクハノレトのスコラ

学者としての並々ならぬ力量，識見が窺えるのではないかと筆者は観測して

いる。

エツクハルトによれば r愛 minneJr謙譲demuotJr憐'閥barmeherzig-

keitJといった代表的なキリスト教徳目のなすところは総て「離在」によって

実現可能であるが，その逆は成り立たない。その論拠は詰まるところ，前記
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三者がいずれも(現代的に ば)世界内部の対他関孫に畿約されてい

る点にある。その点、は「愛J 'ir例にとれば，耐え難いものを鶴子にすればこ

そ「愛せよJ という教えも意味をもつのであるが，一切の被造物が念頭にな

い「離在せる構神J にとっては「酎え難いもの」がそもそも現れようがない。

そこで「顛在」の，認態として罷絶した優設を主張して欝う r離在ほ

替なく神に適合するものは外に見出せないしかしながらその連合性の取

り来たる所以は縛の倒にある。というのも，神は持寄身だけを人間の魂が月号

ることを求めていて iかっていかなるものも，神がその全存在，全能力

を挙ぜて払に所有されようとした程に，切実に私に所有されたものは外にな

いfのであって，そのため iあれやこれやの対象を対象としない離在せる

持fこそが神自身の要求する「神月号脊」に最も調うことになるからである。

このように「離在」と表裏の関係で「所有」の開籍ももと神の側の要請に議

していると欝うことができるわけで，ここには G.マルセルが「存在と所

の形で主題化することになる興味深い誇題が蕗見しているがうエックハ

ルトにとって神は持よりも所有されることを欲する神なめである。キリスト

が神のう乙であるのも，キリストが完全な離在によって被造t世界を脱し，独り

父なる持のみをと認識対象として完全に所有しているからに外ならない。人間

矢口牲もまた，ぞれが知投である限り，かかる神所有へと招かれており，それ

によって同時に，被護世界をその存夜襲認から把握すること〈朝の認識morω

genbekantnisse)ができる。このように離荘は，知殺が儲恕対象の認識ずな

わち「タの認識abentbekantnisseJ8から，その寄在根拠を対象とする「殺の

語、議」への移行を最も容務に可能にする方法であった。とすれば，問題はす

でに単に心術に尽きるものではなし存在論の欄域にj寵すると設わねばなら

ない。エックハルトにとっては道態的心情も存在論のただ中で諮られる問題

だ、ったのである。しかしながら，それが存在論における有効な方法であるこ

とが理解2されるには，ensの機念構造にまで立ち入らねばならない。上に挙げ

た放携すぺ~ rあれやこれやの対象dizoder おわにしてからが，次節に見

るように，スコラ学者エックハルト{の題吾 ラテン語著{乍において枢要

さめる概念:l'あった。
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II 

エックハJレトは形市上学総論ともいうべき『命題集序論』の官頭で九自身

の体系的著作全体の前提と断ったうえで， ensの概念を二分し， (1) ens ( = ens 

absolute) と(2)ens hoc et hocの区別10を掲げる (hocには「石J ，-人間」な

どが代入される)。これに続いてさらに， ensと可換的な(convertibilia)関

係にある他の超越概念「ーJ ，-真J ，-善」についても同様に(1)unum， (2) unum 

hoc et hocといった区別を立てる(以下，無用の煩を避けて， ens (1)， ens (2)， 

或いは超越概念(1)，超越概念(2)などと略記する)。

さて，そのうえでエックハJレトは次のような注目すべき解説をする 11。或る

主語について超越概念(1)， (2)が述語の位置に置かれる場合，(1)の概念群は「形

相ないし実体(本質)として (formaliteret substantive)解される」が， (2) 

の概念群は「述語ではなく，命題の第三付加語(tertiumadiacens)であって，

コプラもしくは『述語の付加語 adiacenspraedicati~ として解される」と言

うのである。つまり， ensについて見れば，

[A] (1) aliquid白 t*ens. 

(2) aliquid est* ens lapis. 

・・ (1)(2)の命題形態が共有する est*はコプラに見えるが，後述の理由

により，差し当たりは単に等号程度に解されたい(日本語「即J)。

ここで(1)の命題類型はいわゆる存在命題「石が存在する」に相当するものと

解され易いが12 それは誤りである。そのように解釈する場合に困るのは， ens 

(1)は「形相ないし本質」として把握されていたことにも窺えるように，続く

テキスト本文では，神のみが(1)の命題類型に該当すると言明されるのである

が，これとの折り合いをつけるのに別の思想原理を持ち出さざるを得なくな

ることである。その一例としてド・リベラの解釈を挙げると，本来「存在す

る」と語り得るのは神のみであり，被造物は ens(2)である限り「存在する」

を述語とし得ない。「石が存在する」と言えるのは被造物が ens(1)とアナロギ

ア的関係にあるからである，と説明するのであるが13，目下の ensの概念的区
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神秘主義の彼方に エックハルトの超越概念論への一考察一一

分は体系的著作『三部作 UpusTripartituffi.!lの論究全体の文字通り原理論と

して提示されており 14 爾余の一切の思想内容はそこから演緯的に導出され

る仕組みになっている。そうであるからには，例えばアナロギア論のような

一応別趣の思想原理に説明を何がないことには受け容れがたい類のものであ

るとすれば，甚だ怪しい「原理」になってしまうであろうし，また仮に巧妙

に説明したように見えても，エックハルトその人の思想的立場を初めから神

学的に色付けてしまうことになり，折角，純理論的体系を企図している本人

の意向を空しくしてしまう結果になるだけであろう。

さて，では問題の存在命題は(2)の命題類型に属するかと言えば，これは殊

更コプラを意味すると断っており，この点だけでも解釈者を当惑させるに充

分であるが，ここでensを別の超越概念(例えば「ーUnUffiJ)に置き換えた

場合，解釈上の困難はさらに増幅される。

[BJ (1) aliquid est* unUffi. 

(2) aliquid est* unus lapis. 

ここでも「ー」は「コプラもしくは『命題の第三付加語.!IJ となるとされる

のであるが， (2)のunusがコプラの機能を果たしているとは到底言えないで

あろう。ここに併記される「命題の第三付加語」についてはトマス・アクイ

ナスの一節を参照指示するラテン語著作校訂者コツホ以来15 これに倣うこ

とが研究者の通例になっている。それは，命題「ソクラテスは白い Socrates

est albusJにおけるコプラ estを例に，主語，述語 (albus)に付け加わる「第

三の辞句 tertiadictioJと解説するトマスの古典的定義である。これに従って

エックハルトのいう「第三付加語」を説明すると，それが「第三」と称され

るのは rそれが， (右例文中の「白」のような狭義の)述語名辞と相倹って

一つの述部を構成する命題中第三の辞句であるからであるJ16。今の unus(2)

の場合，コプラの代役ではないだ、けに，この解説をそのまま適用しでもどう

も収拾がつきそうもない九
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m 

私見によれば，以上 [A][B]二点の困難は， Be動調に関する後世の通

念を持ち込まないで，エックハルトの挙げる例文をそのまま字句通り受け止

めることで解消すると思われる。

まず [A]について結論から言えば， (1)， (2)の命題類型の区別は存在命題，

繋辞命題の区別に対応するものではなく，弁別基準は範時的限定を受け入れ

るか否かにあって，両者とも特定範轄を超える超越概念ensでありながら，

(1)は範曙的限定と没交渉ないわば純粋超越概念たる限りでの ens(=ens In-

quantum ens)に即応した命題類型であり， (2)は範曙的限定を容れる限りで

のensに即応した命題類型である。範轄とは，ensの分類」とは言いながら，

ensとしての ensに内在する分類ではなく，正確には ensの限定面を成す特

定本質 (hocet hoc)による分類であった。

エックハルト自身は自ら挙げる enslapIs (石なる ens)によって， ens(2)の

基本性格を「特定本質との結合における ensJとしている。では， ensが常に

特定本質との結合において見出されるとはどういう事態を意味するか，これ

を検討しなければならない。

先の例「石がある」について存在命題，繋辞命題といったわれわれの通念

を去って考えて見れば，この場合も「石」との結合において把握された ensが

命題化されているわけであり，したがって，存在命題であるにも拘わらず(2)

の類型に属することになる。それがエツクハルトによって殊更「コプラ」と

称されるのは，存在命題「石がある」と繋辞命題 'Xが石であるJ (xは特定

指示対象)とは常に相互に変換可能な関係にあり，一方が成り立てば他方も

常に成り立つ関係にあるからである。言い換えれば，一般には存在命題と目

される「石がある」はいかにも存在命題に見えながら，石が」との結合にお

いて把握されているが故に端的な「ある」には程遠心 'Xが石である」を常

に潜在させたいわば不純な存在命題である。存在命題であれ繋辞命題であれ，

ともに「ある」は自身を限定する「石」との結合抜きには言明されようもな

6 
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いのである。一般に特定本質との結合により範時的に限定された ens，つまり

は被造世界の ensについては，その限定故に，結合抜きの純粋な存在命題は

成り立たない。因みに繰り返せば，神と世界とのアナロギアはエックハルト

の重要な思想的モチーフを成すとはいえ，むしろ目下の命題形態の原理的区

別から演揮さるべき思想内容に属するのであって，リベラのように今の問題

の解釈に何かこれに先行する思想、として持ち込むことは本末転倒の過誤を犯

すものと言わねばならないであろう。

さて，それに対して ens(l)はこれ全体がそのまま本質であるから，そもそ

もそうした限定面をもたないために，繋辞命題に転換しようにも ensと別に

(先の「石」に当たる特定本質を表す)述語名辞を立てようがない。換言すれ

ば， ens (1)は繋辞命題への展開を概念構造からして原理的に拒んでいるので

あって，いわゆる否定神学の最終的な可能根拠が早くもここに提示されてい

ることになる。先に ens(1)， (2)の例文を挙げた際に， Aliquid est* ens.にお

ける est本をコプラと解することを予め禁じたのも実はそのためであって，い

わゆるコプラなるものが総じて ens(2)の概念構造から説明可能となる以上，

ens(l)の構造提示に(便宜的に)使用される est*にまでその意味を担わせる

わけにはいかないからである。

以上を約言するに， ens (2)は特定本質との結合を免れないが故に常に範曙

的分類に服し，どこまでもコプラ的機能を随伴するのに対し， ens(1)は純然た

るensであるが故に，どう操作したところでコプラに転じようがないのであ

る。

なお，ここで誤解を招かないよう次の補足説明を付け加えておこう。 ens(2)

は限定面 (hocet hoc) を有するところから，範曙的限定を超える超越概念

とは言い難いように思われかねないが，それは ens(2)の名称のもとに ens

hoc et hoc (石なる ens)全体を考えず，単に「石」のようなものを考えるた

めである。しかしそれでは ens(2)はコプラの機能さえ為し得なくなることに

注意しなければならない。仮に単なる「石」がそのまま ens(2)と等置可能で

あったとすると，今度はそのような ens(2)ではコプラ的機能を果たそうにも，

もはやとても自力では「石である」へと自己展開しょうがないからである。

-7-
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つまり， ens(2)は特定本質に限定された限りでの ensであって，その特定本質

そのものを自身の核心部分とするわけではない。「コップの水」を飲むとき，

水の形状を限定するコップそのものまでも飲むわけではないであろう。 ens

は事程左様に扱いに慎重さを要する概念なのであるが，この点は事もなげに

「存在者」と訳して済ませている世の哲学研究者に果たしてどこまで意識され

ていることであろうか。

ところでさらに由々しきことには， ens(2)が超越概念ではないとすると，

エックハルト自身の所論にも破綻が生じかねないことになる。蓋しその場合，

われわれの通常の経験対象が ens(2)の領域に留まる以上， ens (1)へと推論的

に遡源するための足場が失われることになり，自然的理性にとって存在論的

概念を駆使して経験世界から神へと進む方途が閉ざされてしまう。それは遂

には自然神学の不可能性を意味するが，こうした立場は I神について(聖書

に)書かれていることは，大半は不明瞭かつ晦渋であるものの，自然的理性

によって明噺に解説される J18と語るエックハルトの到底採るところではな

いであろう。

町

次に [B]の困難に移る。「第三付加語」については， トマスは先述のよう

に，コプラが「述語名辞と共に一つの述語(述部)を成す」ところから，主

語， (狭義の)述語に加えて三番目の語であるため「第三付加語」と呼ばれる

と説明しているのであるが，その説明にいう「述語名辞と相侯って一つの述

部を構成するもの」をそのまま字句通りに解すれば I第三付加語」は何もコ

プラに限らなくとも， (狭義の)述語に添加され(adjacens)，これを補完する

機能をもっ語全般を包括するものと考えて差し支えないのではなかろうか。

最初に見たようにエックハルト自身が「コプラもしくは (vel!) W述語の付加

語~J という言い方をしている点はその意味で暗示的である。尤も I付加語

adiacensJが果たして当時そうした意義を担う術語として定着していたかど

うかは文法学方面の文献から確認する必要があり，なお今後の研裏を侯たね
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神秘主義の彼方に 一一エックハルトの超越概念論への一考察

ばならない。

さて， -.e.如上の推測が許されるならば，目下の [B]の解釈は容易であ

る。超越概念「ー」の場合， This is a. (??)では文が成立せず，その後に「石」

「人間」といった述語名辞 (hocet hoc)を要することの最終的根拠がunum

(2)の概念構造にあることになる。エックハルトにあっては「石」がくastone> 

のように冠詞と結合して語られる形市上学的根拠は常識の考えるように(ま

た多くの哲学者が不用意にも臆断するように)) r石」のうちにではなく，実

に冠調くa>の被造的性格に存したのである。その意味では冠調の研究は西洋

形而上学の復元作業に重要な一翼を担うことになろう 190

では残る超越概念「真J r善」の場合はどうであろうか。先ず「善」につい

て見るに，たしかに単独に(狭義の)述語をなすように見えるが (This is 

good.) ，その場合原理的にはいつでも背後に特定の述語名辞が潜在しており

(This is goodωine.l ，それを全く排除する用法は(神を別にすれば)存在

しないであろう。この点を今少し細かに述べると，同一対象(たとえば荷子)

についても，それが「よい椅子」であっても，同時に寝具としても「よい」

わげではない。同様にまた rよい人間」が兵士としても「よしりわけではな

ししばしばその逆であることは経験の教えるところである。換言すれば，

ここでも先に unumについて見たように rよい」という述語は単独では述語

として機能し得ず，常にその都度の述語名辞 (r椅子J r人間」等)との結合

によって (r述語の付加語」として)のみ述定機能を果たし得るのである。

さらに「真」についても同様の論が成り立つことは，すでに古くアウグス

ティヌスが r偽なるヘクトルであろうとしないで，真なる役者であることが

できょうかJ20と見事に看破したところである。同じ役者に関しでも，述語名

辞「役者」が「ヘクトル」に代わるとき r真」は真ならざる「偽」に場所を

譲るのであって，ここでも「真」の述定機能は述語名辞との結合関係に依存

している 21

以上の考察の示すように，総じて超越概念(2)はその概念自体の被限定的性

格ゆえに，補完なしの正規の述語たり得ず，常に「述語の付加語」の身分に

留まり，逆に超越概念(1)は ens(1)に準じて，単独で常に正規の述語として機

9 
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能するのである。

この点で思い出されるのは，今世紀中葉，犀利な言語分析で盛名を馳せた

オースティンがreal(=ens)， one (=unum)， the same (=unum)， good 

(=bonum)の語を姐上に上せ，それらに共通する第一の特性を，常に何らか

の名詞の補充を要する点に求め I名調渇望性 substantivehungry Jと命名し

たことである 22。そこでは，脱神学化の徹底した現代に生きた哲学者だけに超

越概念のうち(1)はさすがに度外視されているものの，他方の(2)の概念群に関

しては，エックハルトの立論と符節を合わせたかのように見事にそれらに共

通の述語的特性が摘出され現代的表現を付与されているのであって，エック

ハルトの思想、が西洋哲学史の特異点ではなく，その底流に樟さすものであっ

たことを図らずも裏書きしていると言えようか。

V 

ところで，エックハルトはさらに知上のいわば超越概念原理論を神学的文

脈のなかへと翻案して見せる。それは同じ『三部作』中にあって，目下考察

中の『命題集序論』を頭部とすれば肢体部分(つまり原理篇に対する応用篇)

に相当する『註解集』のうちに見出される。『ヨハネ福音書』の一節「御言は

自分の民のところに来たが，民は受け入れなかったJ (1.11)についてエック

ハルトは次のように講解する230

「この四者(=超越概念)を神は自分のもの (propria)として所有してい

る0 ・・・この四者は第ーのもの(=神)以外の総てのものにとっては客

人，異人であるが，神にとっては家人である 0 ・・・『民は受け入れなかっ

た』については(この世界で)ens， unum， verum， bonumの規定を有

するものはその規定を内発的に (exse)得たのではないo ・・また，

神の固有性は区別なきエッセ (esseindistinctum)にあり，神はその無

区別相により他から区別されるのであるが，被造物の固有性は区別され

たエツセ (essedistinctum)にある。区別されたものは区別なきものを

受け入れないものである」

-10 
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このように，超越概斜計，仰の弁別はそのまま神と世界との原理的区別を

なしており，ぞれは言うなれば神，世界の双方に瓦るアプリオリ?ある。こ

の弁別基準が擁立さ5れた以上，エックハノレトにとって次なる課題は紹越概念

(2)から{りへの転副の方途を呈示することにある。ただ、し，それは知性の課題

であったことに注窓そ饗する。知性はょにツクハルトにあって「魂

houbet der seleJ24であり，われわれはその知性あるがゆえに「海の彼方千マ

イル先にも，鴎分の騨下と間程度の近くにあることができるのであるが，

ぞれというのも党を正せば，摸党の国有対象が色であるように，知性の溜右

対象がensであってへしかもその ensに時空的制約を超脱する性格が備

わっているからに外ならない。 ensのその性格ゆえに，われわれは地球の裏側

の蒋外事情やi震か彼方の獲の運行に津々たる興味を繋ぐこともマきれば，

い昔の静鐸蔀，義経の悲話に続打たれもするので追うる。われわれの意識活動

はこのように総じて ens自体に潜む概念構造によって可能となる。器みにイす

やがて近代哲学によって解体されることになるおがこのいわば

長・主体主義的損壊であるが，その解体路織に立ったままでいくら伝統的形

而上学を機敏に解釈(ないし推粍〉しようとも，当事者不主主の臆訴訟の韻は

拭えないであろう。

さてエックハノレトにとっては，知性がens(2)から ens(1)へと転践する方法

が，先に第 I館に見た「離在」なのである。それは一体どうしたことであろ

うか。ここで「東洋的無J と引き昆べることはそれはそれとして(特に我々

日本人には}興味深い試みではあろうが，その蔀に，まずはスコラ的基盤の

うえで開題を兜き詰めるのが筋であろう。

由来エックハルトはアリストテレスの次め命題そ随所に活躍するJ色無き

もの(眼)が告を受容し，音無きちの(耳)が背を受容する」九つまり，金

ある際りのものは f'E目安見るものj となることはないのである。同じ理織に

より，知性もまた，特定対象=ens(2)の観傘を離れることによってfens全体

を対象として所有するJ28ことが可能となる。その背景には，知性は知性であ

る隈り， ensを部有対象としており，全く ensの領域外{つまり文字通りの

「無J)に出ることは本性的にできないという事需が佼恋している。特定対象

11-



北大文学部紀要

の観念を揚饗するとは思考そのものを絶って非合理の世界に身 ること

ではないoens(訟はその原悶としての ens(1)に斑接しているからである。エッ

クハルトは被造物は二護のこにツセを有すると習う。「原産的コニツセ essevir剛

tualeJと「形本目的エツゼ{口特定務相により限定されたニにツセ)esse formaleJ 

とマあるZ90 葉者は被瀧物=ens訟の原国，神のことであって，結局は ens(1) 

と悶ーのものを鶏す。このように， ens {訟のあるところ常に ens山はその原屈

として相即しているのであるの別の言い方を以てすれば， ens訟は ens(1)を

「宛かも 2がlを含むようにJ30含んでいることになる。

したがって r離在Jとは持じ経験対象において援態部 (hocet hoc) 

断ずることによって知性がens(2)から ens(1)の把護へと新子すること

ると言ってもよい。つまりは r離在jとはスコラ学的観点からすれば， (誤

解されやすいように ens会綾からではなく)令部岱の限定面からの解設でな

ければならないのである。こうして知性は離主主によって何ら失うことなし

かえってその醤有対象 ensの完全所脊に護ることを縛るわけであるが，知数

に即して言えば，それはとりもなおさず知性の本性の完全実現を意味す

る。その橿眼形態が御言としてのみリストであり，エックハlレトの掲げた「御

菅に謡うもの btwortJの理窓も ensの完全所有を告指すものに外ならない。

してみる t，ヱックハルトが「人は所有することによっては所有せず，

しないことによって所有する J31 と語るとき，それはいかに反理性的な逆説に

くとしても，知散と ensとの関保守Eめぐる議癌したスコラ的患考お腹物で

あったと言わねばならない。そお鴛味では，エツタハルトもまたパルメニデ

スの世界の能人だったのであるo しかしまた翻ってみれば，パJレメニデスそ

の人を始翻とする存在論も，ぞれが往々にして硬直した論理的思考の外見を

塁しようとも， も優に許容し得る，援輔に充ちた君、考とし

される余地が残dれているめではなかろうか。

1 Daisetsu T. Suzuki: Mysticism， Christ切符，Buddhist， London， 1957 

2 Meister Eckhart: Di・eDeutsch仰防rkeL II， 111 (但し第 11分冊漢で入 V，hrsg. von 

J. Quint; Die Lateinischen lれ11'ke1-1， 1-2 (第4分務まで)， 1L 1IL 1V， V (第品分間
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神秘主義の彼方に ーーヱッグハルトの超越概念総への一考察一一

までl，hrsg. von J. Koch絞説1.， Stuttgart， 1936~; 以下引用に際しではそれぞれの著

作集を D Wリ LW.と絡記ずる。

3 Predigt (以下Pr.)9， D W  1， S. 154 

4 Von der abg.終 cheidenheit(以下 V.d. abg.)， DW  V， S. 410 

5 Die rede der unterscheidu持:ge，D奴 V，S. 298 

6 V. d. abg勺 D WV， S. 423 

1 G. Marcel: Etre et Avoir， 2 vols， Paris， 1968;なおマルセルのこの寝室警は従来専ら「爽

存主義」の枠内で受けとめられていたようであるが，そこに，台くから印欽諮の深層に

矯る B巴勤務とはavε動詞に宿命約な連帯的関係が感銘Jdれないとしたら，問題は著し

く王手板イじされてしまうのではなかろうか。問じ「有j が r卒ぎる」とも「有T~J とも言持

続怒れる毒事情と同根の問題がそこに伏主としているからである。少なくともコドヂ[5向けには

愛媛は「有と所有』とマも訳して，内部の共鳴管をいか程かは符現して欲しいところ1.'

あった。

8 Von dem edeln menschen， DW. V， S. 11言。なおこの俊れてスコラ的主主術語「朝の認識

cognitio m註tutinaJ'夕べの務審議むのgnitiovespertinaJがドイツ諾箸作のなかで平然と

使用されているこ kもエックハルトの感想、全体の結擦を見定めるうえに注意芝怒れてよい

ことである。

9 Prologus general:会 inOPUSρroposionum， L W. 1， S. 166f. 

10邑nsの区別に対応して母諮問も(1)esse absolu総 etsimplicit記rnullo additoと則的総

huius et huiusとに区別dれるが，この場習では日ns/esseの区別はdほど問題にならな

いので，以下では特に断らない線り，区別しないo

11 ibid.， S. 167 

12 A. d巴Lib日ra:Leβrobleme de l'Etr官 chezMaitre Eckhart叫 logiqueet部品主physi守uede 

l'analogie， G船長ve，1980， p. 28~39 なおド・リベラは件の忠告t* をコプラと露卒した結果，

襲警官半的述語 [esγ一切ns(ll]の全体を存在述祭主こ読み換える必警警に返られ， その袋イすりを

得るた主主フライベfレ;クのディートリッヒの F存在と本質についてsに先般を求める{ぞ

れも穏当?をしい説明であるが)という頗る手の込んだ解釈を施している。

13 ibid.， p. 37~38 

科したがって，議堅議事註解では次のように公理的tこ滋ffldれる。「神以外の総てのものは巴ns

hoc et hocであって， ens absolute，配浴車 absoluteではなく，後者は第一際閣なる神の

みに該当する J(Eゅosi#osancti Evangelii secundum 10紛糾zem(以下Eψ.Ev. Iohふ

LW. IIl， S. 43 

15 Prolog燃 generalis η opusproposionum， L l反 1，S. 167， n. 3 

，. Thomas Aquinas: In i生協totelisLibros Peri Hern宮enez出， Lib. II， ぬとむ 2

17因みにブイツシャーは，この r第三付加藷j がトマスの解説iこ符合しない k母子え，エッ

グハルト特製の「差是く異なったもの邑twぉ volligverschi婦間eSJと断じているが (H.
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Fischer: Meister Eckhart -Einfuhrung in sein JうhilosophischesDenken， Munchen， 1974， 

S.57)，やや結論を急ぎ過ぎたきらいがある。

18 Prologus generalis in o.ρus tripartitum， L W 1， S. 165 

19これにつげても筆者に思い出されるのは，往年の天才的語学者関口存男が死の一月前，

未完の大著『冠詞』全三巻を脱稿しかげた頃家人にもらしたと言われる哲学的なもの

を書かなくてはこの仕事は完結しないJ (同書第一巻「まえがき」より)との言葉である。

もう半世紀以上も昔の話であるが，西洋哲学が実感を棚上げしたままの輸入学に終わら

ないためには，関口にとって見果てぬ夢であった「冠詞の哲学的研究」がいつかは西洋

哲学研究の重要課題の一角とならねばならないのではなかろうか。

20 Augustinus・Soliloquia11， X. 18 

21本文では論及を控えたが，命題内容の真偽の場合，たとえば，r札幌は道庁所在地である』

ということは本当(真)である」では一見すると「真」の述定に述語名辞との結合を必

要としないように見えるが真」は背後に「命題」を潜伏させたものとして(，真なる

命題J)解され，ここでも述語名辞との結合は否めない。

22 J. L. Austin: Sense and Sensibilia， ed. by G. J. Warnock， Oxford， 1962， rep. 1979， p. 

68~70 

23Eゆ• Ev. 1oh， L W. II1， S. 83ff. 

24p:γ 38， DW. 11， S. 233 

25 ibid. ;これは著作中にしばしば反復される思想、である。 cf.'エルサレムより千マイルも

遠くにあるものが，私の魂にとっては己が肉体と同じ近さにあるJ (Pr. 42， D W  11， S. 

305) 

26 ，知性の固有対象としての ensJの考え方は言うまでもなくスコラ学の常套に属する。

27 Aristoteles: De Anima 11， 418b26~7 

28 Eゆ.Ev. 1oh.， L W. 111， S. 206 

2'E坦positioLibri Genesis， L W. 1， S. 238 

30 Extositio Libri Exodi， L W. 11， S. 35;文献解釈上正確を期するならば，この引用箇所で

はesse(2) = esse taleがesse(1)=esse simplicit巴rを含むとされているのであるが， esse 

をensに置き換えても結果的には同じことになる。被造世界にあっては ensはその構成

分として esseを含む以上，包含関係を>と表記すればens(2)>esse (2) > esse (l)=ens (1) 

となるからである。

31Eゆ.Ev. 1oh.， L W. 111， S. 338 
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