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Eckharts Lehre von der Abgeschiedenheit 
― vom Gesichtspunkt des Freiseins vom Willen 

Teruhisa TAJIMA 
 

In seinem Buch ›Gelassenheit‹ (Neske, 1959)‚ untersucht Heidegger die Frage, wie wir uns 

zu den technischen Gegenständen verhalten sollen, als ein Problem, das mit dem Wesen des 

Denkens zusammenhängt. 

Heidegger schlägt eine Doppelfunktion des Lassens vor, nämlich die technischen 

Gegenstände in unsere tägliche Welt hereinzulassen und sie zugleich draußen, d.h. auf  sich 

beruhen zu lassen als Dinge. Heidegger benennt diese Haltung als "Gelassenheit zu den Dingen" 

mit "einem alten Wort". 

Diese Spekulationen über Gelassenheit werden bei Eckhart in seiner Lehre von der 

Abgeschiedenheit entwickelt. Die Abgschiedenheit der Seele wird in den deutschen Werken 

Eckharts in vielen verschiedenen Variationen zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel als Armut im 

Geist oder als Jungfäulichkeit der Seele―wie Eckhart selbst sagt: »Wenn ich predige, so pflege 

ich zu sprechen von Abgeschiedenheit.« Die Abgschiedenheit tritt im Traktat ›Von 

abegesheidenheit‹ als die höchste und die beste Tugend auf, mit der der Mensch von Gnaden 

werden könne, was Gott von Natur aus ist. In diesem Traktat wird die Abgschiedenheit als die 

Unbeweglichkeit der Seele und sogar Gottes dargestellt. 

Die Abgeschiedenheit heißt, sagt Eckhart, dass der Mensch ledig werden soll seiner selbst 

und aller Dinge. Im Gegensatz dazu bezeichnet Eckhart die Seinsweise, in der der Mensch seiner 

selbst und aller Dinge nicht ledig ist, als eigenschaft. 

Das Wort ›eigenschaft‹ hängt mit dem mittelalterlischen, juristischen Terminus ›eigentuom‹ 

zusammen. Demzufolge heißt eigenshaft, dass der Mensch sich selbst und alle Dinge als ihm zu 

eigen ergreift. 

Ich versuche im Folgenden klar zu machen, dass Eckharts Abgschiedenheitslehre durch 

seine Gnadenlehre begründet ist. 

Außerdem möchte ich auch zeigen, dass die sogenannte Mystik Eckharts verwandt mit der 

Tradition der Theosis der alten griechischen Väter ist. 

 

keywords: Abgeschiedenheit, Gnadenlehre, ledig, eigenshaft, Theosis 

キーワード：離脱、恩恵論、とらわれない、我がものとすること、人間神化 
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はじめに 
 

ハイデッガーは「講演」と「対話」から成る著作『ゲラッセンハイト 1』（1959 年 Neske

社版）の中で、われわれが物や技術的な事象へと関わる際にどう在るべきかということを、

「思索すること」（Denken）の本質に関わる問題として探っている。 

諸々の技術的な対象物をわれわれの世界の内に入り来たらせる（herein lassen）、と同時に

それらの対象物を外に、すなわち、物としてそれら自身の上に放置する（auf  sich beruhen 

lassen）という二重の lassen の働きが物や技術的な事象へと関わる際に必要であることが語

られている 2。 

技術的世界に対する同時的な然りと否というこの態度、受容（我がものとすること）と

拒絶（我がものとしないこと）をいわば両義的に担うこの在り方を、ハイデッガーは思索

の巨匠たちの用いた古語に托して、「諸事物に対するゲラッセンハイト」（die Gelassenheit zu 

den Dingen） 3と名づけている。 

ハイデッガーは、すべての技術的な出来事の内にはある一つの意味が支配しているが、

技術的世界の意味は、それ自身を覆蔵していると言う。そこには到来するという仕方でそ

れ自身を覆蔵する密意（Geheimnis）の有する根本趨勢（Grundzug）がある 4とされる。技

術的世界の内に覆蔵されている意味に向かってわれわれ自身を開け放っておくという態度、

「密意に向かっての開け」（die Offenheit für das Geheimnis）は、「諸事物に対するゲラッセ

ンハイト」と相依相属しているとも語られている 5。 

 
1 Gelassenheit は理想社版訳書では「放下」、創文社版日本語訳『ハイデッガー全集第 13 巻 思惟の

経験から』では「そのままと謂うこと」、『ハイデッガー全集第 77 巻 野の道での会話』では「委

ねられた状態」と翻訳されている。ハイデッガー（1889-1976）の Gelassenheit、エックハルト（ca.1260-
1328.1.28）の gelâzenheit 、タウラー（ca.1300-1361.6.16）の gelossenheit を共通する一語で翻訳するこ

とは不可能であるように思われる。「放下」（ほうげ）という訳は、日常用語にはない禅宗の典籍

に登場する特殊な用語を用いているように見えるが、禅宗の用語であれば、一般には「放下著」（ほ

うげじゃく）という用法で知られているものである。「放下著」（ほうげじゃく）とは、「下に置

け」というほどの意味で （著は命令の意を表す助詞）、 捨て去ってしまえ、という意味はないと

されている。因みに、入矢義高監修、古賀英彦編著『禅語辞典』思文閣出版、1999 年第 5 版「放下」

の項（423 頁）では、「放下」（ほうげ）とは、「単に『置く』、『下（お）ろす』ということ。

放り投げることではない」とある。つまり捨て去る意味ではないということになる。用例としては

以下の、『碧巌録』「第四則」の評唱中の記述（朝比奈宗源訳註、『碧巌録上』岩波文庫、1968 年、

79 頁）が挙げられる。「〔徳山〕路上に一婆子の油糍を売るを見て、遂に疏鈔を放下して、しばら

く点心を買って喫せんとす」（徳山は路上で婆さんが餅を売っているのを見て、〔担いでいた〕注

釈書を下ろして、少しの間食べ物を買って食しようとした）、とあり「放下」とは禅門の用法では、

「下に置く」という意味を出ない。lassen の持つ「捨て去る」「そのままにする」という意味は禅

宗用語としての「放下」にはないということになる。「物を物としてそれら自身の上に放置する」

というハイデッガー的用法に即する限りでは、「放下」は対応する訳といえるであろうが、「自ら

の意志を捨て去ってそのままであること」という「古語」としてのエックハルトやタウラーの用法

までを視野に入れるとなると禅宗用語のままの「放下」では困難が生じることとなる。本論文では

Gelassenheit のカタカナ表記「ゲラッセンハイト」を緊急避難的に使うが、タウラーの場合に限って

言えば「放念」という訳語が近いように思われる。 
2 Vgl. Martin Heidegger, Gelassenheit, Günther Neske Pfullingen, 1959, S.25. 辻村公一訳『放下』理想社、

1967 年、26 頁を参照。  
3 Vgl. a. a. O. S.25. 
4 Vgl. a. a. O. S.26. 
5 Vgl. a. a. O. S.26. 
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ゲラッセンハイトというこの態度の内でわれわれは思索の本質に思いを潜める「目の利

く」（hellsichtig）者となる 6とされるが、このゲラッセンハイト、すなわち密意に向かって

の開けは、われわれが技術的世界の内部にあっても、その世界によって害されることなく

立ち続けえるようなある新しい根底と地盤とを約束する 7ものであると語られている。 

さらに「対話」（「ゲラッセンハイトの所在究明に向かって、思索についての野の道のあ

る対話より」）の中では、思索の本質とはわれわれが思索から目を離すという仕方でのみは

じめて見据えることが出来るものとされ、カントに従って思索（Denken）は表象すること

（Vorstellen）として、自発性（Spontaneität）と関連づけられる限り一種の意欲（ein Wollen）

であることになるとされたあと、しかし思索の本質は思索とは異なるものであるという主

張は、畢竟、思索は意欲とは異なるものである 8ことを意味していると結論づけられる。 

それ故思索の本質に思いを潜めるということは、そのことによって何を意欲しているの

かという観点からは、無‐意欲を意欲しているといわざるを得ないが、この「無‐意欲」

（Nicht-Wollen）は意欲を意志的に拒否することであると同時に、それがどんなものである

にせよ、端的に一切の意志の外に留まっているものを表してもいるとされる 9。ハイデッ

ガーは意欲を意志的に拒否するこの前者の「無‐意欲」によって、すなわち意志という習

慣からのゲラッセンハイトによって、後者の標榜する端的に一切の意志の外に留まってい

るもの、すなわち思索の本質へと参入する（einlassen）ことができる 10と述べている。さら

に、意志という習慣の放棄もすでに正当なゲラッセンハイト（die rechte Gelassenheit）を持

ち合わせていれば無用である 11とも述べられ、その理由が「それは、ゲラッセンハイトが

意志の領域には属していないからである」 12と明確に示されている。 

注目すべきことは、捨て去るという意味を中核とするゲラッセンハイトが意志の領域に

は属していないということは、捨て去ろうとする意志によって、捨て去ってしまっている

在り方、すなわちゲラッセンハイトが成就されるのではなく、捨て去ろうとする意志を否

定することで捨て去ってしまっている在り方、すなわちゲラッセンハイトに参入すること

（einlassen）が許される（zugelassen）とされていることである。 

このあと「対話」では、ゲラッセンハイトの本質がわれわれにはなお覆蔵されていると

いう事実は、比較的古い時代の思索の巨匠たち（ältere Meister des Denkens）、たとえばマイ

スター・エックハルトにおいても起こっていたように、ゲラッセンハイトでさえもいまだ

意志の領域内で思索される場合がありうるということからも分る 13、とされている。 

意志の領域内で思索されるゲラッセンハイトの例としては、罪のある我欲を捨て去ると

 
6 Vgl. a. a. O. S.25. 
7 Vgl. a. a. O. S.26. 
8 Vgl. Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Band 77, Feldweg-Gespräche 1944/45, herausgegeben von Ingrid Schüßler, 

Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M., 1995, S.38. 上記の辻村訳の他に麻生健、クラウス・オピリーク訳

『ハイデッガー全集第 77 巻 野の道での会話』創文社、2001 年、142 頁も参照した。  
9 Vgl. Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Band 77, Feldweg-Gespräche 1944/45, herausgegeben von Ingrid Schüßler, 

Vittorio Klostermann, Frankfurt a.M., 1995, S.39. 
10 Vgl. a. a. O. S.39. 
11 Vgl. a. a. O. S.40. 
12 Vgl. a. a. O. S.41. 
13 Vgl. a. a. O. S.42. 
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か、神的意志のために我意を放棄するというような信仰上の在り方が挙げられている 14。 

すなわち従来の理解に従って、思索をある種の表象することと捉える場合には、ゲラッ

センハイトは思索といかなるかかわりも持たない 15ものであるとされるのである。 

「対話」中のエックハルトに関する記述に到達したところで、エックハルトがゲラッセ

ンハイトをどのように捉えていたかという本題にここですぐさま入るべきであるのだが、

すぐにはそうできないテキスト上の問題がある。 

ゲラッセンハイトに関しては理想社版訳書の注でも、「この語（Gelassenheit）は中世のド

イツ神秘主義、就中マイスター・エックハルトへの連想を持って語られていると思われ

る」  

16とあり、一般にこの語はエックハルトの根本語として彼のドイツ語著作の中で縦横

に展開がなされていると思われがちであるが、エックハルトの著作中では、捨て去るとい

う意味で lâzen（lassen）という動詞は現在形でも完了形でも随所で用いられているにもか

かわらず、gelâzenheit（Gelassenheit）という名詞形では最初期の著作である『教導講話』の

中のしかもただ一カ所で確認出来るだけである 17。その箇所でも「真なる離脱あるいはゲ

ラッセンハイト」と、離脱（abegescheidenheit）を言い換えた仕方で語られているにすぎな

い。 

「捨て去る」ということをラディカルに問題とするエックハルトの思索は「離脱」とい

う概念を用いて神学領域の全射程を視野に入れた上で、多様な仕方で展開されており、『離

脱について』（Von abegescheidenheit）という独立した論述（Traktat）もあるほどである。 

そうしたエックハルトの根本語 abegescheidenheit （Abgeschiedenheit）ではなく、エック

ハルトではほとんど使われていない Gelassenheit（gelâzenheit）という術語の方をあえてハ

イデッガーは、自らの思索にふさわしい思索の巨匠たちの「古語」として採用していると

いうことになる 18。 

 
14 Vgl. a. a. O. S.42. 
15 Vgl. a. a. O. S.42. 
16 辻村公一訳『放下』、理想社、1967 年、34 頁。ヨハネス・タウラーの説教の中では語形 gelossenheit
として頻繁に使用されている根本語の一つであり通常「放念」の訳語が用いられている。 

17 Die rede der underscheidunge（以下 RdU と略）21. DWV, 283,8. エックハルトのテキストは Meister 
Eckhart, Die deutschen und lateinischen Werke, hrsg. im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Stuttgart, 1936 ff. を使用（Deutsche Werke=DW, Lateinische Werke=LW）。節番号はこれに従い、DW, 
LW の巻、頁、行を示した。略は以下の如し。In Eccli: Sermones et lectiones super Ecclesiastici c.24, 23-
31, In Sap.: Expositio libli Sapientiae, In Ioh.: Expositio sancti evangelii secundum Iohannem, Serm.: Sermones, 
Von abegesch.: Von abegescheidenheit  ドイツ語説教は田島照久編訳、岩波文庫『エックハルト説教

集』1990 年を、またラテン語著作は中山善樹訳『エックハルト ラテン語著作集』Ⅰ-Ⅴ、知泉書館、

2008-2012 年から引用した。ただし訳文は適宜変更している。  
18 ただしハイデッガーは、エックハルトの根本語である abegescheidenheit（Abgeschiedenheit）を、ゲ

オルク・トラークルの詩を解釈した論文の中で用いている。以下訳は、亀山健吉、ヘルムート・グ

ロス訳『ハイデッガー全集 12 巻 言葉への途上』創文社、1996 年、に収録された論文「詩における

言葉（1952 年） ―ゲオルク・トゥラークルの詩の論究」、53-55 頁を参照。この論文でハイデッ

ガーは、「魂は地上にあっては余所者である」（Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden.）という詩句

の「余所者」を「der Ab-geschiedene」（世を離れた者）という語に言い換えて解釈し、この旅する

者の心境が「蒼さという心の薄明かり」においてあることを言い、その時を「zur Vesper」（夕べの

祈りのころ）と解している。そして「では、この夕べは、蒼き魂の暗いさすらいの旅路をどこに連

れてゆこうとするのか？」と問い、「die Abgeschiedenheit」（人里離れた寂寥の境、亀山訳 55 頁）

という場所だと言い、ハイデガーはこの地こそが詩人トラークルの詩境の場所である、という解釈

をしている。以上の資料情報は関口浩氏よりご教授いただいたものである。お教え頂いた箇所を見
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その理由の一半としては、Gelassenheit が「落ち着き、平静、沈着」を意味する日常語で

あることが挙げられるであろう。さらに Gelassenheit に関して einlassen や zulassen が頻繁

に使用されていることから、ge が元来「集合・共同・完全」の意を持つ Präfix であること

を考え合わせると、Ge-lassen-heit とは語義とは別に、lassen という動詞を元とした einlassen

や zulassen さらに ablassen、fallenlassen 等の、いわば lassen 型動詞の集合態であるというこ

とを暗に表示する、一種の記号として受け取ることも可能であるかもしれない。 

いずれにせよ、「しかしながら彼（マイスター・エックハルト）からは多くの良きものを

学ぶことが出来る」 19と語るハイデッガーがどのようなことをエックハルトから学んだの

かを推測するためには、エックハルトに gelâzenheit に関する直接的な言説が無い限り、

gelâzenheit に換言された当の「離脱」をめぐるエックハルトの思索を見ていく他はないで

あろう。 

ハイデッガーがゲラッセンハイトに関して語っている事項、たとえば、ゲラッセンハイ

トは意志の境域には属していないとか、ゲラッセンハイトは思索と没交渉であるというこ

とが、「離脱」をめぐるエックハルトの教説でも主張されているからである。 

 

 

１．離脱とはとらわれず（ledic）にあること 
 

まず理想社版『放下』の「対話」中でエックハルトの名が登場した際に、先程引用した

箇所につけられた「注 12」（辻村訳注）を手がかりにして離脱の教説とは何かを見ていく

ことにしたい。訳注で引用されている最初期のドイツ語著作『教導講話』の中の言葉は、

「まず第一に自分自身を捨て去る（lâzen）べきである。そうすれば一切のものを捨て去っ

たのである」 20、というものだが、実はこの後には次のような文言が続いている。 

 

確かに、もし人が自分自身を捨て去るならば、たとえその際その人が富であれ、名誉であれ、何

であろうと何を所持しようとも、その人は一切のものを捨て去ったのである 21。 

 

自分自身を捨て去るならば、どんな外的所有状況に身を置いていたとしても、一切を捨

て去っていることになる、という主張である。 

この言葉には、「諸事物に対するゲラッセンハイト」という在り方が受容と拒絶とを両義

的に担保するものであるというハイデッガーのコンセプトと照応するものが確認される。 

このような思惟のコンテクストに沿って「自分自身を捨て去ってしまっている」ことを

エックハルトは「離脱」と名づけるのである。「ドイツ語説教 53」（以下 Pr.53 と略）では

 
ると、「その向かう場所とは、すべての他の者が来たり一堂に会し、保護され、新しき門出のため

に守られているところを指す」（亀山訳 54 頁）とあり、エックハルトの「始原」（principium）で

ある離脱と響き合うものがある。  
19 Vgl. Martin Heidegger, Gesamtausgabe, Band 77, S.42. 
20 RdU3, DWV, 194,3-4.:Er sol sich selber lâzen ze dem êrsten, sô hât er alliu dinc gelâzen.  
21 RdU3, DWV, 194,6-8.:Jâ, und læzet der mensche sich selber, swaz er denne beheltet, ez sî rîchtuom oder êre 

oder swaz daz sî, sô hât er alliu dinc gelâzen. 
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次のような簡潔な定義が与えられている。 

 

わたしは説教するとき〔まず〕、人間は自分自身と一切のものにとらわれない（ledic）ようになる

ように（werde）と、離脱についていつも語ることにしている 22。 

 

ここでは捨て去る（lâzen）に換えて、とらわれずにある（ledic）という在り方で離脱が説

明されていることが重要である。捨て去るのではなく、そのままにして、それにとらわれ

ずにある在り方が語られているからである。離脱について語ることをエックハルトがとり

わけ重視する理由が、論述『離脱について』の冒頭で次のように示されている。 

 

わたしは多くの書物を読んできた。異教の師たちの書いたものも、預言者たちのものも、旧約聖

書も、新約聖書も。わたしが真剣に全力を傾けて捜し求めたのは、どれが最高にして最善の徳（diu 

hœhste und diu beste tugent）であるか、すなわち、人を神に最もよく、最も近く結びつけ、恩恵（gnâde）

により人を神の本来の姿と同じものにすることができるような徳とはどのようなものであるのか、

神が被造物を創造する以前、人と神との間にいかなる区別もなかったとき、神の内にあるその自

分自身の〔原〕像（bild）と最も近くなるためにはどんな徳によればよいのかを捜し求めたのであ

る。わたしの知性がなし得るかぎり、認識し得るかぎり、あらゆる書物を徹底的に探求した結果、

わたしがそこに見つけたのは、純粋な離脱（daz lûteriu abegescheidenheit）はあらゆる徳を凌ぐとい

うことに他ならなかった。なぜならば、他のすべての徳が被造物に対して何らかの意図を持って

いるのに対して、離脱はあらゆる被造物にとらわれていない（ledic aller crêatûren）からである 23。  

 

離脱が「人間を神の本来の姿と同じものにする」と述べられているが、「人間が神に似たも

のとして完成する」、ということをギリシア教父以来の東方教会の思想伝統では、「テオー

シス」（θέωσις, theosis, 人間神化）と呼び慣わしてきた。 

西方ラテン教会に属するエックハルトも思想面ではこの伝統上に位置づけられると考

えられる。エックハルトの全思索をどのような思惟伝統に位置づけるかはこれまで、アリ

ストテレス、アウグスティヌス、トマス、フライベルクのディートリヒ、アルベルトゥス

学派、新プラトン主義、ユダヤ教のマイモニデスやイスラームのアヴィケンナ等々の影響

が指摘され詳細な研究がなされてはきたが、東方教会の思想伝統である「テオーシス」（人

間神化）思想 24に位置づけるという試みはなされてこなかったと言える。離脱の教説がエ
 

22 Pr.53, DWII, 528,5-6.:Swenne ich predige, sô pflige ich ze sprechenne von abegescheidenheit und daz der 
mensche ledic werde sin selbes und aller dinge. 

23 Von abegesch., DWV, 400,2-401,7.:Ich hân der geschrift vil gelesen, beidiu von den heidenischen meistern 
und von den wîssagen und von der alten und niuwen ê, und hân mit ernste und mit ganzem vlîze gesuochet, 
welhiu diu hœhste und diu beste tugent sî, da mite der mensche sich ze gote allermeist und aller næhest gevüegen 
müge und mit der der mensche von gnâden werden müge, daz got ist von natûre, und dâ mite der mensche aller 
glîchest stande dem bilde, als er in gote was, in dem zwischen im und gote kein underscheit was, ê daz got die 
crêatûre geschuof. Und sô ich alle die geschrift durchgründe, als verre mîn Vernunft erziugen und bekennen 
mac, sô envinde ich niht anders, wan daz lûteriu abegescheidenheit ob allen dingen sî, wan alle tugende hânt 
etwaz ûfsehennes ûf die crêatûre, sô stât abegescheidenheit ledic aller crêatûren. 

24 「テオーシス」（人間神化）思想に関しては、田島・阿部編『テオーシス ―東方・西方教会に

おける人間神化思想の伝統』教友社、2018 年、を参照のこと。執筆者 15 名による東西キリスト教

教会における代表的 15 人の思想家のテオーシス思想の集大成の書。  
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ックハルトの中心思想である「魂の内における神の〔子の〕誕生」と表裏をなしている事

態を見極めるためにも「テオーシス」（人間神化）思想との関係のアウトラインだけでも以

下確認しておきたい。 

 

 

２．テオーシス（人間神化思想）とミィスティーク（神秘思想） 
 

1）「神の像」と「神の似姿」 
キリスト教における人間存在理解の出発点は旧約聖書「創世記」の次の箇所の記述にあ

るとされている。「神は言われた。『我々にかたどり、我々に似せて、人を造ろう』」（1・26）。 

紀元三、 四世紀の初期ギリシア教父たちはこの章句のうちに、人間以外の被造物を造っ

たときの神の言葉の命法とその成就を表す形式「……せよ。そのようになった」とはまっ

たく異なる意志を見ようとした。すなわちギリシア教父たちは「かたどり、 似せる」とい

う二度繰り返されている二詞一義の言葉を、「像」（εἰκών, imago）と「似姿」（ὁµοίωσις, 

similitudo）という二つの用語を用いて、人間の本質が「神の像」、「神の似姿」であると解

釈し、これを人間存在理解の出発点としたのである。 

この際きわめて興味深いことは、「神の像」と「神の似姿」とを異なった意味づけによっ

て分けて理解しようとしたことである。教父たちの一般的な了解では、「神の像」とは、神

の不断の呼びかけに答えることのできる、他の被造物にはない、人間の知性と自由意志の

存在論的・霊的原理を意味し、「似姿」とは人間が最終的に到達すべき理想的な姿とされて

きた。人間は神に由来する知性と自由意志によって神の呼びかけをうけとめ、神へと向か

い、最終的には神の似姿を成就すべき存在として創造されたのであると、「創世記」の言葉

から教父たちは理解したのである。 

人間とは「神の像」にかたどって造られ、そのことによって「神の似姿」を成就すべき

未完な存在として、常に神への途上に置かれている。その意味で神へと帰還する動性は被

造物の本質的構造契機であることになる。  

さらに「ペトロの手紙二」（2・3-4）に依拠して、「神の似姿」は「神の本性にあずかるこ

と」で成就されるものであるという確信が生まれたのである。人間は神の本性にあずかる

ことによって神化を遂げ、神の似姿を成就する、このことこそ人間が創造されたことの理

由であると教父たちは受けとめていった。 

さらにこうした理解に「コロサイの信徒への手紙」（1・15）にある「御子は見えない神

の姿であり、すべてのものが造られる前に生まれた方です」という章句の理解から、イエ

ス・キリストこそが神の像を刻まれた人間の、その原型的範型であると受けとられていく

ことになる。 

 

2）人間は「神の像」の「像」 
エイレナイオス（ca.130/140-ca.200）は次のように語る。「神は、神の像として人間を造っ

た（創 9・6）。この像は神の御子であり、この御子の像によって人間は造られたのである」。  
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すなわち人間は、神の像であるイエス・キリストの像、つまり神の像の像であるという

理解の伝統が形成されていくのである。その理解の典拠の一つが、「ヨハネによる福音書」

冒頭「初めに言（ロゴス）があった。言は神と共にあった。言は神であった。この言は、

初めに神と共にあった。万物は言によって成った。成ったもので、言葉によらずに成った

ものは何一つなかった」（1・1-3）、という箇所である。 

この箇所に依拠してキリストは万物が創造されるときの範型としてのロゴスとして、す

なわち万物創造の範型的原因として受けとられたのである。万物創造の範型的原因として

の神のロゴスが受肉した、「見えない神の姿」の現前・現在がイエス・キリストであり、神

の独り子であるキリストこそが人間の原型的範型、成就すべき神の似姿であると受け取ら

れる信仰の伝統が形成されていった。 

「テオーシス」（人間神化）思想はそれぞれの教父たちによって様々な観点から独自に展

開されてきたが、神の似像として自己を完成させようとするこの伝統は、証聖者マクシモ

ス（ca.580-662）やグレゴリオス・パラマス（ca.1296-1359）などを通じて東方正教会の教義

として現在に至るまで保持されている。 

「テオーシス」（人間神化）思想の持つ特徴は、神の受肉と人間の神化を「聖なる交換」

として結びつけ、受肉を人間神化のための目的論的範型と受け取る点にある。その際に古

来より権威として持ち出されてきたのがアタナシオス（ca.295-373）の次の言葉である。 

 

神のロゴスが人間となった（人間のうちに宿った）（ἐνανθρώπησεν）のは、われわれが神になる

（神に与らしめられる）（θεοποιηθῶµεν）ためである 25。 

 

以上概観したように「人間神化」（テオーシス）とは「神に似ること」、神の似像の成就を

意味し、ギリシア教父たちにとっては、神に似る者になることこそが人間の目指す究極の

在り方であった。 

 

3）ミィスティーク（神秘思想） 
他方、西方教会すなわちローマ・カトリック教会には、「神秘主義」（Mystik）の名をもっ

て呼ばれている一連の思想形態がある。例えば「ドイツ神秘主義」、「スペイン神秘主義」

等の名で呼ばれてきた思惟の伝統である。これらはカトリック教会の歴史の中では、その

命名の仕方からも分かるように一種特異な例外的思想群と見なされてきた。 

「神秘主義」（Mystik）という命名は、特殊な神秘家の言説または体験というニュアンス

を持った枠組みでのいわば「名指し言葉」といえるものであって、この「名指し言葉」は

どの時代においてもつねに「他称」であり、さらに時代時代で「神秘」の持つ内実が何に

対向してそう語られているか流動的のみならず、「名指し言葉」であることからその指し示

す対象が限りなく広範なものとなりかねない傾向がある。 

もし Mystik を神と人間の一致、合一（unio）と定義しても、そういった境位を Mystik（神

 
25 谷隆一郎著『人間と宇宙的神化 ―証聖者マクシモスにおける自然・本性のダイナミズムをめぐ

って』知泉書館、2009 年、258 頁。 
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秘主義）と名づける正当性を当該の思想家の著作の中で担保することはできないであろう。

少なくとも「ドイツ神秘主義」の名で呼ばれているエックハルトの思想においてはそうで

ある。それどころかこの「他称」である「名指し言葉」が暗に仄めかしている「神秘的体

験」なるものは彼の著作中で一度たりとも語られていないのである。 

しかも「ドイツ神秘主義」と名づけられたマイスター・エックハルトの「魂の内におけ

る神〔の子〕の誕生」教説のモチーフは、ギリシア教父オリゲネスの言説にまで遡るもの

である 26。 

以下見るように、エックハルトは、神が人となったのは、わたしが同じ神として生まれ

るためであると語り、受肉を人間神化のための目的論的範型と受け取る点で、ギリシア教

父のエイレナイオス、アタナシオスと軌を一にしている。その意味でも決して孤立した神

秘体験的言説と済ますことのできない本質を有している。 

しかし一旦、彼の「魂における神〔の子〕の誕生」という教説をギリシア教父以来の「テ

オーシス」（人間神化）の思想伝統に照らして見るという観点を手にするならば、神の本性

に与って神に似たものとして人間存在を成就するという基本コンセプトに従って、神との

協働（シュネルギア）、恩恵論、否定の途、神の像（imago Dei）論等々、検討すべき諸観点

が明確に浮かび上がり、テオーシス思想のローマ・カトリック教会における独自な展開の

在り方が浮かび上がってくるのである。 

それゆえ「ドイツ神秘主義」という名称は、時代と場所を特定した思想群という思想史

的な特定機能としてのみ用いることにしたい。これまでに「ドイツ神秘主義」という思想

系列に名を連ねていた諸思想家、特に女性神秘家と名づけられた人々がテオーシス思想の

系列に連なるかどうかは、判定基準も含め改めて精査されるべきであろう。 

 

4）エックハルトのテオーシス思想 
上記のアタナシオスの言葉に代表される、テオーシスに向けた受肉の目的論的理解は、

およそ千年後のエックハルトにおいても次のような言表としてドイツ語説教の中で確認す

ることができる。 

 

神はなぜ人となったのだろうか。それはわたしが同じ神として生まれるためである。わたしが全

世界とすべての被造物とに死するために、神は死んだのである 27。 

 

エックハルトにおいて、テオーシスとはこの引用では、「同じ神として生まれること」を

意味しているが、エックハルトの思惟の文脈に従うならば「魂の内における神の〔子の〕

誕生」として、この伝統は受け継がれていることになる。注目されるのはさらに「神の死」

の目的論的理解が示されていることである。「全世界とすべての被造物とに死する」とは、

これもエックハルトの思惟文脈に照らすならば「魂の離脱」と呼ばれる在り方であり、神

 
26  Vgl. Hugo Rahner, Gottesgeburt. Die Lehre der Kirchenväter von der Geburt Christi im Herzen des 

Gläubigen. In Zeitschrift für katholische Theologie 59(1953), S.113-151. 
27 Pr.29, DWII, 84,1-3.: War umbe ist got mensche worden? Dar umbe, daz ich got geborn würde der selbe. Dar 

umbe ist got gestorben, daz ich sterbe aller der werlt und allen geschaffenen dingen. 
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の〔子の〕誕生 出来
しゅったい

に向けた人間の生き方を説くドイツ語著作固有の教えである。さら

に、「神の誕生と死」とが「わたしのために在る」とされる範型論的理解の枠組みには、「誕

生」・「離脱」両教説が救済論として「恩恵論」の射程内にあることを窺がわせるものがあ

る。 

神の本性に与って（二ペト 1・4）神の似姿を成就するというギリシア教父以来のテオー

シスの伝統は、「恩恵論」を基礎とした上で、「離脱」という在り方に基づき「魂の内にお

ける神〔の子〕の誕生」（Gottesgeburt in der Seele）および「神性への突破」（Durchbruch zur 

Gottheit）の教説 28としてエックハルトにおいては主題化され展開されているのである。 

 

5）ledig（とらわれずにあること）と eigenschaft（我がものとすること） 
先に引用した論述『離脱について』の冒頭箇所では、離脱とは、恩恵により人を神の本

来の姿と同じものにすることができるような徳である、とされていた。 

すなわち、恩恵としてのテオーシスは離脱という最高の徳によって与えられると理解さ

れていることになる。 

「徳とは常に善へと関係づけられている習慣（habitus）である」（Summa Theologiae II-

I,q.55,art.4）というアリストテレス以来の徳理解が中世では一般的であり、その淵源はアリ

ストテレス （「徳とは習慣による完成である」『ニコマコス倫理学』1103a24）にまで遡る。

最高善である神に最も人を近づけるのが枢要徳（virtus cardinalis）とか神学的徳（対神徳

virtus theologica）ではなく、「とらわれない」という一種自己否定を内包する離脱であると

されていることが、ギリシア教父たちのテオーシス思想にはないエックハルトのテオーシ

ス思想における独自性であるといえる。 

神の姿に似たものになるという「テオーシス」は、恩恵論では「神の気に入る者になる」

という「成聖の恩恵」（gratia gratum faciens）と呼ばれるが、エックハルトにおいてこの「成

聖の恩恵」は「われわれの魂の内に神〔の子〕が生まれる」というオリゲネス由来の「誕

生論」の文脈で展開されている。 

さて「離脱とは自己にとらわれないようになること」（ledig werden）であるとされたのを

確認したが、エックハルトはこのとらわれとしての自己という事態を eigenschaft

（Eigenschaft）という語を以って表している。 

「ドイツ語著作集」の編集者である J. クヴィントはこの中高ドイツ語 eigenschaft を Ich-

Bindung すなわち、わたしが結びついていること、と現代ドイツ語訳しているが、例えば、

T. コブッシュなどは、エックハルトにおける「Ich」（わたし）という語が神の主体性を表

すものとしてポジティブな意味を与えられているという観点から、このクヴィントの訳語

を不適切と見なしている 29。 

確かにエックハルトは「出エジプト記」（3・14）の ego sum qui sum の解釈の際に、「わ

 
28 前掲書、『テオーシス』、田島「第 11 章 エックハルトの『魂における神の子の誕生』教説と『神

性への突破』教説」297-333 頁参照のこと。  
29 松澤裕樹「エックハルトの所有論 ―所有からの自由、そして自由な所有へ」、『フィロソフィ

ア』105 号、早稲田大学哲学会、2017 年、162 頁註（5）参照。  



エックハルトにおける離脱の教説（田島照久） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.15 2021 

 

145 
 

たし」（ego）という語は第一人称の代名詞であり、この分離的代名詞 30は純粋の実体を示

すものであるとして、純粋な実体というのは、すべての付帯的で疎遠なものなしにあり、

それはいかなる性質もないものであって、あれこれという形相を持たない、あれとかこれ

とかではない実体のことである、とした上で、しかし、これらは神にのみ適合することで

ある 31、と義解している。「わたし」（ego）という語が純粋な実体という概念と結びつけら

れ、本来の第一義的な用法において神にのみ適用されるべき語である、という解釈がエッ

クハルトにある限り、「我性」という意味を持つ eigenschaft の訳としては Ich-Bindung は適

当ではないという主張はそれなりに理解できるものではある。 

われわれはこの語 eigenschaft を「我がものとすること」と訳してみたい。というのも

eigenschaft とは中世の法律用語として自己の所有である固有財（eigentuom）と密接に関連

した語だからである。離脱とは「我がものとすること」にとらわれないようになること、

ということになる。どういうことであろうか。自分であるという自己認識はこの世界で出

会う自己ならざるもの、つまり他者他物を介して自他弁別的な自己同一意識としてもたら

されるので、「わたしである」ことには「わたしの存在」が他人のものではないことが当然

前提とされている。「わたしがひとりの人間であるということ、そのことは他の人間もまた

同様であるが、……わたしであること、このことはわたし以外のだれにも属すことはな

い」 

32、とエックハルトが言うように通常、「わたしである」という事は、わたしにしか属

さない事態であり、わたしとは自己の固有な（eigen）存在の所有者であるという確信が自

己意識の基礎となっている。しかし「わたしがひとりの人間であるということ、そのこと

は他の人間もまた同様である」と言われているように、「わたしが在る」、「わたしが存在し

ている」という事態に関しては事情が異なる。  

エックハルトには、教皇ヨハネス 22 世の教書『主の耕地にて』（In agro dominico､1329 年）

において異端的言説として断罪された「被造物の無」の教説として有名な次のようなドイ

ツ語説教の言葉が残されている。 

 

すべての被造物はひとつの純然たる無（ein lûter niht）である。すべての被造物はいかなる存在も

持たない、というのもそれらの存在は神の現存にかかっているからである。神がほんの一瞬たり

ともすべての被造物に背を向けるならば、それらは無に帰するであろう 33。 

 

文面からは、すでに「純然たる無」である被造物がさらに「無に帰する」とされ一見不可

解に見えるが、ラテン語著作『シラ書講解』での所論を踏まえると以下のように理解され

る。 

まずエックハルトは既に見たように、「被造物の存在は神の現存にかかっている」、と述

べているので、純粋現実態である神によって、今ある一切の存在するものが現に今在らし

 
30 プリスキアヌス『文法学綱要』第 12 巻第 3 章第 12 節、第 17 巻第 9 章第 56 節参照。  
31 Vgl. In Exod. n.14, LWII, 20,2-7. 
32 Vgl. Pr.28, DWII, 63,3-7. 
33 Pr.4, DWI, 69,8-70,4.: Alle crêatûren sint ein lûter niht. Ich spriche niht, daz sie kleine sîn oder iht sin: sie sint 

ein lûter niht. Swaz niht wesens enhât, daz enist niht. Alle crêatûren hânt kein wesen, wan ir wesen swebet an 
der gegenwerticheit gotes. Kêrte sich got ab allen crêatûren einen ougenblik, sô würden sie ze nihte. 
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められているとする点ではスコラ学一般の理解と変わりはない。異なることは、エックハ

ルトの場合、「被造物が存在する」というときのその「存在」は被造物に分有された、被造

物所有の固有存在とはされずに、瞬間瞬間、この今、神によって無から創造された、その

つど神から貸し渡されている「神所有の存在」であると受け取られていることである 34。

後ほど触れるが、エックハルト思惟の結構をなす「本質的始原論」に基づく「今という瞬

間の現における継続的創造」という理解がその基盤にある。 

つまり個々の被造物を存在せしめているその存在はだれのものかといえば、貸し渡され

たもの、つまり借財である限り、個々の被造物のものではないことは明らかである。その

意味では、被造物を現に在らしめているその存在は固有財という観点からは、純然たる無

ではあるが、しかし創造者と被造物という使用貸借（Leihe）関係に基づいて、被造物はそ

の存在を瞬間瞬間貸し渡されて、その都度現に存在していることになる。それゆえ、神が

もしほんの一瞬たりともすべての被造物に背を向けるならば、それらは無に帰すると述べ

られているのである。 

つまり「被造物が無である」とは、異端審問委員会が危惧したような「神の創造の否定」

につながるものではなく、まさに「神の創造」そのものに基づいたラディカルな被造物理

解であるといえよう。「わたしが存在している」ことがわたしに固有なものであることを暗

黙の前提として成立している、通常のわたしたちの自己同一的意識は、エックハルトの「被

造物の無の教説」に従えば、「神の固有財である存在」を「我がものとすること」によって

成立している「自己」によりもたらされたもの、ということになる。 

このような自己同一性に基づく「わたし」というものは、善き業であれば、自らの固有

な功績、功徳として何でも為し、その業を我がものとする者であり、外見からは聖なる者

と呼ばれるが、しかし内から見るならば愚かなロバである 35、とまで痛烈に批判がなされ

ている。このような「我がものとすること」（eigenschaft）に「とらわれない」（ledic）われ

われの在り方が離脱とされているのである。このことを踏まえた上でさらに eigenschaft と

いうわれわれの在り方の射程が、意志、認識、所有の観点を介していっそう露わにされて

くる。 

 

6）意志からの自由 
「ドイツ語説教 52」は、「マタイ福音書」にある「心の貧しい人々は、幸いである、天の

国はその人たちのものである」という章句を採り上げて離脱の立場から論じた、研究者の

間では「Armutspredigt」（貧しさの説教）とよばれている名高い説教である。 

天の国にふさわしい、精神において貧しき人とは、何も意志せず、何も知らず、何も持

たない人とされ、意志と認識と所有についての貧しさ（清貧）の完成した在り方が提示さ

れている。 

因みに論の柱となる「意志と認識と所有」という三項目は、一人の人間においては、記

 
34 この解釈が導き出されたエックハルトのテキスト上の分析、論考の詳細は以下を参考されたい。

田島著『マイスター・エックハルト研究 ―思惟のトリアーデ構造 esse・reatio・generatio 論』創

文社、1996 年、137-168 頁。  
35 Vgl. Pr.52, DWII, 489,3-4. 
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憶（memoria）・知解（intelligentia）・意志（voluntas）の三つは、三つの生ではなく一つの生

であり、三つの精神ではなく一つの精神である 36、とするアウグスティヌスの人間におけ

る三・一構造の言説に対応して語られたもの、と解釈される。 

説教の中で第一に採り上げられている意志に関する貧しさについてであるが、何も意志

しないとは、自分の意志を否定して、神の意志を満たそうとすることではけっしてないと

されている 37。ハイデッガーが「対話」の中で、たとえばマイスター・エックハルトにお

いても起こっていたように、ゲラッセンハイトでさえもいまだ意志の領域内で思索される

場合がありうるとした上で、その例として、神的意志のために我意を放棄するという在り

方が挙げられていたのが想起される。ここではまさにこの神的意志のための我意の放棄が

否定されているのである。 

なぜならば、そのような人は、神の意志を満たそうとする意志をまだ持っているからで

あり、意志の否定の底に神の意志を意志することがある限り、依然として意志にとらわれ

た在り方であることに変わりがないとされるからである。 

 

永遠なる真理にかけてわたしは言うが、あなたがたが神の意志を満たそうとする意志を持ち、永

遠と神とを求める欲求を持っているかぎり、あなたがたはけっして貧しいことにはならないので

ある。なぜならば、何も意志せず、何も求めない人だけが貧しき人だからである 38。 

 

神の意志に従う目的で自己の意志を否定しようとする意志は、紛れもなく自己の意志であ

り、否定的意志であろうともそこに目的論的指向性があるかぎり、意志において貧しい在

り方では決してないとされる。この「自分自身の意志および神の意志にもとらわれない貧

しさ」をエックハルトは「至高の貧しさ」（die höchste Armut）と名づけている。 

 

7）作動因と目的因との沈黙における「子の誕生」 
問題点 

しかしここで面倒な問題にわれわれは出会うこととなる。「神の意志を満たそうとする

意志をわたしが持つ」ということは、恩恵に対する自由意志による同意の問題として、ま

た徳の実践における神との協働（συνεργία, cooperatio）の問題としてテオーシス思想にお

いては古来より重要視されてきた神学上の事柄だからである。 

神の意志に自由意志により同意するという神との協働をエックハルトが否定するなら

ば、その理由と根拠とが示されなければならない。 

沈黙と離脱 
この問題を考えるために、ラテン語著作『知恵の書注解』のエックハルトの言説を見て

いきたいと思う。注解対象である旧約聖書箇所は、「沈黙の静けさがすべてを包み、夜が速

 
36 アウグスティヌス著、中沢宣夫訳『三位一体論』第 10 巻第 11 章 18、東京大学出版会、2002 年、

292 頁参照。  
37 Vgl. Pr.52, DWII, 491,3-6. 
38 Pr.52, DWII, 491,9-492,2.: Wan ich sage iu bî der êwigen wârheit: als lange als ir willen hât, ze ervüllenne den 

willen gotes, und begerunge hât der êwicheit und gotes, als lange ensît ir niht arm; wan daz ist ein arm mensche, 
der niht enwil und niht enbegert. 
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やかな歩みで半ばに達したとき、あなたの全能の言葉は天の王座から地に下った」（知恵の

書 18・14-15）、というものである。 

エックハルトは、「沈黙の静けさ」（quietum silentium）がすべてのものを包まなければな

らないのは、神である言葉が、精神のうちへと、恩恵によって到来し、子が魂のうちで生

まれるためであると説く 39。 

「あなたの全能の言葉は天の王座から地に下った」という「知恵の書」の言葉をエック

ハルトは、神である言葉が、精神のうちへと到来すること、すなわち「魂の内における神

〔の子〕の誕生」と捉え、そのためには「沈黙の静けさがすべてを包み込む」ことが必要

であると解釈するのである。この「沈黙の静けさがすべてを包み込む」ということが「離

脱の教説」と結びついてくる。 

では、なぜ「沈黙の静けさ」がすべてのものを包まなければならないとされるのか。そ

の理由を、人間の魂は「神の像」に向けて（ad imaginem dei）創られているからであり、さ

らに「像」（imago）であるならば、像という概念の有する固有性から、作動因と目的因と

の沈黙におけるある種の形相的産出（formalis productio）がそこにはあることになるからで

ある 40、と語られている。 

範型論の枠組み 
以上の短い言説から沈黙の理由を読み取るわけであるが、この言説では、「子の誕生論」

が、範型論 41の中に持ち込まれ、二通りの「範型 exemplar と像 imago の枠組み」の中で考

察されていることが分る。 

一つ目の範型論的枠組みとは、子と父との関係を読み取る枠組みであり、二つ目の範型

論枠組みとは、神と魂との関係を読み取る枠組みであるといえる。 

第一の神学上の範型論的枠組みとは、「御子は見えない神の姿である」（コロサイ 1・15）

という章句が典拠とされ、ここから子であるキリストは範型である父の像であるとされる、

三・一神論における父・子の範型論的枠組みである。 

エックハルトは、範型論の有する像概念の固有性に則って、像（imago）はそれが像であ

るかぎり（in quantum imago est）、像であることの全存在を、像の基体（主体）（subiectum、

Träger）から受け取るのではなく、その全存在を、それがその像であるところの対象（客体）

（obiectum, Gegenstand）から受け取る 42、と理解する。 

こうした範型論的像理解に当てはめれば、キリストは子であることを、つまり像である

ことの子性（filiatio, Sohnschaft）の全存在をキリストの基体である人間存在から受け取って

いるのではなく、範型である父から受け取っていて、そこでは一義的な神的本性の授受が

あるということになる。 

「ラテン語説教 49-2」の内で、像とは本来的には、範型からの純粋で露なまったき本質

の単一の流出であり、形相的な注ぎ移し（emanatio simplex, formalis transfusiva totius essentiae 
 

39 Vgl. In Sap. n.283, LWII, 615,10-11. 
40 Vgl. In Sap. n.283, LWII, 615,11-616,2. 
41 ここで謂う範型論（Exemplarismus）とは、原像‐写像関係、オリジナル‐コピー関係、手本‐模

倣関係に見られる関係であり、エックハルトの思索の根本結構を形成している。『ヨハネ福音書注

解』の中で（23 節-26 節）エックハルトは範型論の 9 つの特徴に言及している。  
42 Vgl. In Ioh. n.23, LWIII, 19,5-6. 
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purae nudae）であって、形而上学者は、作動因と目的因を度外視して考察する、と説明さ

れている 43。 

この産出は、最も内奥からの流出であり、それゆえ、すべての外的なものは沈黙し、排

除されているのであるとされる 44。 

作動因と目的因は外的原因であり、範型からの像の誕生は内的原因である形相因のみが

関わっているとされている。それゆえ先に語られたように、像である子の誕生は作動因と

目的因との沈黙におけるある種の形相的流出であると理解されているわけである。 

次に二つ目の、神と人間の魂との範型論的枠組みということであるが、エックハルトも

述べていた様に、人間は「神の像」そのものではなく、「神の像に向けて（ad imaginem dei）」

創られた、いわば神の像の像である、というエイレナイオスなどが主張した伝統的理解を

踏まえて、魂とは「神の像」（imago dei）を「範型」（exemplar）とした「像」（imago）であ

ると理解されていることになる。 

この神の像の像という二重の畳み込まれた範型関係から、「神における誕生」と「魂にお

ける誕生」という二つの誕生そのものの間にも範型論的関係が持ち込まれてくる。 

「魂における神の子の誕生」は「神におけるペルソナ的発出である父から子の誕生」を

範型として 出来
しゅったい

すべき像の関係にあるという理解である。 

範型である「神における子の誕生」が、作動因と目的因との沈黙を前提として生起して

いる、ということである以上、像の関係にある「魂における神〔の子〕の誕生」という出

来事においても、作動因と目的因との沈黙が前提とされているのだということが、「範型論

の有する像概念の固有性から」帰結されることになる。 

キリスト教的徳論一般からすれば、作動因と目的因の相互連関とは「～のために～をす

る」ということであり、「魂における神〔の子〕の誕生」の生起のために、有徳な行為をす

ることは十分、徳論に適ったことであるはずである。それに反して、作動因と目的因とが

沈黙したときはじめて「魂における神〔の子〕の誕生」が生起すると、あたかも有徳な行

為が障害であるかの如くに、その無効性が告げられているのである。その根拠と理由が当

然問われなくてはならないことになる。  

 

8）エックハルトの恩恵論 
端的に言えばそれは、「魂における子の誕生」がまさに「成聖の恩恵」であるということ

に依っている。恩恵とは何であろうか。 

「ラテン語説教 25-1」の中で、被造物における神のすべての業が恩恵であり、恩恵とは、

神のみの行為ないし賜物のことである 45、と述べられたあと、恩恵（gratia）とは、gratis に

与えられたものと言われているものであり、その際に、gratis とは「無償で」と副詞的に言

われているのか、ないしは「神に気に入られた人々に」と名詞的に言われているかのどち

らかである 46と文法的説明がなされている。 

 
43 Vgl. Serm. XLIX, 2, n.511, LWIV, 425,14-426,2. 
44 Vgl. Serm. XLIX, 2, n.511, LWIV, 426,2-4. 
45 Vgl. Serm. XXV, 1, n.257, LWIV, 235,2-3.  
46 Vgl. Serm. XXV, 1, n.258, LWIV, 235,5. 
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したがって第一の恩恵は、普通の意味においては、無償で、すなわち功徳（meritum）な

しに与えられる恩恵のことであり、第二の恩恵は、人を神に気に入られる者にする（gratum 

faciens）恩恵のことであるとされる 47。第一の恩恵は、善き者にも悪しき者にも、また人

間以外のすべての被造物にも共通に与えられているものであり、第二の恩恵は、知性認識

する者、すなわち人間の善き者である者にのみ固有のものである 48と説明されている。 

以上の説明は伝統的な恩恵理解に沿ったものであると言える。しかしながらエックハル

トはさらに一歩さらに先鋭化された恩恵理解に踏み込んでいく。 

まず、第一の恩恵とは、神からのある種の流出、あるいは出てくることのうちに存立す

るのであり、第二の恩恵とは、神自身のうちへのある種の還帰あるいは帰って行くことの

うちに存立しているのである 49、と語られる。 

このように、第一の恩恵が神の創造に関わるものであるのに対し、第二の恩恵とは神へ

の帰還に関わるものであるということがつけ加えられる。その上で、第一の恩恵のみなら

ず、神への帰還である第二の恩恵、すなわち人を神に気に入られる者にする恩恵である「成

聖の恩恵」も恩恵である限り、第一の恩恵同様、神のみに由来しているものとして、その

本性から、功徳なしに与えられるものとされるのである。すなわち無償で、いかなるもの

も代償としないで、それへと準備する媒介なしに与えられるものである 50、と理解されて

くるのである。 

「第一のもの」である神は、『原因論』（第 21 命題第 20 節）において言われているよう

に、「それ自身によって豊かなもの」であって、与えることはあっても何らかのものを受け

取ることはけっしてないからである 51、と無償である理由が説明されている。 

以上をまとめると、「成聖の恩恵」をエックハルトは次のように理解していることになる。 

恩恵の働きを受けるものは、自らの本性すべてを上位のものである働きかけるものから、

自らの働きの「功徳、功績」（meritum）なしに、gratis つまり無償で、純粋な恩恵（mera gratia）

として受け取る 52。それゆえに、いかなる有徳な行為も「功徳、功績」としてはそこに介

在する余地がないということになる。 

先程面倒な問題として保留しておいた、恩恵に対する自由意志による同意の問題に戻る

ことにしたい。つまり神の意志に従う目的で自己の意志を否定しようとする意志は自由意

志による同意として、神との協働を意味する伝統的なわれわれの在り方とされてきたにも

かかわらず、エックハルトにおいては否定されていることの理由とその根拠である。この

「自分自身の意志および神の意志にもとらわれない貧しさ」すなわち「至高の貧しさ」（die 

höchste Armut）が説かれる根拠が何であるかという問題である。 

見てきたように、本来、恩恵は無償で与えられるものであるということ、それが根拠と

なるものである。 

神の意志に同意するわたしの意志が否定される理由は、同意するわたしの意志もなお神

 
47 Vgl. Serm. XXV, 1, n.258, LWIV, 235,6-7. 
48 Vgl. Serm. XXV, 1, n.258, LWIV, 235,7-8. 
49 Vgl. Serm. XXV, 1, n.259, LWIV, 237,1-2. 
50 Vgl. Serm. XXV, 1, n.259, LWIV, 237,4-5. 
51 Vgl. In Sap. n.272, LWII, 602,4-6. 
52 Vgl. In Ioh. n.182, LWIII, 150,5-9. 
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を「我がものとすること」の最後の残滓である功徳・功績と見なされているからである。

エックハルトは「いかなる被造的なものも､恩恵に向けては共に働くということ（cooperor）

はないからである」 53と言い切る。 

神の意志に同意するわたしの意志も依然として「被造的なもの」だからである。「成聖の

恩恵」である「魂の内における神〔の子〕の誕生」にはいかなる有徳な行為も媒介（medium）

として介在する余地はない。「その理由は、恩恵とはその本性からして、功徳なしに与えら

れるもの、無償で、いかなるものも代償としないで、それへと準備する媒介なしに与えら

れるものであるからである」 54とエックハルトは受け止めるのである。 

 

9）「わたしの花は実である」（シラ書 24・23） 
ここで改めて問題となるのは、では有徳な行為は意味がないのか、それ自身「功徳・功

績」としてその報い・報償を持たないのか、という徳論の本質に関わる問題である。エッ

クハルトはどう理解しているのであろうか。 

ラテン語著作『シラ書講解』の中で「わたしの花は実である」（シラ書 24・23）という章

句が採り上げられ注解されているが、そこでは、有徳的な人にとっては、まさにその有徳

的に働くということ自体が実なのであり、徳と善とは働きのうちに存する、と述べられて

いる 55。 

つまり有徳な人が働くとき、その働きが功徳・功績の花として、その花が結実して､その

結果、はじめて徳や善という報い・報償が顕れ出る、というのではなく、その花である働

き自体が実であり、その功徳・功績である有徳な働き自体が報い・報償なのであるとされ

ているのである。働きは働きのために存在するのであって、有徳な働きは、その働きによ

ってもたらされる結果が目的ではないということが語られている。功徳・功績と報い・報

酬とは同一であるという知恵の告知がなされていると言える。 

「働きは働きのために存在する」という「目的と行為の同一」の事態を、エックハルト

はドイツ語で âne warumbe「何故なし」と呼び、自分自身の根底から働く、真理を得た人 56

の行為、すなわち離脱に立った者のなす働きであると述べている。 

この「何故なし」の行為は「神のため」という「何故」をも撥無する、先に採り上げた

「至高の貧しさ」に基づいた行為ということになるが、なぜ「神のため」が否定されるの

か、その理由が先程見た「貧しさの説教」の中で次のような喩えで述べられている。 

 

わたしがいまだわたしの第一原因のうちにあったとき、わたしは神を持つことはなく、そこでは

わたしがわたし自身の原因であった。わたしは何も意志せず、何も求めることがなかった。……

なぜならば、被造物が存在する以前には、神はまだ「神」ではなく、むしろ神は、神があったと

ころのもの、であったからである。被造物が生じ、その被造的存在を受けいれたときに、神は、

 
53 Serm. XXV, n.255, LW, 233,8.: (…), quia nihil ereatum cooperatur ad illam. 
54 Serm. 25, n.259, LWIV, 237,4-5.: Ratio, quia gratia est ex sui natura quod datur sine meritis, datur gratis, pro 

nihilo, sine medio disponente. 
55 Vgl. In Eccli. n.22, LWII, 249,6-7. 
56 Vgl. Pr.5b, DWI, 92,4. 



エックハルトにおける離脱の教説（田島照久） 
ⓒ Heidegger-Forum vol.15 2021 

 

152 
 

神自身においてではなく、被造物において、神となったのである 57。  

 

つまり「自分自身の根底から働く、真理を得た人」とは、わたしがいまだ存在していなか

った第一原因の内にあるときのような、被造的な意志にとらわれることのない在り方であ

る、ということが述べられている。「第一原因の内にあるときのような在り方」という喩え

を理解するためには、エックハルトの主著『ヨハネ福音書注解』で展開されている「本質

的始原論」なるものを知る必要がある。 

 

10）本質的始原論 
概観すると、エックハルトは「ヨハネ福音書」冒頭の「初めに言があった」という記述

の「初め」と「創世記」冒頭の「初めに、神は天地を創造した」という記述の「初め」と

は同一の「初め」すなわち「始原」であるとして、この「始原」においてロゴス（子）が

誕生し、世界が創造された、と聖書は記していると解釈する。 

その上で、「ヨハネ福音書」の「始原」に関する記述の考察から、エックハルトは「本質

的始原論」（die Lehre von principium essentiale）と呼ばれている論を展開している。 

まず、「始原」を定義して、その内においてロゴス、すなわち理念（ratio）が存在してい

る始原とは、その結果を（始原から生みだされたものを）より卓越した様態であらかじめ

有している本質的に働くものであり、その原因性がその結果のすべての種に及んでいるも

のである 58、とする。理念（ratio）を持つのは知性であるので、それゆえにそうした純粋

な知性である始原の内では、始原から生み出されたものは、卓越したあり方で先在してい

ることになり、始原の内では始原と同時的（coaevus、神的なものに関しては同永遠的

coaeternus）である 59とされる。 

この「本質的始原論」の観点からは、「わたし」、つまり「始原から生み出されたもの」

としての「わたし」は、神に対して被造物であるが、その第一原因である「始原」におい

て「わたし」は、結果である被造物より卓越した様態で先在し、神と被造物の区別さえな

いことになるので、先の引用の如く、そこでは、わたしは神を持つことはなく、わたしが

わたし自身の原因であったことになる。 

神とすべてのものとにとらわれることなくあったという事態を、あえて非被造的な意志

という観点を立てて語れば、わたしが意志したものはわたしであった。そしてわたしであ

ったものは、わたしが意志したものであった、という一種のトートロジー的仕方でしか語

られない境位であることになる。 

こういった言表は、「本質的始原論」を踏まえた上で、その神学的内容が説教の言語でも

って、エックハルトの謂う moraliter（道徳的）に語られたものであるので、確認すべきこ

とは、第一原因とされる始原において神学的に要請される存在様態を喩えとして説明され

 
57 Pr.52, DWI, 492,3-493,2.: Dô ich stuont in mîner ersten sache, dô enhâte ich keinen got, und dô was ich sache 

mîn selbes; dô enwolte ich niht, noch enbegerte ich niht,（…）wan ê die crêatûren wâren, dô enwas got niht ’
got’ , mer: er was, daz er was. Aber dô die crêatûren gewurden und sie enpfiengen ir geschaffen wesen, dô 
enwas got niht ’got’, in im selben, mêr: er was’got’, in den crêatûren. 

58 Vgl. In Ioh. n.31, LWIII, 25,8-10. 
59 Vgl. In Ioh. n.38, LWIII, 32,14-15. 
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ている「わたしの在り方」とはいったい何かということである。 

この喩えでもって語られている境位こそが「離脱」という在り方に他ならない。離脱は、

端的に言えば神もわたしも無差別な「一」が現出した精神の境地、境涯であるということ

になる。 

論述『離脱について』の中で、離脱は「神と一つ姿であること」（einförmicheit mit gote） 

60

とも語られている。 

 

11）離脱と恩恵の同一 
エックハルトは『ヨハネ福音書注解』の中で、「主よ、わたしたちに父をお示しください。

そうすれば満足できます」（ヨハ 14・8）という聖書箇所を典拠として、人間に「永遠の生

命」（vita aeterna）「至福の満足」（sufficientia beatitudinis）をもたらすものは、「父性的神性の

認識」（cognitio deitatis paternae）である 61と語る。 

この父性的神性とは神の「一性」（unitas）に他ならないとされ 62、「子以外のだれも父を

知る者はいない」（マタ 11・27）という聖書箇所に依拠して、至福をもたらす「父性的神性

の認識」がわたしたちにおいて成立するのは、わたしたちが父に対して子の関係に立つ以

外にはない 63とされる。 

ここから「神の子の誕生教説」が説かれるのであるが、すでに見たように、離脱という

在り方が精神における一性の現出・顕現であるならば、離脱とはわたしが子として、父を

つまり父の神的本性である一性（unitas）を認識している在り方そのものを語るものである

ということになる。 

離脱とは「神の子の誕生」を目的とした魂の側の準備的な徳に留まらず、子として父の

一性を認識しているその在り方、つまり目的そのものの内実でもあることになる。 

そうであるならば、「神の子と成る」ということが成聖の恩恵（めぐみ）である以上、「離

脱」もまさしく恩恵（めぐみ）であるということになるであろう。 

自己及び一切の事物に、神にもとらわれずに在る「離脱」という在り方が、自己も一切

事物も神も無区別（indistinctum）な境位の現出であり、さらにそのことが恩恵（めぐみ）

によってもたらされるのであるならば、Abgeschiedennheit および Gelassenheit に共通する

「自己を捨て去ってしまっていること」は、自己の被造的な能力によって成し遂げるべき

功績・功徳ではなく、恵まれてくるものということになるであろう。 

先に離脱に立って「何故なし」の行為をする人は「自分自身の根底から働く、真理を得

た人」（Pr.5b）である、というエックハルトの言葉を見たが、この「自分自身の根底」、す

なわちエックハルトの根本語で言えば「魂の根底」（grunt der sêle）は、取りも直さず「離

脱」に他ならないということになる。われわれの内にはわれわれの被造性を超えた、その

意味ではわれわれの所有にけっして帰することのない神への開けが恩恵（めぐみ）によっ

てあることになり、その開けの場では、神は神でさえなく、神も被造物も無差別一等であ

 
60 Vgl. Von abegesch. DWV, 429,9. 
61 Vgl. In Ioh. n.680, LWIII, 594,8-9. 
62 Vgl. In Ioh. n.513, LWIII, 444,5. 
63 Vgl. In Ioh. n.680, LWIII, 595,1-3. 
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る、ということをエックハルトは「離脱の教説」を介して説いていると理解できる。こう

した消息を込めてエックハルトは、「神の根底はわたしの根底であり、わたしの根底は神の

根底である」 64と語っていると理解されるのである。 

 

 

「かたわらに」（bî）あることと「譬えことば」（bîwort） 
 

はじめに Gelassenheit という古語の内にハイデガーは技術的世界に対する受容と拒絶を

両義的に担う在り方を見ていることを確認したが、エックハルトはこうした、受容と拒絶

を共に担う在り方を、ドイツ語説教の中で bî（bei）という語に則して語っている。 

 

「霧のただなかにおいて明けの明星のように」。わたしはこの「のように」（quasi）という語に注

目する。これは「ちょうど～のように」という意味である。これを子供たちは学校で「譬え言葉」

（bîwort） 65と名づけている。わたしがすべての説教の中で目ざしたものがこれである。神につい

て述べられうる最も本来的なこと、それは〔神は〕「 言
ことば

」 66であり「真理」であるということで

ある。神は自分自身をひとつの「 言
ことば

」と名づけた。聖ヨハネは、「初めに 言
ことば

があった」と語っ

たが、彼はそれによって同時に、人はこの 言
ことば

のかたわらで（bî）ひとつの「譬え 言
ことば

」（bîwort）

でなくてはならないということを示唆しているのである 67。  

 

次の引用は、エックハルトのドイツ語説教の中で最も有名なマリア、マルタの話に関する

「説教 86」の箇所である。「マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩んでいる」とい

うキリストの言葉に対するエックハルトの解釈である。 

 

それ（このキリストの言葉）は、「あなたは多くの事物のかたわらに（bî den dingen）立っている

が、けっしてそれらの事物があなたの内にあるのではない」という意味であった。〔この場合、〕

思い悩んでいる人とは、その人のすべての 生業
なりわい

において少しも妨げられることのない人のこと

である。妨げられることのない人は、永遠なる光を模範としてそのすべてのわざを秩序正しく果

たしていくのである。このような人たちは事物のかたわらに（bî den dingen）立っているのであっ

て、けっして事物の中に立っているのではない。このような人たちは事物にごく近く立っている

が、しかしそれゆえに彼らははるか高く永遠と境を接するところに立つときに持つものと少しも

 
64 Pr.5b, DWI, 90,8:Hie ist gotes grunt mîn grunt und mîn grunt gotes grunt. 
65 bîwort（Beiwort）とは現在は「形容詞」という意味であるが、中高ドイツ語では動詞への添え語、

つまり「副詞」の意味であった。しかし、これと並んで、bîwort には譬え話（Gleichnisrede）、諺

（Sprichwort）の意味があったとされている。ここでも以下神を「 言
ことば

」としてとらえ、その「 言
ことば

」

のかたわらにある 言
ことば

、「譬え 言
ことば

」としてわれわれはあらねばならないことが説かれている。  
66 『新共同訳聖書 旧約聖書続編つき』日本聖書協会、1987 年、（新）189 頁。「ヨハネ福音書」の

冒頭「初めに 言
ことば

があった」の表記に従う。  
67 Pr.9, DWI, 154,7-155,3:'Als ein morgensterne miten in dem nebel'. Ich meine daz wörtelîn 'quasi', daz heizet 

'als', daz heizent diu kint in der schuole ein bîwort. Diz ist, daz ich in allen mînen predigen meine. Daz aller 
eigenlîcheste, daz man von gote gesprechen mac, daz ist wort und wârheit. Got nante sich selber ein wort. Sant 
Johannes sprach: 'in dem anvange was daz wort', und meinet, daz man bî dem worte sî ein bîwort. 
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かわらぬものを持っているのである 68。 

 

このように、「譬え 言
ことば

」（bîwort）として「言葉」（wort）のかたわら（bî）にある者が、「事

物」のかたわら（bî den dingen）に立つのであり、同時に永遠と境を接するところに立つ者

となる。事物のかたわら bî という在り方が、関わりつつも､とらわれることのない、ledic

の消息を見事なまでに表しているといえるであろう。 

 
68 Pr.86, DWIII, 485,2-7.: Dâ von sprach er: 'dû bist sorcsam', und meinte: dû stâst bî den dingen, und diu dinc 

enstânt niht in dir; und die stânt mit sorgen, die âne hindernisse stânt in allem irm gewerbe. Die stânt âne 
hindernisse, die alliu iriu werk rihtent ordenlîche nach dem bilde des êwigen liehtes; und die liute stânt bî den 
dingen und niht in den dingen. Sie stânt vil nâhe und enhânt es niht minner, dan ob sie stüenden dort oben an 
dem umberinge der êwicheit. 


