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マイスター・エックハルト―離脱、放棄、平静さ 

 

エマニュエル・カタン 

 
『放下の解明のために。思惟についての、野の道におけ

る対話から』1と題された、1944年から1945年にかけての

対話で、ハイデガーは思惟の本質に戻ろうとすることを目

的としつつ、この目当てのために、まず思惟をあらゆる意

志から解放する必要性に出会った。いかなる意味において、

思惟は非‐意志なのだろうか？非‐意志はそれ自体、ひと

つの意志ではなかろうか？非‐意志は少なくとも、非‐意

志の意志を前提するのではあるまいか？もしそれが、その

根底において意志ではなく、なおさら表象でもなく、しか

し依然として、どう見ても、意志から出発しつつその否定

として接近されることを要求するとしたら、思惟の本質を

いかに考えればよいだろうか？研究者と学者と話し合う教

師はそこで、彼らの省察の曲がり角において、放下

Gelassenheit という「古い」名に出会う。我々が放下を見

出すのは、意志から離れて「意志ではないものに」向かう

のに成功するときであり、あるいはむしろ、放下とは我々

のうちで活動というよりひとつの出来事だから、それは放

下がそれ自身で目覚めるとき、少なくとも目覚める可能性

があるときなのである。しかしだとしたら、放下において

問題なのは、ある種の受動性あるいは受容性、すなわち新

たな適性なのだろうか。あるいは反対に、放下をあらゆる

活動よりも「さらに高い行為」として、よって、活動と受

動性の切断より高いものとして、言い換えれば、「意志の

領域」から奇妙にも解放されているはずの行為として、理

解しなければならないのだろうか。さて、ハイデガーがエ

ックハルトを再発見するのも、この筋道を通ってである。

ところがハイデガーは、彼によれば平静さを「意志の領域

の内部で」考慮するよう囚われていたチューリンゲンのマ

イスターから、直ちに距離を取るように見える。ハイデガ

ーの放下は、この言葉をタイトルとする1955年の会議が説

明するように、それ自身において、肯定と否定を、実際あ

らたな行為であるもの、本質的行動であるもののなかで、

接合するという意味を持つ。この新たな行為は、「はい」

と「いいえ」の結合であり、そこでは、いかなる同意とも

いかなる反逆とも離れて、したがって、それ自身のあり方

ゆえに依然として立て組み Gestell すなわち「装置」

[« Dispositif »]に属しているどんな「意志」を持つこともな

く、我々の技術的世界との関わりが、いわば単純化される

のだ。技術的諸対象を「外に置き去りに」しつつ、この技

術的世界のうちに滞在すること。技術的世界に自由な仕方

で住まうこと。そこに、放下という「この古い言葉」が、

我々を少なくとも世界におけるそのような住みかたの道に

置きつつ、この世界のうちで示すべき事柄がある。そのよ

うな滞在は、もはや意志によってではなく、自らを秘密に

開いたままに保つ明晰さによって統率されるだろう。放下

は「秘密へ開かれてあること」die Offenheit für das 
Geheimnisと不可分であるとハイデガーは書く。これら[放
下と「秘密へ開かれてあること」]は双方とも、おそらく技

術から解放するのではなく、むしろ技術のうちで我々を解

放してくれるかもしれぬ唯一のものの道である。それは、

技術の世界における別な滞在の仕方の到来、ひとつの「将

来の根づき」の到来、あるいは、別な土壌と、この世界に

いるための別な仕方の、つまりはある新たな土着性

Bodenständigkeitの、到来である。これらの古い言葉は双

方とも、思惟を「必要としている」のだが、それは、それ

自身において或る存在させることであろうような、放下で

あろうような、思惟である。 
以下では新たに、マイスター・エックハルトの諸説教に

おける「放棄」、「離脱」、あるいは「平静さ」が問題と

なるだろう。正確に言えば、放下 Gelassenheit 
(gelâzenheit) だけではなくて、離脱 Abgeschiedenheit 
(abgescheidenheit) が問題になるであろうが、「離脱」と

は、その著者身分が文献学的にも哲学的にも神学的にも争

われてはいるが、少なくともその着想がマイスターの思想

に忠実にとどまっている、ある小論に与えられる名である。

我々は、これら二つの言葉の厳正な区別を確立しようとす

るより、双方がともに目指す一つの特異な活動を復元する

ことを試みよう。 
ハイデガーが、14世紀にエックハルトのものであった試

みを、彼自身から離れて考えることを覚悟しつつ再発見す

るのは、形而上学の伝統と意志としての主観性におけるそ

の帰結から、自分自身を解放するためである。エックハル

トが実際時おり近づけて理解されるだろう2東洋の伝統と

の対峙という問題に予断を下すことなく、我々は思い切っ

て、エックハルトの努力を、西洋の伝統のおそらく最も孤

独なものの一つである点で、その最も突出した先端の一つ

として考慮するだろう。それが主観性から――できる限り

思慮深く言っても、いわば早すぎた時期に――離れると思

われるとき、この先端が果たして東洋に関係しているのか

どうか、そして、東洋と並んで、その明らかな孤立に関し

てまでエックハルトの確固とした源泉である、ネオ・プラ

トン主義の伝統全体に関係しているのかどうかを知ること

が、課題となるだろう3。 
 
エックハルトは問う：「放棄する」とは何を意味するの

だろうか、何を「放棄し」なければならないのか？読解の
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師Lesemeister であるエックハルトにとっては、何よりも

まず、「放棄する」ようにという呼びかけが、またそれと

同じくらい約束の意味を持った呼びかけが、あるだろう。

「私のために、私の名において何かを棄てる[laissera]者に

は誰でも、私は百倍にして返し、さらに永遠の命を与える

だろう」(第28説教で注釈されたマタイ19章29節による)。
だがこの約束はまず理解することの約束であり、この目的

のために、各人は自己自身を放棄するよう求められる。「も

し彼がまず彼自身を放棄したのでなければ、誰も、私の言

葉も教えも、理解することがない」(ルカ9章23節と、そ

れに続くつぎの言葉による。「自分の命を救おうとするも

のはそれを失い、私のためにその命を失うものはそれを得

る」。23節は第12説教で注釈される。)放棄し、なるがま

まになること。それが教えの内容であり、理解されるべき

もの、すなわち、それこそエックハルトの確固たる目当て

なのだから、従い生きられるべきものそのものである。ま

たそれは、教えへの道を開きつつ、理解されるよう自らを

与えるはずのものである。理解するためには、そして、私

が真に理解するとき、従うためには、放棄することが必要

なのであり、他方、従うことはあらゆる場合に、あらゆる

ものにとって、放棄することなのである。最終的には、放

棄することだけが問題である。マイスターの様々な問いは

そこで始まる。 
放棄することはつねに、自らを放棄すること、自己から

何かを放棄すること、あるいはむしろ、自己自身を完全に

放棄してしまうことである。だが正確にはいかなる自己が

問題なのだろうか？我々はその都度、「私」という名前で

誰を呼んでいるのだろうか？自らを放棄するとはまず、第

12 説教が識別する、神の言葉[Parole]の理解への三つの障

害として、身体と、多様なものと、時間を――それらは根

本的にはただ一つのものでしかないのだが――放棄するこ

とである。換言すれば、自らを放棄するとは、統一に達し、

統一に「住まい」、一者と一致するために、一でない全て

のものを放棄することなのだが、それは言葉[Verbe]におい

て「理解するものは理解されるものと同一である」からで

ある。エックハルトの知は統一的であり、そこで神はその

存在すなわち神性を教え、「あたかもその神的存在がそれ

自身において砕け消滅するかのように」みずからを全く顕

し、それ自身を子[le Fils]において留保なしに教え、それに

よって我々に「我々が同じ子[le meme Fils]であること」4を

教える。一であること、それは子[le Fils]と一であることで

あり、子[fils]であることである。放下 gelâzenheit はそれ

自体、多様なものを放棄しつつ、存在自身によって我々に

教えられる、存在と一つになること、存在と一つであるこ

と、存在であることなのだ。マイスターによって自己から

の退出としても理解されているものの中で、しかもある「突

破」Durchbruch、神への合致[appropriation]5であるよう

な脱所有[désappropriation]の中において、多様なものの

あらゆる名のもとで、しかしその都度放棄するべきものは、

自己であり自己のものである。ならばしかし、このような

自己の放棄において、人間は神になるのだろうか？エック

ハルトは、人間は神がそれであるもの以外ではなくなるの

だと、書いている。自らを放棄するとは、一者はつねに唯

一者なのだから、神がそれであるもの以外ではなくなるこ

と、唯一者であることである。だが、エックハルトにとっ

て、自己を放棄することが自己愛の最も高い形態でもある

ことを、忘れないようにしよう。このような愛によって自

己自身を愛することは、必然的に、全ての人間を同じ愛を

もって愛することに帰着するだろう。自己愛、すべての人

間を自己自身として愛する愛（「君が君自身よりも少なく

愛するような人が一人でもいるかぎりは、君は自分自身を

真に愛してはいない。」6）はしたがって、そのときにのみ

自己自身と呼ぶべきであるような新たな自己のために自己

を放棄することにおいて、私の私自身への真の到来である。

放下とは自己になること7なのだが、それはしかし、もはや

「君」と別なものではなく、「彼」と同じものではないよ

うな自己、そして、このことには立ち戻って論じねばなら

ないだろうが、私が存在しなかったときに私がそれであっ

たものであるような自己である。実際、第 28 説教が放下

に新たに取り組むのは、愛としてなのである。だが、この

愛は絶対的な自由であり、かつ絶対的に自由にするものな

のであり、この意味で、神への奉仕であれ、正義への奉仕

であれ、真理への奉仕であれ、いかなる「奉仕」[service]
をも越え、したがって、依然として愛されるものへの奉仕

として理解されるような、いかなる愛をも越える。実際、

正義を愛することは、正義に仕えることではなく、「正義

によって捉えられる」こと、正義それ自体であることなの

だ。君は君の愛するものであり、君はそれになるのだとい

うこと、Was du liebest, das lebest du（「君は君の愛する

ものだけを生きる」）というフィヒテの言葉は確かに、エ

ックハルト的な肯定の根底にすでにある8。すべてを放棄し、

「真に」放棄する放下、すなわち自己を放棄する放下は、

絶対的な仕方で自由をもたらすこの愛の形を実現する。エ

ックハルトは、今度はそれを正義について書く。正義とは、

どんな物にも、何者にも、神にさえも仕えない。正義は自

由であり、この自由は、まさに生まれたものであるかぎり

での、いかなる創造されたものにも、能わざるものである。

放下は、世界が許容できないこの純粋さに達するが、そこ

で放下は奉仕ではなく、神への愛が何かに仕えつづけるの

ならば神への愛でもなく、もはや時間のなかには存在しな
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い自由、第 15 説教が表現するごとき純粋な「統一の現在

の瞬間」である9。この自由のなかで、一者との統一性、謙

虚な人間の、神性の高貴さへの合致、あるいは謙虚さの「深

み」の、神性の「高み」への合致が成立するので、完全に

放棄した正義もまた、神がそれであるもの(「ひとつの命、

ひとつの存在」)であると確かに言わなければならないだろ

う。「この人間が神の存在であり、神の存在はこの人間な

のだ」10。さて、世界の中にも世界の外にもなく、時間の

中にも永遠の中にもない、このような「この世界のもので

はない純粋さ」の問題となるとき、エックハルトがすぐに

発言させる11のは、「偉大なる聖職者」プラトンである。

いかなる多様をも放棄すること、それ自身また決して自己

と一致していないような自己を、それどころかいつも自己

から離れている自己を放棄すること、そして、少なくとも

その目的から考えられた放下の最高度と思われるところに

おいて、神自身をも放棄すること、ここに放下の徹底性へ

の呼びかけがある。この呼びかけがまさに放棄することを、

すべてを放棄することを命ずるならば、それは実際また、

その究極の要求と思われるところにおいて、「神のために

神自身を放棄する」よう呼びかける。神を放棄するとは、

「それ自身のうちにある存在者であって、自身からなす贈

与にも自身になす把握にも従わず、むしろ神が神自身のう

ちでそれであるところの存在者性(in einer isticheit)のう

ちにある存在者としての神のために、与える神を放棄する

ことである」12。私が与える神を放棄するときにのみ、私

は自分を真に放棄するのだが、それは受け取る自己として、

すなわち創造された人間として、生まれた者としての自分

を完全に放棄することである。全面的な放棄は、与える神

に、換言すれば、創造する神にとどまることはできないだ

ろう。私は、神が自身その存在者性においてあるところで

神であるために(そして、もはやただ神に統一されるのでは

ないために)神を離れなければならない。そこでのみ、人間

もまた彼自身であり、したがってもはや何ものも達するこ

とのできないであろう自己であり、もはや「統一されたも

の」などない、純粋な一者あるいは純粋な統一化であり、

「あまりに神と似通っているために、神とひとつであって、

統一されているわけではない何か」である。従って、一つ

であることは、必然的に断念であり、統一化の放棄である。

なぜなら、統一されるものは、まだ一ではないからである。

だがさらに、おそらくより優れた度合いの放下を見分ける

ことも可能なのであり、それは放下それ自身をもゆだねる

放下である。放棄は、放棄の放棄においてしか、自己の放

棄として真に達成されることはなく、そこで放棄はまさに

意志の働きとしての自己から離れる。もし、ハイデガーが

指摘したように、非意志に達するためにまたもや意志が必

要だとしても、しかしこの非意志は、そこまで導いた道か

ら自分を解き放ち、志向されたものとしての自己自身から

離れる力能をもっているだろう。そして、非意志の意志は、

自己からの抽象化を通して、もはや一つの働きではなく、

意志されてもいなければ、ましてや非意志されてもいなく、

志向されてもいなければ、非－志向されてもいないような、

この別な作用にまで高められるだろう。抽象のこの度合い

において、人間は、その固有の出発点も含めて、すべてを

離れている。そのときから、人間は何者なのだろうか、あ

るいは、何者になったというのだろうか？人間は一であり、

あるいは「もはやなにものとも共通するものを持たない」13。

人間は、第52説教14が表現するように、彼にとってそれ自

体何でもないものに対して、すべての創造されたものに対

して異質であり、もはや創造されたものではなく、人間に

おいて創造されざるものであり、生まれざる様態における

人間である。人間は、よって、存在するすべてのものとの

純粋な等価性 (glîcheit) のうちに捉えられており、すなわ

ち全てのものが等価であるような場に捉えられている。放

下は実際、それ以来すべての像の向こうで、それが像であ

るものと一つであるような純粋な像である者にとっての、

すべての事物の等価性を発見するのだが、この者は、確か

に像としての像の完成であるような、範例[exempla]との

統一である。ところで、純粋な等価性とは、神それ自体の

ことである（「神はそれ自身が等価性[l’Egalité ]である」15）。

すべてを放棄するとはこうして確かに、純粋な等価性

[l’Egalité pure]において、一であること、像であること、

等価であることである。だが、ならば、この放棄の一であ

ることは、それが自己の領域を離れるときにさえ、「意志

の領域の内部に」属しているのだろうか？初めの見かけに

おいては、神の意志と一つになること、あるいはその内に

「自らを保つ」ことが問題となるのだが、それは[神の意志

という表現における]属格の二重の意味においてである。即

ち、神であるものを望み、神が望むものを望むのである。

だが、まったく同じように、神であるものを見、神が見る

ものを見ることも重要である。「私がそのうちで神を見る

眼は、神が私を見るのと同じ眼である」16。換言すれば、

厳密には見ることも意志することも、知性も意志も重要で

はなく、むしろ人間におけるのと同じく神における様々な

力能の区別の彼方にあるもの、従ってそれらの力能がなし

うる様々な働きを越えてあるものが重要なのである。そし

て、それらは、それら自身、この「離脱した」様々な働き

になるものである。ある別の自己の、あるいはもはや「君」

と別なものではないような自己[Soi]の働き、「なぜ」なし

に達成される働きであり、マイスターと共に――だがあら

ゆる奉仕を越えて――ふたたび愛と呼ぶことができるかも
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しれない働きである。すべての働きを越えて、人間はたし

かに放下を通して、全ての理性をも同じように越え、理由

を越えたところへ高められる。多様なものの外で一者に向

かう「突破」のうちで、「私」が神のうちで突きぬけるよ

うに、神が私のうちで「突きぬけ」るとき、ただひとつの

突破しかないところで、「それ自身のうちで湧き出る純粋

な一者」しかないところで、精神はこの「理由なき」純粋

な自由であると、エックハルトは言う。「それが依然とし

て理由をもたねばならないなら、統一もまた理由をもたね

ばならないだろう」17。様々な理由を越えたところにある

ものの高みに、謙遜さあるいは高貴さの高みに自らを保つ

こと、そしてそれ以降、「理由なき」全ての働きを、すな

わち愛ということで意味されているもの18を完成すること、

ここに、放下Gelassenheit の生がある。 
 
放下の生活こそ、第 52 説教が新たに、もっとも厳密な

仕方で、「貧しさ」の名のもとに考えるものである。そこ

でマイスターは問う。貧しい人間とは何であろうか？貧し

い人間とは、何も望まず、何も知らず、何も持たない者で

ある19。放下 gelâzenheit とは、意志であれ知性であれ、

すべての働きの無化であり、神に固有なもの、厳密にいえ

ば、神のうちにあって神よりも高い、存在するものに固有

ではない全ての所有の無化、換言すれば、新たにまた、一

者ではないすべてのものの、無化それ自身の無化である。

マイスターは、そのような無化の三つの意味を、順次解説

する。何も望まないことは実際、根本的には、もはや望ま

ないことである。対象のない意志が重要なわけではなく、

また、無を望むこととか、ましてや、もはや望まないこと

を望むことが重要なわけではないかぎり、私が何も望まな

いとき、私はもはや望まない。ここでエックハルトが、ハ

イデガーに対する予めの返答として言うところでは、たん

に神が望むものを望むことや、それと対照的に私に固有の

意志でありつづけるものを放棄することだけでなく、もは

やまったく望まないことが重要である。神が望むものを望

むとき、私は、もはや何かを所有するために望むことのな

いような私自身を依然として望んでおり、私は貧しさを所

有しようと望んでいるのだから、「貧しく」はないのであ

る。「というのは、何も望まず何も欲望しないその者だけ

が貧しい人間だからである」。だから、我々がはじめに肯

定したものに立ち戻らねばならないだろう。「貧しい人間」

は神を望まない。彼は永遠への欲望を持たない。彼は意志

の領域から一挙に自由になったのだ。このようなものが既

にして、エックハルト的な放下Gelassenheitである。よっ

てそれは、非‐意志への意志ではありえず、創造されざる

ものへ統一され、一者となり、あるいは魂のうちで横溢す

る一者として生成するため、創造されたものとしてのあら

ゆる意志を除外する純粋な非‐意志、あるいは純粋な自由

であるところの、「真の貧しさ」である。ある意味で、私

がまだ存在しなかったとき私がそれであったもの（そのと

き私は少なくともそのようなものとしては存在していなか

った）に再びなることが必要なのだから、この除外は、確

かに回帰の意味を持つ「突破」である。それは、私がまだ

存在しなかったとき、換言すればまた、いまだ創造されて

いなかったために「私が神を持たなかった」ときと同様に

「空」になることであるが、これはエックハルトにとって、

「私が私自身の原因であった」ということを、あるいは「理

由のなさ」を意味する。それがあったところのものであっ

たもの自身と同じように(er was, daz er was)。では、そこ

では意志はどうなっていたのだろうか、とエックハルトは

問う。「私は何も望まず、何も欲望しなかった、私は自由

な存在だったから」。私はただひとりであった。なぜなら

私は一者であったから。望むものは何もなく、「私が望ん

だのは私自身である」。だがそこではもはや、存在と意志

の間に差異はなく、「私は、私が望んだものであったし、

私がそれであったものを、私は望んだ」。意志と存在は、

自己との絶対的な統一性において、自己の唯一の肯定その

ものを形成していた。自由な純粋肯定、それは絶対的に一

であるため、神から自由であり、存在する全てのものから

自由である。放下は、純粋な非‐意志としての純粋自由で

ある。おそらく、ここに、禅仏教と比較を最も明瞭に必要

とする、エックハルト的肯定の一つがある。 
しかし放下は、二番目に、たしかに同じくらい非‐知で

ある。すべてを放棄した人間、離脱した人間は、「理由な

く」生きるが、彼は誰のためにも、彼のためにも、神のた

めにも生きることがない。ところが、もし彼が真に貧しい

人間であるならば、彼はそのことを知りさえしないのだ！

彼は、彼のうちにある一者の純粋な生であり、彼自身が、

自分自身であるかぎりにおいて空である。一者は何も知る

ことがなく、貧しい人間は、神が彼のうちに生きているこ

とを知らない。彼は、神が魂のすべての力能、知識と愛の

力能、知性と意志を超えてそれであるところの、純粋な活

動[l’Activité pure]である。「彼自身が、それ自身を享受す

るその同じものである」とエックハルトは書いている20。

彼は、神がそれであるところのその同じ行為であるが、こ

の行為、この自己の享受はしかし、自己の知ではない。放

下はまさに、純粋な非－知として、純粋な空である。 
三番目に、放下は、純粋な非‐所有である。しかし、放

棄の第一の段階において意志の訓練が必要でなかったのと

同様に、マイスターによれば究極の段階であるこの第三の

段階においても、所有物をみずから処分してしまうことが
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必要となるわけではない。究極の貧しさは、「人間が何も

持たないということに存する」21。だが、この無の根本性

は、達するのが最も困難なのである。それは実際、何も持

たないことでなくて何であろうか？これとかあれを持たな

いということのみならず、神の作用のための場所をもった

り、その場所であったりさえしないこと。純粋な神的活動

を受けとる自己でさえなく、非‐場所であり、あるいは場

所を持たず、（こう言うことがまだ可能ならば）「そこで

は」神の技がもはや神自身のうちでしか作用しないような、

無所であること。だから確かに、「神は、その作用の固有

の場所である。なぜならまさに、彼はそれ自身のうちで働

く職人だからである」22。放下はしたがって、もはや受容

性ですらなく、放下が非－意志であった第一の段階がおそ

らくそう思わせるような、受けとるための素質、待機の空

虚としては思考され得ない。非‐意志はまた、或る非－場

所であり、待機することもない。まさにこの意味で、活動

と受動性の対立を越えて、あらゆる区別を超えた本質ある

いは本質的存在のなかにある、神がそれであるところの行

為、ある純粋な活動、ある別な活動、ある別種の行為が、

おそらく問題となるだろう。それは、私が生まれたときに

なった「この人間になるまえに、私が私自身であり、私自

身を望み、私自身を知っていた」場面である。放下の自己

とはしたがって、生まれざる様態において、私がそれであ

ったし、いまそれであり、またそうなるであろう自己であ

る。これは、私が私を望み、全ての事物を望んだ、生まれ

ざる様態のことであり、私が神自身を望んだ様態のことで

ある23。放下にそくして自己であるとはしたがって、私が

それであったところの自己であること、私がそれであろう

ような自己であることである。 
 
小品『離脱について』[Von abgescheidenheit]は、それ

がすべての徳よりも高く位置づける「離脱した心」24の存

在の意味を、透明性あるいは統一性のなかで自ら離脱者

[Détaché]である神との不変の等価性において、まさに同じ

仕方で考えるだろう。この離脱者は、離脱のうちにみずか

らを保ち、エックハルトによれば、それが悲しんだときに

さえ、それが死したときさえも、離脱のうちにみずからを

保ったのである。そのような離脱あるいは放棄が、それに

達し、またそこにみずからを保ちうる心にとって、平静さ

の意味を持つことは、統一性の瞬間におけるこの永遠の出

来事の意味であり、そこでは、「私」が落ち着きに包まれ

ていようが不安に囲まれていようが、一者自身が横溢する。

平静さは、休息においてよりも困難において、より少なく

横溢するわけではない。このような平静さにおいてはまさ

しく、主観性はもはや必要ではない。それは、意志を存在

自体との絶対的統一において考えるのでないかぎり、意志

が必要でないのと同様である。離脱において「私」がそれ

であるものは、神がそれであるものと同様に、おそらくま

だ名を受けとっていない。私は、私がそれである者であり、

神は、神がそれである者である。すなわち、私は神自身で

あり、神は私自身である。この存在の純粋肯定が、平静さ

のエックハルト的肯定である。 
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