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柏木英彦著:中 世 の 春

一一十二世紀Jレ ネ サ ン ス 一一

1976. 削文社pp. 200 Y1，200 

今 道 友 信

思潮の渦巻き

中位思U1tの研究と日へは， 久しく十三世紀と卜四位紀とがLjl 心であって， 乙れら

に匹敵するのは， むしろ早い時期， 四世紀五世紀の教父時代の盛期であった。 殊に

哲学や神学が主足立になるときは， 教父時代のアウグスティーヌスと十三世紀のトマ

ス ・アクイナスに大方の注意が向けられてしまふといふ傾向は， 洋の東西を問はず

目立つ現粂であった。 それには然るべき理由がありはするが， ともかくこれら二人

の巨匠は， 時代的な隔りから比較せられるばかりではなし思考上も対桜者・として

放はれ， r[J世全体はそれら両極の中に収められてしまふ日?態的な均衡の千年である

かのやうに凡あやまられてしまふほどなのである。 それは多分個別研究の深さが強

要した論理の棋の重さが歴史的!足立lを見失はせたからでもあらう。 中世が決して�

't1の時代ではなかったととは， それゆゑ歴史家の方から切らかにせられて来る。 テ

カルトを史的に湖源して行ったヂ〉レソンが十二世紀ノレネサンスを提言したのもその

-iYlJであったし， 近くは我が困でも堀米応三が「革新の十二陸紀」といふ副泌をも

っ『西欧精神の探求』といふ書物を編纂したことは記憶に新たである。 哲 学史の面

でも， 最近の顕著な研究情況として， 十二世紀に関する文献が多くなって来てゐる

のを見逃すわけにはゆかない。 それは思潮の渦巻く世紀であって， アラビアlζfHざ

したイスラーム文化， ギリシア古典哲学， ユダヤ恩怨， 人文主義， 科学の試みなど

が一時に競ひ出し， アベラール， ユゴ， アランなどといふ注目すべき人物の活躍し

た時代であった。 大学( u niversitas)が制度として整へられて来たのも， ζの世紀の

探求 心が秀れた講義に殺到するといふ自主的な学習態度を前提とする。

最近筆者の自に触れただけでも， 十二世紀に関しては， M.D. Che nu， J. Jolive t， 

R. Jave!e t， J. Pinborg， R. Thomas， S. O tto， J. Kritzeck， M. Wattらは， 従来ともす
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れば 比佐とされてゐたこの時代について， それぞれの制点と方法から新しい研究成

果をもたらしてゐて， V. Cou sinや d e Bruyne， Liebe schützらが例外的に示してゐ

7こに過ぎなかった1950年代までには忠ひもつかなかったやうな清新な中世像を刻み

上げてゐる。 柏木!J�，'3のnこ!おる木占もそれら秀れた最近の研究者たちの列にIIよみ

入らうとする新鮮な仕事で、ある。 それは十二位紀の哲 学や人文主義の研究としては，

恐らく我がIEIでは以初の本格的なモノクラフィーであらう。 死の前の故後の議泌を，

東京大学で1313かれた中世哲学会の第二十三回大会で行ひ， 十二世紀の怠義を力説し

た品1]米教授がイ長命ならば， 哲 学の畑からこのやうな研究が生れて米た乙とをさぞよ

ろこばれたであらうと， 評者は感慨を深うするものである。

著者について

著者の柏木英I主氏は引在中世哲学会の委艮であるが， 嘗て 1960年代学会の機関誌

たる本誌の編集幹事として多大の労苦を惜しまなかったことを会員諸氏は恕起して

いただきたい。 その際の細 心な校正に於いて， 他人の論文の註記でさへ一々原t!fJと

の照合を 心がけてゐたのを知り， iÞT-者はかねてiえのかかる学的誠実が稔る口の速か

らざらむことを予感してゐた。 その後記にもあるやうに氏は慶応義塾大 学fC 学び，

「精織を極めた講義J ( 199頁)を行った松本正夫 教授の厳しい指導を受け， 現在同

大学言語文化研究所の助 教授である。 biK十二世紀の研究者として期利せられてゐ

たが， 中世全体についての基礎的知識の深いことは， 箕輪氏と共訳したコプルスト

ン『中世哲学史』などによってもすでに裏書きされてゐるけれども， 殊に十二世紀

に於けるイスラーム文化の意義lζ注目してゐたことは偉としなければならない。 識

者の周く知るととろかと思ふが， 現在イランで活躍中の黒田寿郎氏(反応J語文化

研究所助 教授)とともに， コルパンの『イスラーム哲学史』を始め， ナスル『イス

ラームの哲学者たち』ワット『イスラーム ・スペイン史』などを訳了してゐる点は，

あらためて意識さるべきことであらう。 恐らくここには同言語文化研究所の学問的

な支柱であった井筒俊彦 教授(イラン学士会員)の影響もあらう。 松本， 井筒と言

へは識者をして慶応大学を仰がしめた巨匠コンビであるが， その組合はせの全盛時

代lζ両者から学びえた著者は幸せである。 しかし， そのやうな幸せを享受しでも，

そとからこのやうな好著が生まれるか否かは， ーに著者の資質と努力に倹つほかは
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ない。 敢へてホイジンハのI中世の秋』のIÎIjかふを張って多少は3<\降な占名を以て

立ち現はれたこの粛酒な研究書lこは， 恵まれた環境lζ育った恵まれた資質の学者の

苦 心した努力が読みとられる。 それはどのやうにであるか。

言語の射程

本ðの構成は， 前後の「緒論J I駿」を除くと， r人文主義の理念J I美と超越」

「臼然の発見H形象と寓意H西洋中位とイスラム」の五主主に分かれ， そのそれぞ

れに， ソールズベリのヨハネス， サン ・ヴィクトルのフーゴー， ベ1レナルドゥス ・

シJレヴェストリス， リールのアラヌス， ベトルス ・ヴェネラビリスが配され， 著者

臼らが言ふやうに， r言語表現という人間精神の営ねに積極的な関 心を示し て い る

人物J(5頁)の中から前者4人を取り出し， ベトルス ・ヴェネラビリスは「西洋中

世のイスラム観という視点からJ (7民)論ずることにしてゐる。 「本占の怠凶は，

著者の関 心を惹く原典をしてその精神を語らしめること に あ るJ (7頁)から， そ

の方法はその柔かな題名からは想像もつかない程厳密で， 例へば第一立の「人文主

誌の理念」でソールズベリのヨハネスを扱ふ に も， ホイジンハが 人rm像を浮き彫

るのに対し， 本占の著者は[主著『メタロギコン』により人火主主主の 理念をIJtj維

にしようとするJ (5京)。 それはいかなるものであるか。 若省はヨハネスの特色を

「言葉， 思考， 表現の不可離の関係を強調するJ ( 15頁)ところに見る。 従って

eloquentiaも表現の論理と考へ， 雄弁術とは別のものとする( 16民)。 著者Aによる

と， このeloquentiaはキケローの膨響下にあって， 叡弘!と徳とに結びっくもので，

「人絡と切り離し難し、J ( 18瓦)から， それは訟も秀れたぷ味で， r己」広がtl'H，!JのjJ

であるJ ( 18工心ことに根ざす。 さて， もしこのやうにして， 五語とjS、考とf!ß[とが

人絡に於いてーであるとするならば， 当然のこととして， 紘の理性的印式とその捻

りが哲学の主要関 心事となるであらう。 ヨハネスが「倫理学なくして哲学者とは呼

ばれず， 倫理学は美(decor)をもたらすというJJIで 他のすべてに優るJ (29民)と書

いてゐるのを引いて著者は， 哲学を「人格美をj曽していく24'み で あ るJ (29以)と

説く。 人間性の完成がこのやうにして美と結び、っく以上は， 間ひは自らI美と超越」

lこl句かはなくてはならない。 そしてそれこそがまた， サン ・ヴィクトルのフーゴー

といふ副題をもっ第二章の標題である。
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中世の美学

「十二世紀の*r'J�ll*的17;えをなす美 学 を求 め る ならば， サン ・ヴィクトノレのフ

ーゴーのぞiを}j告げないわけにはし、かないJ ( 39以)とする著者は， その点で は ま さ

しくフーゴ- iiJfJt:&:として令名あるR. Baron (Science et sagesse ch ez Hugues de 

Saint-Victor， 1954)と帆をーにするO 若者はしかしバロンやE. de Bruyne (Études 

d'csthét ique m己diévalc， 1946 ) らと巣なり， Iクルティウスからは反人文主義と言は

れるJ (47J.'_[)ほども「芸術がとりたてて問題とされる乙ともない……彼の 美 学 は

いかなるぷ|床で1丘公ーなのかJ( 40;'0とし、ふ/LfJひを立て， I彼の著作lこ散凡される美

にl対する}iJiJì�を…・・内的に/)lJ.ìi!づけるJ ( 40ft)ので あ る。 フーゴーは『ロ"7 Jl:J 

のーの二十にある以北L すなはち升二"S倒的なる存在が司視的存在を介して知られる，

といふ忠:tIlに立脚する。 そして可倒的目界に於いて重要な価値は美にほかならない。

それゆゑ， I美は」↓えざるもの(神)のぷも明らかな痕跡であり， ……美的体験と

美の矧似とは精神の登高のための般かな出発点となるJ (57頁)。 そして， このやう

な美は， 広大さや有益と並んで， 比えざるものが可視的世界に顕示せられる仕方な

のである。 それは「位ílL 述通]J， )r:-U<.， 性質において成立するJ ( 57頁)が， 美の

似以は)むの1jL倣を介して」よえざるサヒ。エンティアとしての神であることがその後十

民にわたってテキストを引きながら必l見せられてゐる。 そこまでの76兵の間に合計

127のJJjJ司柑されてゐる乙とをよよても， 若者の周到な準備がよくわかる。 これら二

立はlドi止の去J主として極めてユニークなu命文であるが， また��-・はそれに止まらず，

フーコAーが11lli1山判断とそのと体の'Hj�ti性との関係を者一楽してゐるのを見る や， I判

断の{佐)Jえはi'JLよの内面の在りようにかかってくるJ ( 69民)ことを推論し， í価値

判断の他)Jえは)'1じみjiへのliM'I} (rcJllctllr)としての登両の凶低に比例するJ ( 69頁)

とιってゐる。 この辺の打1以を花へると， J'V者の見るところでは， その史的類似形

態や体系的+UI対性などについて， 二三のU本人の学者を引用すべきではないかと思

ふ。 美学史研究JGI5の第一'/ll[第二仰などや中此忠想、研究などを文献として註記する

心がまへがほしい。 それにふさはしい研究が立って米てゐるときには， それらを充

分にぷロ協するのは4irこ儀礼ではなく， 学の常道であらう。 それがなくては， いつま

でたっても， EI本の学料といふものが成り立ちはしない。
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文人と学者一一人文学の理似一一

以下， I自然の発見H形象の寓意」では著者はそれぞれ十二世紀の詩人哲学者た

るベJレナルドゥス ・シルヴェストリスとリールのアラヌスの作品を読み進みながら，

見事な解釈 学的手法を以て文芸と神学とを結びつけてゐる。 特にノルデン， マニツ

ィウス， シュトレッカー， クJレツィウス， ホイジンハらの研究を顧みながら修辞学

的考察を示すところ (157-161頁)などは 評者の速く及ぶところでは な い。 「言語

がなかば記号化し， ラテン語がイメージを喚び起こすことのない専門別語と化して

しまう次の世紀J (160頁)は「寓訟と形象による表到形式を認めないJ (161瓦)や

うになり， I文人と学者は分断されJ (161頁)るといふのは， 言はば古典的 教義の

崩壊であるが， それこそが中世の新しい文化としての大学的著作であると見ること

も可能であらうが， 著者はあくまでも[自由とゆとりをもっJ (161瓦)十二世紀に

中世の生命が栄える春を見ょうとしてゐる。

最後の「西洋中世とイスラム」では ベトルス ・ヴェネラビリスを披ふが， ここで

はかつてパリ大学で 評者の同僚であった稀代の秀才 J ・クリセクの著者が引き合ひ

に出されてゐたことは喜ばしいことである。 ベトJレスがサラセン人を攻撃するのは

「武器によってではなく言葉によって， 力によってではなく迎性によって， 的しみ

によってではなく愛によってJ (177頁)であるが， 著者はここに十字:42の結成に狂

奔した十二世紀の行動に対する時代の良 心を見てゐるやうである。

著者臼らが言ふやうに (5頁)， コンシュの ギョームとアベラルドゥスが加へ ら

れれば吏に完備したことは確かであらう。 しかし， それは著者自身の将米への臼j戊

の語なのであって， 我々読者としては， これだけ充実した十二世紀の思想史をうれ

ば， 先ず以て喜びとすべきである。

中世哲学の書物である以上， ラテン語は中世j瓜の先立にすべきではなし、かと忠は

れるし， 81瓦の三行目「セネカは自由 学芸」の次ぎには限定詞「のみ」があるべき

であるし， それに類する小さな難点はないわけではないが， 全体として豊かな古典

的知識を裏づけにして， 中世思想史の 従来とは違った展望を資料に語らせて浮き彫

った研究として， 本書は大いに評価すべきである。 本書が松本正夫 教授の慶応大 学

引退の記念として同 教授への謝意のしるしとして出版せられたことも， 著者の人柄

をしのばせるものであらう。




