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第二のものは研究された写本のリストである。 それと違って三番目と四番目は， ギ

リシア語またはラテン語の原 文による事項索引である。 本著が明らかに示している

ように， 用語の意味がよく変わるものがあって， コンテキストを考慮して確認する

必要はしばしばある。 そのために最後の二索引は貴重な助けとなりうる。

残念なことには文献目録が欠けている。 ほとんど700ページの厚い本をさらに厚

くしないためであったかも知れないが， ま乙とに残念なととである。 というのは，

脚注に挙げられる参考文献が極めて豊富なものであるから， 整理した文献目録にま

とめられていれば， 研究家にとって大いに参考になったろうからである。
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加 藤 信 朗

「昔」と「今J. r新Jと「旧」を区分するというととは， それがどのような時代

に行なわれるlとせよ， 一一無自覚であっても人は常時それを行なっている一一それ

自体一つの問題を含みうるものである。 ゲスマン夫人のこの新著は， この歴史意識

の基抵K潜む分別の所作が中世人の意識の中でどのように成されていたかに著目し，

C assi o dorus ( ca . 485-580後) . Beda Ve nera bi lis ( 672/3 -735) から14-15世紀の

De vot io  Moderna に至るまで， ほぼ千年K亙る全中世期の各時期， 各文化層におけ

る主要な動きを追い， 着実な文献学的操作を用いて， 中世人の内におけるこの現代

意識( Modernit ät sbe wu ßtsei n) の多彩な表出一一それは m odernus とn ov usの二

語によって表出される一ーを浮彫りにし， 同時に， 中世全期を一貫するこの歴史意
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識に見られる或る種の共通性， あるいはむしろ， この歴史意識を構成する一貫した

力動連関とでもいうべきものを摘出するととに成功している。 これは西欧の歴史意

識の基祇に関わるととなのでわれわれには興味深いものである。 modernu s， n ovu s 

の二語の多様な用法， 微妙なニュアンスの相違の指摘に止 まらず， 各論点において

これを上述の問題意識から分析している点， そ乙から， 当然， modernu s， nOVliSの

二語が顕在していなくても， 同じ歴史意識の見られるところ (たとえば. ant iqu i 

に対する n os) を取上げている点は夫人の業績の特徴と言えよう。 ただ， 扱われて

いる範囲が余りにも広大であること， 原資料それ自身が， もしも， 未公刊の写本類

をも加えるならば， この百数十頁の小冊子によっては到底， 尽されえない範囲のも

のである故， 先人の研究成果 (Fr eu n d， Spörl， Ch enu， Cur tiu s等 )を援用するのは当

然のことであり， また， 必要不可欠でもあったと思われるが， とれら先人の諸研究

に著者の負う所と著者自身の研究の独自性の境界が著作自体からは必ずしも常tc明

瞭に読み取れないのは残念である。 他方， 豊富に渉猟され引用された関係諸文献は

この複雑多岐な問題相K読者を導き入れるための良い手引きとなろう(ただ， 第六

章， 後期ス コラ論理学l乙関わる章で引用， 援用されている文献 (Pr antI， R itt er ) は

との領域に関する今日の研究の進展の状況からみる時やや古いのではないかと思わ

れる。 また， 乙のような領域では文献学を越える専門知識が要求されるのではない

かという危倶もある)。 また， 本書は， 随所K附された注を精読することによって，

益されることの多くなるような性質の豊かさを備えた書物である。

冒頭に掲げた問題は， 大雑把に言えば， 次のように整理することが許されよう。

「昔J. つまり， I曾ってjと「今」は[1] (i ) まず極く自然に，単純な「時聞におけ

る先と後」一一ーとの「後」にわれわれ自身が位置するーーを意味するだけのもので

ありうる。 ただし， 乙の場合でも . I昔」と「今」の境界をどこに置くかは全く多

様でありうる。 (ii) 次tc， とれに価値評価が加えられ， 一方に肯定的価値， 他方tc否

定的価値が付されるととがある。「進歩」と「頚落」の観念が機能するのは ここで

ある。「栄光の往古J に対して「末世」を靭ち (または， 戒しめ). r悲惨な過去Jに

対して「現代の開化Jを謡歌するが如きはこれである。 しかし， このような「古え」

と「現今」という対による時間把握は， 西欧のみならず東洋にも， 一般に， 人類の

文化の営みの あるととろ必ず 見出される時間把握の 類型であるが， この「古」と
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「今Jの緊張を， とりわけ， 原始文明から嫡熟， 頚廃K至るまでの文化の諸階程を

経た古代文明(Antike)とロマン ・ゲルマン諸族の 歴史への登場と共に始まる新し

い世界(Moderne)とから合成される複層構造として把採されるヨーロッパ世界(ト

レルチ)において， その文化構造に生成論的に内在する本質契機として抱擁すると

ころに著者の見解はあり， 乙の点では， 著者はトレルチlと根本的には賛同してい

ると恩われる。 そして， 乙こに中世を一貫する 中世人の 時代把握があり. I古人

( Antiq ui )J I今人(Moderni)jという対概念によって 把握されるものの 典型がそこ

にあったということを本書は明示している。 これは， さらに， キリストの受肉に全

き「新しさ( nov um)jを見るキリスト教信仰によって独得な彩色を蒙り， そこから

みずからの生きている時代を「新生の時J と見るか， それとも， 本来， あるべきも

のに比して「頚落の時」とみるかのずれが生じ， これによって， この広義の「新時

代(m ode rnum )jそのものの内に， 新しい緊張と分裂を作り出すことになる (これ

は次の間題点に接続する)0 [IIJととろが， ここにヨーロッパの歴史把握における

もう一つの顕著なタイプがある。 それは， 乙の「古」と「今」の緊張の中間に. I中

間の時代j. つまり. m edia ae tas を挿入する歴史把握であり， そこに， 古代， 中世，

近代の三時代から成るものとしてのヨーロッパ史の時代区分が生ずる。 この西欧の

把握は19世紀において支配的であり， それはステレオタイフ。化されてわが国の一般

教育には今もなお強い影響力を持っている。 ところで. media aetas 自身はみずか

らを「古」と「今」の中間にあるものとして位置づけたわけではないのだから， こ

れは近代， 通常， 文芸復興期K端を発する近代人の歴史意識に淵源すると考えられ

る(へーゲノレ， ミシュレ， フールクハルト， ディノレタイ)。 暗黒時代中lIt(ペトラル

カ)と対比してイタリア文芸復興期を近代の端緒とみなすブ、ルクハノレト的な文芸復

興期の位置付けに対しては戦後.50-60年代に歴史学者によって反論が加えられ， 今

日， 学者の間では乙の19世紀的な西欧把握はもはやいかなるドグマでもなくなって

いると思われるが， 乙の三時代構成による西欧把握の原型と淵源については必ずし

も一定した解釈があるとは思われない。 この点についてゲスマン夫人の本書におけ

る論究は一つの明澄な視界を開いてくれるように思える。 それは， 中世人の歴史意

識に内在する「古」と「今j， I往古J と「現時」という緊張はおのずと「今j. I現

時」の把握の内にこれをさらに二極に分極化してゆく反省的な力動を宿す乙とを本
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書が明示してくれているからである。(著者はこれを必ずしも このように 明言して

いるわけではないが， 著者によって呈示された中世人の歴史把握の内に， これは明

示されている)。 すなわち. I現時」は範型としての「往古j に対比せしめられる時，

「現時J に直接に先行する時代を頚落として捉え. I現時」を「進歩， 革新J-ーと

れは同時に「復古jの意味を持つ 一一回とするか， あるいは. I現時」を頚落として

捉えることによって. I未来J K.来るべき良き日の到来を祈念する一一この「未来」

は終末論的なものとしては「現時J に臨在するとともあるーーといういずれかの方

向に向う力動を反省として内蔵するからである。 このように「今」が反省として持

つ 二極分化の力動性の中世期における多彩な現象形態を本書はさまざまな実例によ

って明示している。 さて， とのような視界の内に置いてみる時， イタリア文芸復興

期を暗黒の中世に対比して近代の端緒とするかの19世紀の西欧史観は実はヨーロッ

パ史の端緒から反復されていた類担的な歴史把握の一つ のリフレイン!c過ぎないも

のになる乙とは見易いとζろであり， 乙れをドグ7化する乙とは許されず， 他の脈

絡を繰るととろに当然とれとは異なる歴史把握が生じうること， そして， ヨーロッ

パ史における歴史把握の一般的類型の中では. I今」の絶えざる老朽化(Ve rjähr bar

ke it des Moderne n) ということの方が より基本的な性格で あるという帰結が生ず

るであろう。

以上述べて来たところは本書の内容の紹介というよりは， 本書が志向している基

本の事柄であり， 本書を読んで考えさせられるところであると言うべきかも知れな

い。 ただ， 本書がそうした一つの透徹した視向をもち， そうした問題意識によって

貫かれているところに本書の魅力と特徴はあり， その独創性の境界が何処にあるか

というようなととは， おそらく， 著者にとっては， 中世の学究の多数にとってと同

じようにどちらでも良い乙となのであろう。

終りに， 私自身の問題意識から見て， 本書によってまだ適切な解答を示唆されな

かったととを数点附記したい。 (1) 西欧を古典 古代( A nt ike)とロマン ・ゲルマン

諸族の登場と共!c始まる新しい世界( Moder ne)から成る複層構造として 捉える見

方はわれわれ東洋人の限から見る時或る面では極く自然に受けいれやすい見方であ

ると同時に， 他の面では， 別の分り難さをもっ見方である。 受けいれやすいのは19

世紀的な三時代把握よりもそれが遥かに分り易く， 事実に適合しているからである
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が， 分り難いのは， 古代文明を古典古代としてそのように一義的に捉えることのい

わば観念性のゆえl乙である。 現実には， 古代社会は迄かに複雑， 多様なものであっ

たし， したがってそれとの関係も複雑でありうるし， 他方に， ロマン ・ゲルマン諸

族にとってもその固有の古代との関わりがあるではないか(ゲスマン夫人の労作で

は F r eun d の労作にのっとって， Th i etmar v on Mer seburg [97 5-1018]にとって

は異教時代のザクセン人が彼の本来の ant1qmであって， 黄金時代 としての an ti

qu it asはオット一大帝の時代に関係づけられている事実が挙げられ， とれを「中世

における注目に値する an tiqu it asの使用例」と呼んでいるが(p. 37 ) 乙の点への一

層の追求は無い)。 ζの点における近代西欧人(本書の意味での modern i )の， いわ

ば， 1"故郷喪失(H eimatl osigkeit )Jから西欧の 歴史意識の内に一種の 、ひずみグが

生れて来ているように他処自には見えるのであるがどうであろうか。( 2) 上記のよ

うな複層構造として 西欧を捉える時， 1"キリスト教古代」がもっ両義性を どう処理

したらよいのであろうか。 つまり， キリスト教古代は一面において an tiqu itasであ

ると同時に， 他面において， その福音の故にn ov it as である。 そして， このn ovít as

のゆえに， 1"古」に対する「今」の端初はどうしてもそこに置かざるを 得なくなる。

これが中世に行なわれた多数の歴史解釈の典型となったととは本書でも叙述されて

いるとζろだが， これはあの複層構造としての西欧把握の枠には収まらないのでは

ないか。 つまりは， これも an tiqu it as の観念性から来るので， キリスト教古代の

現実性の把握が西欧において何処か欠けるところがあったのではないかとこれも他

処目には見えるのである。( 3)第三に， 本書の範囲を 逸脱することではあるが， 東

方教会の歴史把握はこれと同じだったのだろうかということである。(4)最後に，

ブルクハノレト流の三時代把握を 排棄するとしても， 著者は現在どのような時代把握

が現代(t emp o ran ostra )にとって適合したものとして考えておられるのか， この場

合， 近代科学の成立は中世的な世界把握との関係においてどのように位置づけられ

るのかという乙とがある。 これらはすでに本書のテー?を越える問題ではあろうが

筆者にはみずからに防わざるを 得ない問題として迫ってくるのである。




