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の乙とを模索したのが第三期であったともいえる。

5

第四期については述べない。

E

以上のような問題点の概観から示唆されることは，A . 教父とヒューマニズム

とはなお緊張をはらんだ課題として存在し， 決して一つの調 和， 統ーにもたらされ
なかったこと， B. 第二期におけるカイサリアの学園， 第三期の修道制のように，
状況への否定的 態度において追求されるパイデイアとの関係が， キ リス ト教的ヒュ
ーマニズムと呼びうるものにもっとも接近したこと， C. それゆえギリシア的パイ
デイアへのたんなるP osit ion でもN e gati on でもないより高次の中立性こそが， そ
の名lこ値するキ リス ト教的パイデイアであろうこと， D. この具体的な場所を実現
することが， パイデイ アを生きたものにすること， である。 要するに教父にと って
ヒューマニズムの問題は， 形成としてのパイデイアを t ransfo rma re すること が， キ
リス ト者としての形成に 必然的lζ含まれているかと、うか， ということであった。

提題

πα，òûα・humanitasと中世ヒューマニズム
野

町

啓

I中世におけるヒューマニズム」という場合， このヒューマニズムの意味は一体
どのように理解したらよしあるいはすべきなのであろうか。 レジュメにも紹介し
たE.R.クルティウス(Humanismus a/s Initiatz'z'e， 1932)で，あるいは近年のR.W.
スーザν(Medieval Humanz'sm and Other Studies， 1970) の指摘をまつまでもなく，
ヒューマニズムは， 言葉それ自体は人口に槍炎し一般化しているわりには， あるい
はかえってそのために， その本質が畷昧となり， その理解に混乱がみられることは
否定できない 。

W.シャーデワル トは， 時代背景により意味を異にしていくヒュー

マニズムをカメレ オンになぞらえ， <ani m al multiple x> というキケロの人聞の定
義を例証としつつ( delegg.， 1， 22)， 人間それ自体の多様性にヒューマニズムの多義
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性の一因を求めているが(Humanitas Romana， inAufstùg u. Nùdergang d. röm.
Welt， 1， 4)，との観点は，ヒューマニズムとは何であるかを把握し規定することの困
難さの根本的な所以を刻扶したものといえなくもない。 乙とに筆者1<:課せられたと
いえる「教父時代におけるヒューマニズムとは何か」という問題は，当該時代を「ヒ
ュー7ニズム」の下11:術敵するζとの是非，換言すればこの時代に対し「ヒュー7
ニズム」をパラディグ7・シュンタグ7両 面 に わ たって設定するととがはたして
妥当か否かという問題と密接に関連する。 しかも後者の問題の妥当性は， ひとえに
「ヒュー7ニズム」をどう規定すべきかという前者の問題， その定義の仕方の如何
にかかっているとみる乙とができる。 例えば本学会においてこれまで検討されてき
た「中世思想とプラ トニズム」という問題を考えた場合， プラトニズムの内容をど
う考えるべきかについては議論があるにせよ， 中世思想の一つの 基調としてプラ ト
ニズムの存在をあげるととに， あえて異論をさしはさむ人はいないであろう。 だが
この問題と，中世思想，ことに筆者に課せられたと思われる 4-10世紀におけるそれ
とヒュー7ニズムとの関連の問題とは， 同列に論及されえないのではないかという
疑問が，大会当日においても， その反省を乙めて小論をまとめている現在において
も， ヒュー7ニズムをどう理解すべきかという問題と共に，氷解されないまま筆者
には残されている。

そしてこの疑問は， ((Arts Li・'bérau:r et PMlosoþhie au Moyen

Age ))というテーマの下に 1967年開催された第 4回国際中世哲学会の報告集， とり
わけその中に収録されている， ((Artsよz''bér仰x et Humanisme d' aujourd'huz")) ( pp.
269 sqq.)というコロックにおいて，司会者ジルソンとクリパンスキーとの閣で交さ
れている論議をみるに及んで， 一層深まったといわざるをえないのである 。
ジルソンは，討論の過程において， f h umanisme とは何か」という問題は誰も知
りえず， ひいてはそれについて in défin imen t 11:語られることにもなるという主張
を行なっている。

クリパンスキーは， 乙の発言をとらえて， h umanitas が歴史的

に ph ilanthrop ia と pa ide ia の二義を持っていたという例の アウルス・ゲルリウス
(Noct. Att. ， XIII， 17)の叙述をひきあいに出し，言葉の成立の当初から h umanita s
の意味 がきわめて陵昧であった乙とは認めつつも， ヒューマニズムを h uman ti a sと
関連させ， それを正確にはどう規定すべきかという問題を再三にわたって提起して
いる。ζれに対しジルソンは，問題になっているのは h umanit éではなく h umanisme
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であるとして， 活字の上からの印象ではあるが， クリパンスキーの執鋤さとは対照
的IC実に素気なく応対しているのである。 この両者の応酬は， われわれの当面の問
題にとってはなはだ示唆的であるといってよい。 つまりここでは，中世哲学と artes
l iberalesとの関連が論及される過程においてヒューマニズムの問題がとりあげられ
ているわけであるが， ジルソン， クリパンスキー両者聞にみられる態度の相違は，
中世思想におけるヒューマニズムを問題にしようとする場合， それをA.ゲルリウ
スにみられるとりわけhumanit asの古くかっ本来の意味を pa ideia K求める観点を
重視し， その下K把握する乙と がはたして妥当かというととを示し， 反映している
ように思われるのである(Noct.Att. のこの叙述自体が， すでに誤解を含んでいる
ことについては， 例えば c f. Schadewa ldt， W.，op. cit.， S. 52; Weh rli， F.， Studien
z uCicer o De oratore in Mus.Helv.， 35，Fasc . 2， 1978， besond . S. 79)0 A.ゲノレリウ
スの主張IC即してヒューマニズムをみることは， 多分ウアローを介してキケロK遡
及される， d o ctr ina，ltiterae， a rtes等と結び、つけられ， もしくはそれらとほとんど同
義において用いられる乙ともある humanit asの意味においてヒュー7ニズムを考え，
あるいは文学なり学問研究といった契機をその根本要因とみなすととを意味する。
換言すれば，A.ゲルリウスの見解は， 一般にルネッサンスとの関連でいわれるヒュ
ーマニズムのいわゆる人文主義的理解の有力な典拠をなすものといえよう。 そして
乙こから想起されてくるのが， W. イェガーの観点であろう。 事実彼は， レジュメ
iζも記したように， ヒュー7ニズムを， (( d ie kont inuierlche
i
bildungsgesch c
i ht lc
i he
T radit ionsbewe g un g)) と規定し， その展開の過程にはある間隔をおいていくつかの
Gip fel がみられ， それがルネッサンスだと述べている( A ntike u.Humant"smus，
1926)。また先のA.ゲノレ リウスの記述は， (( Paideia，DieFor問問'g d.gr.Me nsche n))
(1934， c f .19543， SS.13 sg.)を著わすに際しその前提となっており， 晩年の (( Early
Christz"anùy andGreek Paideia)) Iζ至る，古代ギリシア・ローマの文化のクリス ト教
による継承と変容という彼のテーマの根底にあるものといえよう(なおイェガー説
の詳細は，それに対する批判・問題点を含めて，当日の水垣報告や諸氏の発言につき
ているように考えられる)。 乙のような観点に即するならば， パシレイ オス，二人の
グレゴリ オス， アンプロシウス， ヒェロニムス， アウグスティヌス等を輩出した
14 世紀ルネッサンス」と呼ばれる時代(c f. Walsh，G.， MedùvalHumanism， 1942，
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pp.30 sqq.)，5世紀のボヱティウス，カッシオドールスの活動，rカロリンクツレネッサ
ンス」と呼ばれる 8-9世紀におけるアルクィヌスからラパーヌス・マウルスを経
てセルウアー トゥス・ルフ。スに至る古典研究の学統， とりわけそ乙におけるべネデ
ィクト派修道院の寄与 (c f. Lec lerc q， J.. Inùt'att'on 仰Auteu何Monastt'ques du
Moyen Age， p. 41， n. 5) 等を検討したり，

あるいはそのような活動の根底にある

ar tes liberalesの形成と定着の過程をフォローすることによ って，当面の課題がはた
されうる乙とになるといってよい。 事実筆者は， 大会前のレジュメにおいてそのよ
うに考え， artes l ibera lesの形成過程と中世初期におけるヒューマニズムのそれとを
パラレルにとらえてみるという作業仮説を提示しておいた。 しかしその後， 先にふ
れた第 4回国際中世哲学会の記録を読む機会をえ， 特ICジルソンとクリパンスキー
の応答をみるに及んで， との仮説の妥当性に疑問を感じ， 大会当日において自分で
立てた仮説を自分で破壊する， あるいはそうせざるをえなくなったいくつかの論点
を提示するはめにおち入 ったのである。 無論筆者は， 中世思想、におけるζのような
ルネッサンスの存在とその意義を否定する意図を持つものではない。 筆者の疑問は，
中世がクリス ト教の世紀である以上， いわゆる人文主義的理解からする乙のような
ヒュー7ニズムを， 中世ヒューマニズムの基調とみなすことがはたして妥当か否か
というととにあるのである。
いうまでもなく. humani tasという乙との 核心には，人間観の問題，人聞を人間た
らしめるものをどこに求めるかがある。 キケロ的な humanitasの理念は. per fec tus
i usv el doc tus o rator とみる乙とにあり ， いわばそれ
homo =e lo quen it ssimus=e rud t
IC到達する手段として ar tesliheralf's を中心とする教育をそこから帰結する教養が
重視されたといえよう。 このような観点が一つの伝統として後代に流布していたで
あろう乙とは， 例えばアウグスティヌスの《告白)) (V， 13， 23)において， アムプロ
シウスが 当代 に お け る最良の人聞の一人であることの 例証として， その雄弁があ
げられているζとからもうかがえる。 しかし他面， キケロ的 humani tas の理念の
根底にあるのは，あくまでも人聞のAu tonomie を通しての自己形成・自己陶冶だと
いえるものであって， 乙れに対し等しく人閣の形成といっても， クリス ト教の場合
Theonomie がその中心lとあることは， ほかならぬ先の《告白》全巻にみられるアウ
グスティヌス自身の思想形成過程が示すと乙ろでもある。ウォルシュが. ((Medt'eval
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Humanism"J; ( p. 3，5)において，クリス ト教的ヒューマニズムの核心を示すものとし
て《ルカ ))(2:52)をあげ， そとにみられる so ph
ia
' heliki '
a cha
r i s の中で， 人閣の知
性・良心Ir起因する前二者Ir対しとりわけ chari s を重視しているのも， 乙の意味
において注目する必要があろう。

またジルソンは， 先のコロックにおいて， ((La

þhilosoþhie et les arts libéraux))と題する講演を行なっているが， そとではartes
li br
e alesとの関連上しばしばひきあいに出され， しかもその意義についてキケロと
は対照 的にネガティーブな評価がなされているセネカの《第88書簡))(30) が重視さ
れている。そして彼のとの観点には，クリパンスキーに対する応答からもうかがえる
ように，中世におけるヒュー7ニズムを，キケロ的ゲルリウス的ないわゆる人文主義
的方向に理解し，ひいてはそ乙における r
a teslibre alesの役割を過大評価したくない
意図が働いていることはみられないであろうか(もっとも彼のとの講演には， 現代
enti sm と phi lo so phi sm を 同一視しようとする傾向に対する
における彼のいう scÍ
危慎というアクテュアルな問題意識が前面に出ており， そ乙からも histro i que Ir問
題をみようとするクリパンスキーの観点、 や， 次にみる1929年の講演との視点ずれが
起因しているように考えられる) 。しかしほかならぬ乙のジル、ノンこそが， かつて中
世におけるヒューマニズム， しかもいわゆる人文主義的意味でのその存在と意義と
を唱導したこともあった事実に乙乙で思いをいたす必要があるだろう。
彼は，1929年フランコ・カナディアン学会において，現在 LesIdép.
((
et L訂正ett向。
((
i sme m 剖 iév ale etRenai ssance ))と題する講演を行なっ
Ir所収されている Human
ている。 とれは， 中世とヒュー7ニズムの問題を真正面からとりあげたものとして
おそら〈先駆的意義を持つものの一つではないかと恩われ， また何故中世について
ヒューマニズムというととが問題視されるのか， その所以の一端が示されている点
からも注目Ir値する。 つまりとの講演の主旨は， 中世において anti qu i tasは否定さ
れ滅び去ってしまったわけでは決しでなく， それは脈々と生き続けていたのであり，
したがってルネッサンスと中世とはそれまでとかく一般の通念であったように相互
に排除しあうものではないζとを示すととに求められる。 換言すれば， ヒューマニ
ズムの思想は，イタ リアルネッサンスの産物ではなく，その始源と生成とはむしろ中
世にあるというζとが乙乙では力説されているわけであり，それとあわせて，クりス
ト教ひいては中世を単Ir古典時代の継承者としてではなく， その完成者とみようと
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する視点もζとでは合意されているといえよう。 この意味において， こζにみられ
るジルソンの主張は， 先のイェガーの論点とも通ずるものがあるように考えられる
のである。 そして彼は， 中世ヒュー7ニズム， ひいてはクリス ト教的ヒュー7ニズ
ムの成立を， ギリシア・ロー?の 学問と文学とがクリス ト教への奉仕の下におかれ，
神への愛と文学への愛とが一体化するとと ろに求め.

8 世紀のカロ リングルネッサ

ンスから12世紀初頭に至るその系譜をフォローしているのである。
彼のこζでの観点は，第4回国際中世哲学会での講演とはかなりニュアンスを異
にし， いわゆる人文主義的理解の下に中世ヒュー7ニズムの成立と展開とをみてい
るといえる。 そしてとのような意味で中世におけるヒューマニズムを把握すべきで
あるのならば. 筆者がレジュメで示したような作業仮説も妥当性を持つ乙とになっ
てくるであろう。 つまり中世ヒューマニズムとは， 修道院を中心とするギリシア・
ローマの古典の伝存 や 研究， 及び同時代の著作家である lectores から区別され，
auctoresとして位置づけられた主としてロー7の著作家達の著作を内容とする artes
liberalesを通して与えられた教育と教養とを， その形成要因とすると考えていけば
ょいととになってとょう ( c f . Le c lercq， oþ. cit.， pp. 112 sqq.， Qu a in，A.， The
M ed iev alaccessus ad auctores， i n Traditio 3. 1945， esp. p. 225)。 筆者は， 再三ふ
れるように， とのような潮流が事実として存在 し，大きな意義と影響力を持ってい
たであろうととを決して否定するものではない。 しかしそれにもかかわらず， と う
した意味でのヒューマニズムを即中世初期のヒュー7ニズムとみなしたり， パラデ
ィクーマ化するζとには依然として購踏せざるをえないのである。 乙のような意味で
のヒューマニズムは， 中世ヒュー7ニズムの重要なー側面ではあっても， その全面
をおおうものではないのではないか。 そして問題の所在 の一端は， ジルソンの先の
ヒューマニズム規定lと みら れた. rギリシア・ロー?の学問と文学とをクリスト教
への君事仕の下におく」というととにすでに示されているように考えられる。 だがよ
り根本的問題は， その成立の経緯からみて， ギリシア・ローマ的 artesl iberales の
理念， ひいてはそれを中核とする pa ide ia，さらにhu manit asは， クリス ト教の精
神とは背馳する面を持 っているととにあるとい ってよい。 すでに与えられた紙数も
つきてきたので，大会当日ζの点IC関しあげたいくつかの間題点と事例のうち， 重
要と恩われるものを以下ふ れておくととにする。
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ギリシア・ローマ的な arte s libe ralesの理念には， ßáνaυσo<;=&�EÀelÍ{hpo宮とい
う前提が当初から合意され ており， その根底Kは肉体の評価・位置づけにおい てク
リス ト教と根本的に対立する人間観があるといっ てよい 。 しかもクリスト教におい
て， 教育の場とし て の修道院におい て重視されるのは， む し ろ manual labo r で
ある 。 人文主義的意味でのヒューマニズムの形成にあたっ て多大の寄与をなしたベ
ネディク ト派修道院のモッ トーである<o ra e t labo ra>や， カッシ オドーノレスの
Vivarium における聖書の筆写や製本活動， 庭園労働等の重視はその端的な例証だ
といっ てよい(c f.Cassio d.， Inst.， 1， 28 ，5; 30， 1 . 3) 。 またカッシオドールスが artes
l ibe rale s につい ての叙述をするに先立ち， <libe ralis> をととさらく自由>ではなく
く書物 >という意味でのくl ibe r>に関連づけ，<deme re > の意味K <libe rare > を解
釈し ているととにも， 乙 の 点 か ら注 目 す る必要があろう (c f . Cassio d， Ins t.， II，
praef. )。 さらに彼を例にとるならば，その (( Instüutiones )に
) おい て， artesIiberales は
saeculare s lectione s とし て， divin a lectio から区別され ， それとは別の巻があ てら
れている乙とが示すように， arte s libe rale s は， クリス ト教にと っ て本来 saecl巾ris
な 領域K属するものであったといえる (c fAug
.
.， De civ.Dez'， VI， 2.及び修道院図
書館における aucto r白の著作のIibri saecula re s とし ての位置づけ c f . Leclereq， op.
cit.， p. 110)0 artes libe rale s の世俗性は， 教父達にみられるギリシア・ローマの古典
Hie ronym.， 特Ep.LIII， Ep.
に対するアムビパレン トな態度にも示され ており(cf.
XXII)， またその利用にあた っ て， それを正当化するために， 世俗的な学問の起源
を聖書に求めたり(cf.Cassio d.， Inst.， 1， 21， 2 ; 27，1)， あるいはくspoliatioAe gyp tio 
rum>(c f Aug.，
.
doct. chri・' s t.， II， 40，60-61 ; Conf， VII， 9， 13; De ct'v.Dei， XV， 2-3，
Cassio d.， Inst.， 1， 23) といった聖書を典拠とする トポスが生み出され てくるととに
もなる のである 。 arte s l ibe rale s は， クリス ト教の側からすれば， 所詮異教徒の学問
なり文学を内容とするものであり， ジルソンが講演の中でいっ ている 「神への愛と
学問への愛の一体化」

一一

ちなみに中世修道院における学問研究に関する基礎的な

研究の一つであり， 本稿でも参照したルクレールの著書にも， <L'amour de s le ttre s
e t le désir deDieu > という副題が付され ており， 彼も l'humanisme e sch atolo gique
と l'human isme h istorique との中世修道僧における 和解を主張し， そこにクリス ト
教的な l'humanisme in t égral の本質を求めようとし ている cf. op. cÙ.， p. 138一一一
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は， 危険性をともない， 実際にはそう容易なものではなか ったはずである。 そとに
ギリシア・ローマの学問なり文学が， クリス ト教とは同一次元にはおかれず， また
それ自体目的とされなか った理由がある。

たしかにar tesli b eral esも， 本来それ自

体目的ではなく， 理想的弁論家なり哲学への Propaid eu sis の意味を持つものであ
った 。しかし例えばアウグスティヌスの《告白》 や (cf .Reヶ，1，3，4)， ラクタンティ
ウスがその ((Divinae instùutiones ))の中の古代の哲学諸派をあつか っている第3巻
f s
a sapi entia ))という副題をつけ， 哲 学 が到達しうるのは真理ではなく
に ((D e al
opi na ti o にすぎないと主張していることが示すように， 哲学そのものがクリスト教
からすれば， 絶対的意味， 究極的目標をもはや意味するものではない。 そこには，
i e とAutonom
i e との対立なり断絶があるように考えられる
先にふれた， Theonom
のである。
以上みたように，中世におけるヒューマニズムを問題にしようとする場合，それを，
a ni ta s と関連づけ，いわゆる人文主義的意味
ギリシア的 paid eia なりロー7的 hum
においてのみ理解するととには無理があるといわざるをえない。 むしろこれとは別
の観点， 例えば先のコロックにおいてジルソンが重視するセネカの《第88書簡》の方
向，換言すればキケロ的な doctus・ er uid tusを志向する教育の対極として，徳を目ざ
し， それを受け入れうるような精神の育成を目的とするart esli beral es，さらに隣人
a ni ta sを理解するというその i nterpr etati o chri stia na
に対する思いやりとして hum
が考慮されるべきではなか ったかと反省されるのである。 乙の意味において， 先に
あげたラクタンティウスの同 書第 4巻(10-1 4)で強調され ている， 隣人愛を基調
a nitas chri sta na の方向において，ヒュー7ニズムの展開をみるべきであ
とするhum
ったようにも恩われてくる。 しかし乙れもまたあくまでも仮説にとどまるのであっ
て， ζのような系譜がはたしてフォローされうるのか， さらにζれと事実として存
在 する人文主義的意味におけるヒューマニズムとがどのようにかかわりあっている
のか， 今後の検討にまたなければならない。 いずれにせよ， 筆者には， 中世初期を
通してその思想の 基調として「ヒューマニズム」ということがはたして設定されう
るのか， その場合どのようなヒューマニズム理解に立脚すればよいのか， 依然とし
て疑問のまま残されているのである。

