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論が余りにも的確であっため異論を唱える余地のなかったこと等から， 必ずしも白
熱した論議を呼ぶには至らなかったが， それは偏えに司会者たる私の力量不足でも
あったのである。
ただその論議のなかで， ギリシア的ヒューマニズム一一一ぺヲギウスを中心とする
に対するアウグスティヌス の異端視に， ルターのルネッサンス ヒュー マニズム

一一ー

に対する批判の原型が見られるのではないか， とか， 13世紀になるとスベインでの
イス ラムの力がおとろえ， キリスト教国はカをもってこれを制圧しようとした。 そ
のときトマス は ， 自然理性による， すなわちことばによる談合によって両者が共存
しうることを確信し， それを押し進めた。 これは人道主義という ヒューマニズムの
もつ， もう一つの意味を明確化したことでもあり， 問時に学的ヒューマニズ、ムと重
なり合うものではないか等々， 貴重な質疑の行われたことは記憶されなければなら
ない。
昨年度， 本年度のこの積み重ねられた論議を受け継いで次年度も『中世後期にお
けるヒューマニズム」の問題が採り上げられる。 会員各伎の活発な参加を期待して
やまない。
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D.ノウルズ の見解一一11世紀後半から12世紀前半にかけて，とくにフランスに

おいて生じた， 西欧最初の創造的文化としてd eep and s ymp ath et ic h umanis m を
認める。 その特徴は第一に文芸の文化で， 古典にたいするd eH cacy と自己表現力
にある。 たとえばラグァルダンのヒルデ‘ベルトゥス， ソールズベリのヨハネス。 ま
た古代のある人物を賢者として自己の生の規範にし， emotionalな共感， すなわち
学問の権威としてよりは p ers onalな敬愛の念を懐く 。たとえばアエルレドゥス・リ
エヴァレソシス 。 かかるヒューマニズムは12世紀後半に衰微する。 これにたいしス
コラ学では思想の枠組がすべてで， 古人にたいする態度はi mp ers onalである。 D
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.K nowls， “Th e H umanis m of h
t e Tw e! fth Century' (Th e His tor ian and Ch a-
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racter an d Other Essays， 1963所収〉。
R . サザーシの見解一一いわゆる litt era e hum aniores を 否定する。 ソール ズベ
リのヨハネスにしても， 古典のおびただしい引用にもかかわらず， その sourc e に
はまったく無関心で， 古典文芸について感受性をもっていたとは言えなL、。 こうい
う文芸のヒューマニ ズムではなく， sc ientific view of Humanism によって中 世ヒ
ューマニ ズムを評価する。 1100年から1320年までが最も偉大な時代であり， 人間本
性の価値を強く意識し， 自然全体の秩序を認め， 人間の理性によって宇宙全体の秩
序を探究しようという態度で，トマス ・アクイナスにおいて頂点 に達する。 R. Southern ，“Medieval H umanism ヘ“Humanism an d the Sc hoo l o f C hartres' (Me
<lieval Human ism an d Other Studies ， 1970所収〉。
ー 二人の高名な中世史家は価値判断 を先 に立て， 一方はイタリア ・ルネサンスに近
づけて人文主義を肯定し， 他方は12世紀を修辞から論理への転換と捉える史観に基
づき時代遅れと一蹴する。 なるほどサザーンの言うごとく， 時の花形は弁証論であ
ったかもしれなL、。 それは一方でたとえばアベラール に見られるような成果 を産ん
だが， しかし他方プティボンのアダムが嘆いたこ守とく， 論弁論， 論争術に堕しがち
で， 理知主義に陥る危険もあった。 こうL、う風潮を背景 にしてヒューマニ ズムの立
場を見るならば， それは言語能力と知力の結合を必須とする理性主義， 諸学芸聞の
均衡感覚ではなかったかと思われる。 自然と理性の発見はM. シュニュやF . へー
アも指摘するところで(M. C hen u， La th白logie au douziさm e sièc l e， 1956; F.
Heer， Auf gan g Europ as， 1949.)， 12 世紀と13 世紀の連続的な面として認められ
るが， しかしサザーンのようにアンセルムス，

グレルヴォーのペルナール ， シャル

トノレのティエリを同一線上 に並べたのでは， 精神類型の異質性を無視するも甚だし
い。 12世紀ヒューマニ ズムの特質を明確にするには， 結果 に関する価値判断 に先 立
って， その志向 に目を向 けるべきではないか。
11

人文主義と対立するのは， 速成の技術教育， 実利主義， 弁誕論を憎み詩を不要

とする類の宗教家であるから， 世俗的な学としての自由学芸， とくに三学科 に積極
酌意義を認めることが人文主義の一つの徴表になる。 シャルトルのティエリの言葉
を借りれば， それは人間性を磨くため(ad cultum humanitatis)の学芸で あ り，
古典作家についての手引書によればサピエンティアを身 につけるために必要であっ
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た。 ヒル ザ ウのコンラド『範例作家についての対話』で は， サピエンティアを追求
する者は世俗の学問を尊重すべきで， サヒ。エンティアを見出すまで， 精神は世俗の
学問を通じて磨かれねばならないと説かれている。

íキリストにおいて哲学する者

は自由学芸の研究に教えられる。 」世俗の学問が時に探究者の精神を惑わすことがあ
るとしても， 聖書 のより深い叡智を捉えるには， 段階を踏む必要があると(Dialo
gus sup e r auctore s， e d. R. Huygens， 1955) 。 そこで，

世俗的かっ異教の産物た

る古典に寓意的解釈をほどこす， すなわちinte gumentum の理論により倫理的寓
意を引き出すことになる。 こういう morali zatio の極端な例が， 伝ベルナノレドゥス
・シル ウエストリス『アエネイス 註釈』で， アエネイス の物語を， 身体に閉じ込め
られた魂が自己の神的本質を認識するに至る過程と解釈 す る。

J. W. Jone s and

E. F. Jone s(巴ds.)， The C ommentary of The First Six Books of the Aeneid of

Virgi l common ly attribute d to Be rnard Silve stris， 1977.
一方， ソールズベリのヨハネスなどは， こういう方法を容認しなL、かに見える。
おそらくこの『アエネイス 註釈』を指してのことと思われる箇所で， 聖書釈義には
alle goria， typ ologia， anagogia の方法を認めな が ら，

言語に関わる自由学芸につ

いては， 文字そのものの表 わす意味に満足しないならば， 真理から逸脱することに
なろうと述べて. 寓意、的解釈に危倶の念を懐い て い る。 Po li crati cus， e d. We bb，
vol. II， VII， xiii， 1929.
したがって古典について二様の接近の仕方があったことになろう。 ともあれ12世
紀の学人は概して「古代の著作家にたいして文学的趣味よりは哲学的観 念を引き出
すという態度をとったJ (G. Paré， A. Brune t， P. Tremblay， La renai ssan ce du
XII' siècle ， 1933) と言えるのではないか。
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13世紀の「ヒューマニズム」について何かを語ろうとするとき， 何をもって「ヒ

