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エリザベス・ ゴスマン

1976年にフランスのPoitiersにおいて， “La Femme dans les Civilisations des X. 
( 1) 

aux xr Sièc1es" というCollo quiumが行われたが ， そこでMarie Th毛r色se d' Alverny 

は “Comment les théologiens et les philosophes voient la Femme" とL、うテーマで十二

世紀の初期スコラ哲学を中心にして， その否定的な女性像について次のように述べ

た。 “Hildegarde ne p artage p as ces vues pessimistes sur l'humanité (sc. de l a  femme) 

..Elle n'est p as un champion des droits de la femme， .... ..mais…..elle prend la déf

ense de son sexe.' (p. 32s) 

このAlvernyの言葉はヒルデガルトの人間像に ついての探究を促すものである。

Alois Dempf はヒルデガルトをダンテよりも高く評価している。Alois Dempfの

Sacrum lm perium とL、う書物に よ る と， 彼女は ドイツの十二世紀のRupert von 

Deutz， Honorius Augustodunensis， Gerhoh von Reichersberg， Otto von Freising等と同
(2) 

じように， “Geschichtssymbolismus" の立場をとって い る。即ち， 彼女は歴史を象

徴的に解釈する ドイツの歴史哲学者の一人である。こうした歴史的 見方はヒルデガ

ルトの人間像とも関連したものであることを， 私は後で指摘したいと思う。

ヒルデガルトの作品を表面的に読むと彼女も同時代の男性の哲学者と同じ様に女

性について否定的に考えていた様に 見える。例えば 自己紹介という意味で， 彼女は
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何回も mulier paupercula， femina i ndoct a， s implex homo等という言葉を使 って， 自

分が 創造性の無い人間で あると言っている。 そして男性の強さと女性の弱さを精神

と肉体， 太陽と月との関係に対比させ， 結婚した女性に夫に従うように 忠告してい

る。 女性の弱さのために司祭職が女性に与えられることは不可能で あるとも言って

いる。 特に， 同時代の社会や教会を強〈批判しながら， 彼女は tempus muliebr is  de

bi lit at is と い う言葉を使って， 今の時代が女性の弱さを特 徴として持っていると言

っている。 こうしたことを根本にして， ある学者はヒルデヵ・ルトが同時代の人間像

を その ま ま受け入れ， 自分が出来るだけ女性の存疫の状態を超越しようとしたと考

えている。しかしこうしたヒルデガルトについての 見方は あ まりにも一般的で ある

という理由で間違っていると考えられる。

1， ヒルデガルトの女性としての自己意識と自己解釈

神秘主義という概念は， 女性の作者の場合には， その作品が神秘主義の特 徴を申

し分無く備えているにもかかわらず ， 男性の場合の それより透かに広く捉えられて

いる。 女性は哲学的に造詣の深い権威 ある神学者として登場することが不可能で あ

ったので， その時代に激しく議論されていた問題について 自分の見解を述べたり，

更には政治的影響を及ぼしたり， 時代批判を行ったりするために， 彼女達は別の方

法を捜さなければならなかった。 つ まり 自分の 見た幻視， 即ちピジョンの描写， こ

とに その解釈を そのために利用したので ある。 女性による神秘主義は， 幻視と その

解釈という形式を用いたが， それにもかかわらず， 同時代の男性の作品の中に見出

されるような道徳哲学的， 歴史哲学的章句を含んでいたという点で時代に背を向け

たものではなかった。 公式の教授の地位が認められていなかった女性にとって， 立

入ることのできる領域は啓示として体験されたピジョンや神秘主義の領域に限定さ

れていたので， 彼女達は そこにおいて 自らの予言的な言葉を正当化しなければなら

なかったので ある。 女性は， その作品が啓示として体験されたビジョンに基く限り

本来神によって書かれたもので あって， 自らは価値の無い道具に過ぎないことを強

調しなければならなかったのに対し， 同時代の男性の歴史哲学者は人類史における

神の働きについて， 自己の見方を 自己の名前で呈示することができたので ある。

ピンゲンのヒルデガルトと他の女性神秘主義者に共通なのは謙虚さというトポス
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(Bescheidenh eitstop os)の裏に隠された強い召し 出しの意識であ る。 人間に話しかけ

るのに神が強者や尊敬されている人物ではなく弱者を選んだという聖書に記されて

いる事実に即して， まさに それを逆用するため ， 彼女達は家父長制度的な その時代
く3)

の女性像を利用している。 ドイツの中世史家Herbert Grundmannに よ るとヒルデ

ガルトは無教育な予言者と見られることを欲したため 自ら意識的にラテン語の教養

を隠していたと見倣されている。

(Vox dei) Tu quae es f ragilis terra et in n omine femineo ind octa in omni doctrina car

nal ium magistrorum， scilicet l egere litteras s ecundum intelligentiam litteratorum， sed 

tantum tacta lumine m eo quod tangit t巴 interius cum incendio ut s ol ardens， clama et 
(4) 

enarra ac scribe haec mysteria mea quae vides et audis in mystica visione. 

このヒルデヵ・ルトの文章は旧約聖書の予言者達の召し 出しについての箇所と大分

似ていることがよく分る。特にイエレミアの一章によると ， この予言者は 自分が ま

だ非常に若いという理由で神からの召し 出しを避けようとしている。 即ちイエレミ

アの若者であることはヒルデガルトの女性であることと同様に弱さとLヴ象徴的な

意義を持っていて， ヒルテ・ガルトはイエレミアと同じ様に弱いものであるにもかか

わらず ， むしろ弱いものであるからこ そ， 神に選ばれる可能性が あり， 神からの心

を照す聖寵を通して， 強いものになりうるとL寸意識を持っている。 それゆえに，

男女の区別無しに人間が神のパートナーになる場合 ， 自分 自身の弱さを強く感じて

いることがイエレミアの一章とヒルデガルトのこの文章の共通点であると思う。

次に “indocta in omni doctrina carnalium magistrorum" と L、 う言葉について述ぺ

たい。 それはヒルデガルトが肉体的教師即ち carnalium magistrorumの教え を受け

入れないで， その代りに神からの精神的な教え ， 即ち “ haec mysteria mea" を 受け

ているということを意味している。 ここでヒルデガルトは普通の学問的な教育 ， 即

ち彼女も修道者として受けていた s eptem artes liberales等の教育を肉体的な教 え と

解釈し ， 神からの精神的な教えと比べて ， 低いものであると言いながら ， 自分のこ

うした ， 肉体的であると言われる教育を隠している。女性に対して， 普通の教育の

制限がいくら あっても ， 神からの精神的な教えを制限無しに受ける可能性が あると

いうことがヒルデガルトの言わんとしていることなのである。 したがってヒルデガ

ルトが女性であるために， 自分の人間性について否定的な解釈をしたと言う ある学
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者の見方は正しくないと恩われる。

2. 男性の強さと女性の弱さについてのヒ}[..デガルトの見方

教 父時代と共にスコラ哲学の人間像が非常に家父長制度的なものであることはよ

く知られている。女性は常に “i口 statu subordinationis" 即ち 色々な 意味で男性 の下

であるという点で凡ての哲学者が一致していたことは確かである。同時代の女性達

がこの男性の哲学者によって作られていた女性像を その ま ま受け入れて， それを承

認したかどうかと しづ問題は， 近来の女性学の研究対象になっている。この問題点

を根本にしてヒルデガルトの作品を深く読むと， 彼女は同時代の男性の哲学者によ

って作られた人間像を書き直す必要を強く感じていたことがよく分る。 勿論， ヒル

デカールトは同時代の人間像に 公けに反対するのではなく， むしろ先ず それを繰り返

し， そして後から女性の人間性について非常に積極的な解釈をしていることを 私は

証明できると思う。 一般的に言えば， 男性的な要素は女性的な要素と共に善悪両様

の意味を持つことができる。例えば， 男性の強さ， 即ち fo rti tudo は同時代の 人 間

像によると非常に積極的に解釈され， ヒルデガノレトの作品の中でも神の 創造力と比

べられている。ただ， ヒルデカやルトによると， 男性の強さは悪い意味を持つことが

出来るようになる。

Sicut enim vir forti tudine sua fe mineam mollitie m vincit， .... ..i ta et crudeli tas quorum. 
(5) 

àam hominum quie te m aliorum in dieb us illis..... .consume t. 

ここで forti tudo vi riは残酷， 即ち crudeli tasと比べられて非常に悪い意味を持 つ

ようになる。 また，Liber vitae meritorumの中で， supe rbiaという vi tiumは悪い意

味で男性的ならびに女性的な要素を通して， 説明され， その pe rsonificationさ れた

罪悪は男性の胸に象徴されているo

Et pectus virile habet  (sc. superbia)， quoni am tumo re m vanae magnitudinis in corde 
(6) 

suo se mpe r ge ri t. 

こうした多くの例によってヒルデガルトが男性的な強さを積極的にだけ では な

し非常に批判的にも 見ていたと言えるように思う。

さて， 女性の弱さについて， ヒルデカソレトはどのように考えていたの で あろう

か。同時代の人間像と同様に ， ヒルデカールトの作品においても それは否定的な意味
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を持っていた。 例えば ， 忠実でありたい人聞には muliebrem levitatem，即ち女性 的

な軽薄さを 捨てる必要があると， Liber vitae meritoromの中で 述べて い る。 し か

し ， この女性の弱さが 非常に積極的に解釈される例も多く見 出されるのであって，

そのことが同時代の初期スコラ哲学の人間像とはかなり異なっている点であると思

われる。 ヒルデガルトは女性の弱さと関連したもの， 即ち女性が mollis et ten巴raで

あること， また女性が timida で あ ることを 非常に高く評価してい る。 女 性 の臆

病， 即ち女性が timida で あ ることはヒルデガルトによると聖霊の七つの賜の一つ

である timor Deiを意味し ， 女性の sapientiaとも関連したものである。

Deus feminam ita constituit， ut timorem ad ipsum， timorem etiam ad virum suum ha. 

beat. U nde iustum est quod mulier semper timida sit. Ipsa enim quasi domus sapie口tlae

est， quoniam terrestria et coelestia in ipsa perficiuntur. Nam in altera parte homo per 
(7) 

eam procedit， in a ltera autem bona opera cum verecundia ca stitatis in ipsa apparent. 

自分の神秘主義的な召し出しについてだけではな く ， 一般的にもヒルデカやルトは

女性が弱L、ものであっても ， その弱さから強いものを 生み出すということを 指摘し

ている。

Ipse etiam Deus virum fortem et feminam debilem creaverat， cuius debilita s mu ndum 

ge neravit. Et divinitas fortis est， caro autem Filii Dei i口firma， per quam mundus i口
(8) 

prlOrem vJtam r巴cuperatur.

このテキストによると ， 女性の弱さと神の子であるキリストの人間性との関には

類似性が見 出される。 即ち両方共弱L、ものでありながら ， 強いものを 生むことがで

きる。 女性から生れるのは世界の人類であり， キリストの 人 間 性， 即 ちhumana

口atura を通して 生れるのは世界の人類の救済である。この女性とキリストとの類似

性はヒルデカワレトの作品の中で 非常に重要である。 弱いものである女性から強いも

のが出て来る故に， 女性はヒルデガルトの作品の中で 強いものであるとも言われて

いる。 例えば， 創世記の 1の26について次のような解釈がある。

(sc. Deus) creavit hominem， masculum， scilicet maioris fortitudinis， feminam vero 
(9) 

mollioris roboris. 

女性の最も柔らかい強さは彼女がし、くら優しくても， 力がある人間であることを

意味している。 ヒルデガルトは男性の堅さを 石に， 女性の柔らかさを 土に比べて，
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両性の協力の必要性を説いている。 この墜さと柔らかさという特徴は不完全なもの

と最も完全なものを意味しているのであって， 例えば旧約時代においては神が人々

の心の堅さのために律法を与え， 新約時代においては人々の心が柔らかくなったた

めに福音を与えたということが述べられる。

Deu s  i n  v eteri l e ge du ri ti am homi nibu s p ropo sui t， qui a  ad eu m du ri ti am et no n mo lli. 
(10) 

tiem habebant， cum po stea i n  nov a l ege emo lli ta  co rda eo ru m  divi na v erba p erciperent. 

これは女性の弱さが新約聖書的であり， 旧約の堅さを現している男性よりも完全

なものでありうることを意味しているのではないであろうか。 ヒルデカ'ルトはそれ

を明確に記してはL、なし、。 しかし男女についてこのような見方は暗示されている。

彼女が明確に主張したのは男性と女性の協力の必要性なのである。 そのためにヒル

デカワレトは聖書の言葉， 即ちコリント前書， 11の 9 に出ている， 女性は男性のため
(11) 

に作られたとL、う言葉に， et v ir  p ropter mu lierem f ac tu s  e st と い う言葉を付け加え

ている。 この主張はパートナーシップという考え方への出発点となるものではない

であろうか。

3. ヒルデガルトの歴史哲学と人間像との関係

ヒルデガルトの歴史観は環状的， 即ちzykli sch であるゆえに， 彼女は人類の救済

史における惑い状態もよい状態も繰り返されると考えている。 勿論， 彼女は後にア

ラピア哲学の影響を通して ， ヨーロッバの思想に入って来た世界の永遠性( aeterni・

tas)の主張を承認してはいない。 ただ救済史は直線的に進歩す る の ではなく， 常

に改革の必要性があるということを彼女は指摘するのである。 同時代の社会や教会

は非常に悪い状態に霞かれていたので， エバの罪が戻って来たとL、う表現 を使っ

て， 彼女は時代批判をしたのである。 特に聖職売買を通して堕落した教会を強く批

判する意図を似てヒルデカワレトは tempu s mu liebri s  debilitati s とL、う言葉で同時代の

危険な状態を記述している。 これは彼女が女性の人間性を否定的に見ることではな

く， 象徴的な歴史の見方を持っていたことを意味している。即ち， ←番最初の罪が

人間と自然に悪い影響を及ぼしたと悶じ様に， 同時代の社会や教会の堕落も絶望的

な結果をもたらすであろうということが彼女の言わんとしたことなのである。

-・et tu nc muliebre tempu s f ere p ri mo c asui simile  v eni t， i ta  u t  omni s iu sti ti a  secu n・



ピンゲンのヒルデガルトの人間像について
(12) 

dum infirm itatem m ul ier is deb ilitata est . 
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しかし， ヒルデガルトは女性を否定的な意味だけでなく， 積極的な意味でも歴史

の状態のシンボルにしている。即ち， 将来に期待されている平和と正義の時代も女

性を通して記述され， その時代は童貞マリアから生れたキリスト の 時 代， 即 ち，

aetas virgin is の繰り返しとして解釈されている。

1n d ieb us itaq ue s uprad ict is s ua viss imae n ubes cum s uaviss im o  aere terram tangent， • 

q uia hom ines ad omnem iust itiam t un c  prae parab unt . .....d iem ill um inspicientes quem n o・
(13) 

b is st ir ps a ur orae videl icet ste l lae mar is Mar iae ostendit . 

ヒルデガルトは旧約聖書の予言者 ヨエルの言葉(3 の 1 )を引用し， その時には

男性も女性も予言するであろうと言って， 男女の宗教的な平等性を明らかにしてい

る。 ヒルテーヵ・ルトによると， virgin itas はマリアが可能にした救済史の新しい状態と

関係があるために， virgoと し ての女性にはマリアのように世界の救済のために働

く可能性がある。 したがって， 彼女は vlrgo である女性が完全な女性であると考え

ている。

教父時代から同時代まで， 男性の哲学者と神学者が童貞の誓願を守っている女性

の活動はもはや女性的ではなく， 男性的である， 即ち virgin um opera vir ilia opera 

であると言っているにもかかわらず， ヒルデガルトは vlrgo の女性らしさを強く主

張している。

ピンゲンのヒルデカ'ルトにおいて明確に見られることは， 同時代の女性像の家父

長制度的な特徴がおのずから変化しているということである。 ヒルデガルトは女性

が人間性の不完全な成長形態であるとは考えなかったのであり， virgoと し ての女

性はむしろ従属状態を免れているという自覚を持っていたのである。

ヒルデガルトは後にロマン主義， 即ちFr iedr ich Sch legel等において支配的となる

分極性に基く人間像を準備したのであり， この人間像によれば男性と女性は楕円形

の二つの焦点のような関係にある。 このような見方によって， 彼女は全く中世的人

間でありながら， 時代を透かに越えていたと言うことができる。 現在， われわれは

分極性に萎〈人間像から， 収数性に基く人間像に移行し， 徐々に男性と女性に共通

な人間性を発見し， それを実現しようと努めているが， 今日でもヒルデガルトのテ

キストにはわれわれに直接訴えるものがある。
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