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この課題にみられる二つのコンセプト， I古代末期j及び「カロリング・ルネッサ
ンスJ それぞれが， 容易に結論を出しがたい難問を含んでいる. まず「古代末期」に
ついていえば， 時代の上限・下限をどこに設定すべきかという問題がある. これは，
かつて歴史学をにぎわせたロマニストと ゲルマニストの対立を背景とする「古代・中
世

連続 vel断絶 (境界 ) 問題jと深くかかわっており， ひいては「中世」という時

代をどう評価すべきかという大問題が背後にあるといってよい. しかも その根底には，
歴史学者の ナショ ナリズムとでもいえる問題があるのであって， I中世J を 文化的・
思想史的に「暗黒時代」とみなすことは， もは や時代遅れの一昔前の通説だとして一
蹴してすむほどには簡単な問題ではない. さらに そこに「カロリング・ルネッサン
スjが加わると， 問題は一層複雑になってくる.
くRenaissance carolingienne>は， ]. ].

Ampをreが 1839年に刊行した Histoire

littéraire de la France avant le Xlle siècleで用いたのがお そらく濫傷だと 思われる
が， I lレネツサンス」という コンセプト自体には， 前代を文化的に不毛な暗黒時代と
みなす前提が暗黙裡にある. そうすると， いわゆる古代末期とカロリング時代の聞に
知的断絶を前提にしてはじめて， Iカロリング・ルネッサンス」をいいうることにな
るのではないか. だが， 時代区分の問題はさておくとしても， カロリング期以前に，
C.Courtoisのように， 5世紀末以降 北アフリカにくRenaissance vandale>を説く者
や (Les 陥ndales et I'Afrique，Paris， 195 5 )， これとは比較にならない影響力を持つ
5世紀後半から 6世紀前半， 東ゴート支配下のイタリアにく Le Renaissance
1 'hellénisme>の展開を主張する， P. Courcelle
( Les lettres grecques en

de

Occident，

Paris， 1943， 3 e partie)の説がある. こうした 例証からすれば， これ以降8世紀フラン
ク王国の成立 (カールの登位は 768年 ) までは暗黒時代であったということもできょ
う， だがここで問題を一層複雑にしているのは， 当面の課題に， I知の断絶か連続か」
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という限定が付されていることである. ここで問われているのは， 単に 7世紀以降文
化の死滅した時代が存在したか否かといった漠然としたことではない. 古代末期に固
有の知の形態・ 思想があり， それが 8 -9世紀において消滅したか， あるいは独自の
形態において変容しつつ展開したか， そのいずれかの検討が求められているというこ
ともできるからである.
古代末期の知的アイデンティティを何に求めるべきか， これについてはさまざまな
説がある (cf.Cameron， A. ， The Mediterranean World in LateAntiquity， London &
N.Y.， 1993， chap. 6). 例えば， 古代末期に成立した知の形態としては， 一般的に「ネ
オプラ卜ニズム」が挙げられよう. 先の CourcelIeが， 東ゴート王国にギリシア 思想
のルネッサンスを主張した有力な根拠は， ほぽ同時期にアンモニオスを中心にアレク
サンドリアを拠点に展開したネオプラトニズムの形態のボエティウスによる摂取と援
用に求められる (cf.CourcelIe， o.ρ. cit.， pp. 268 sqq.). この説は， ボエティウスの留
学 先をアレクサンドリアとすることを軸としているが， これに対しては， 周知のよう
に資料上の問題があり， ボエティウス自身のアリストテレス註解 書に， シュリアノス
の名は挙げられていても， ボエティウスが警咳に接したとされる その弟子に当のアン
モニオスについての言及が皆無であること等難点があり， この仮説に対してはさまざ
まな反論がなされてきた.
しかし， 当面の問題との関連で注目すべきことは， たとえボエティウスの留学 先が
アレクサンドリアであろうとなかろうと， 文献上の裏付けいかんにかかわらず， 彼は
ほぼ同時代のアレクサンドリアの有力な 思潮の知識を獲得しえたと十分に考えられる
ことである. 換言すれば， 古代・中世世界における情報 伝達速度は， 空間的にも時間
的にも現代のわれわれの 想像を絶したものであることを銘記しておく必要がある. 古
代に 例をとるならば， 1966年アフガニスタン ( 古代バクトリア王国 ) 北方国境アイ
カーヌムの 古代ギュム ナシオン遺跡で発見された碑
文を挙げることができる. それに
は， 約5000 キロ離れたデルフォイ神殿の柱にあるのと同じ格言が刻銘されており，
それはアリストテレス門下， ソロイのクレアルコスが旅の途次もたらしたものと発見
者ロ ベールにより推定されているのである(cf.F.W ウオールパンク『ヘレニズム世
界』第4章). 中世についていえば， カロリング・ルネッサンスにとって重要な拠点
の一つである St. GalIの Stiftsbibliothekをかつて訪れた際， そこにイシドルスの
Synonymaの一部が 筆写されたパピュルス断片( Handschrift 226) が展示されている
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のを一瞥したことがある. パピュルス写本は， 8世紀頃まで存在しており， 教皇庁文
書では 11 世紀まで使用されていたとされ(cf. Bischoff， B.， Latin Pal，包eograρhy，1990，
Cambridge， p. 8. 35)， それ自体珍しいものではない. しかし， このイシドルス断片
は， スクリプトから 7世紀中葉南フランク王国成立と推定されており(cf. ， Schmuki，
K. ， et alii， Cimelia Sangallensis， pp. 22- 3)， Synonymaの成立年代は不明であるが，
イシドルスの没年は 636年であることを考えるならば， ほぽリアルタイムで写本が制
作されていることになり， 伝達の早さに驚くほかはない.
ここでボエティウスに話題をもどすならば， 彼の岳父シュンマコスは， 例えばプリ
スキアヌスに著作を依頼したことが示すように， 同時代のビザンツの有力な知識人達
と親交があり (cf. Kirkby， H.， The Scholar and his Public， in Boethius， ed. Gibson，
M. ，1 981， pp. 59 sqq. )， こうした回路を通してアレクサンドリアの知的ミーリュに関
する情報に接する機会は彼には十分にあったと考えられる. ただしだからといって，
彼の影響力により， アレクサンドリア的ネオプラトニズムの形態が (K. Praechter
が 1910年Richtungen u.

Schulen im Neuplatonismus や 1912年Christliche-neu -

platonische Beziehungenにおいて提起したこのコ ンセプ卜自体問題をはらむもので
はあるが )， 彼の同胞知識人の聞に浸透定着したと考えるのは， 早計としかいいよう
がない. 彼は， 同時代の知識人にとっては， 傑出したパイリンガルの使い手として，
また学匠詩人として高く評価されてはいても (エノディウス， カッシオドルス )， 思
想家として重視され， 着目されていたわけではない. 後に名声を博することになり，
ネオプラトニズムの影響の痕跡が著しくみられる Consolatio Philosoρhiaeは， 彼の
処刑後発表されたものであり， 公刊の経緯は不明であって， 後にふれるように 9世紀
までは写本は存在してはいないのである. 彼に関するこうした諸論点は， 彼の生誕
1500年を記念して， M. Gibson女史の編集により 1981 年刊行された， Boethius， His
L(た" Thought and lnfluen ce におさめられた諸論稿が余すところなく示している. ボ
エティウスなりネオプラトニズムをパラダイムとして設定し， カロリング・ルネッサ
ンスとの連続なり断絶を検討することには無理がある. ボエティウスによるポルブユ
リオスの Eisagogeのラテン語訳なり註解がカロリング期に重用された事実があった
としても， カロリング期におけるネオプラトニズムを語ることは， ナンセンスの誘り
を免れないであろう. カロリング・ルネッサンスとほぼ同時期， 東方で展開したマケ
ドニア・ルネッサンスについてであれば， 東方神学の成立とのかかわりにおいて， ネ
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オプラトニズムを紐帯として， 古代末期との知の在り方を通時的に検討することも可
能であり， また それなりの妥当性を有するといえるであろう. しかしこの指標を西方
ラテン世界に適用することは適切ではない.
では， 古代末期とカロリング・ルネッサンス一一ここでは一般的な通念として両コ
ンセプトを用いることにするがーーの聞に， 両者を架橋する紐帯は全く考えられない
のであろうか. 以下， 筆者の知識の限界もあり， 清水 教授がカロリング・ルネッサン
ス それ自体について詳細な考察をされると恩われるので， ボエティウスの時代から 9
世紀初頭までに時代を限定し， I写本の流布」の問題をメルクマールとして与えられ
た課題を検討してみたい. この間は， 周知のように， 修道院制度の確立と共に，
Scriptoriumにおける写本の制作が活発になされ， 諸写本が各地の修道院のネットワ
ークを通して流布し， Stiftsbibiliothekが設立されていった時代だからである. こう
した動向は， メロヴイング時代に胎動しており， それを 例証するのが， 6世紀末から，
コ ロンパヌスを中心とする Scotti達が 伝道・布 教のため に行った， < Peregrinatio
pro Christo>のモットーの下での遍歴である. そして その過程で， Luxeuil(590)，
Bobbio
(614)， St. Gall，Corbie等の写本 伝播の拠点とでもいうべき修道院が設立され
ており， 8世紀以降， ボニブァティウスによるFulda修道院の創立 (744) を鳴矢と
するアングロサクソン系の活動がみられるわけである. とりわけカロリング時代は写
本制作が活発になされた時期であって， 例えば， カールの姉妹ギゼ
、 ラの運営下にあっ
たパリの 東 Chollesの修道院にあっては， 修道女達も そうした活動に従事したといわ
れている (cf. Bischoff， B.，φ. cit. ， p. 207).
ここでボエティウスを 例にとるならば， M. Gibsonは， 先に挙げた論文集に寄稿し
た“The Opscule Sacra in the Middle Age"の中で(p. 220)， 彼の時代とカロリング
期の聞には gulfが存在する， と述べている. つまり， 8世紀後半まで， 彼の著 書の
写本は 伝存してはいない. しかしこのことは， 彼の写本の完全な消滅を意味するわけ
ではなし それがただ埋没していたことを意味するにすぎない. コメンタリーを含め
て， 彼の写本の 伝承史については， 古典的といってよし、 P.Courcelle， La Consola
tion de Philosoφhie dans la tradition littéraire( Paris， 1967) があり， Gibson編集の
論文集にも， 個々の著作について， 。ρuscula Sacraについては前掲の Gibson女史の
論文， Consolatio PhilosoPhiaeについては]. Beaumontの“The Latin Tradition of
the De Consolatione PhilosoPhiae"
(pp. 278- 305) があり， 近 年のものとしてはCour-
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celleの補正として注目すべき， F. Troncarelli， Boethiana Aet，ω. Modelli graf ci e
'
Philoso.ρhiae' era IX e XII se colo
( Alessndria，
fortuna manoscritta della Consolatio
1988) 等があ り， さら に 筆者は未見ではあるが， M. Gibson及 び L. Smithによる
Codices Boethiani. A Con:，pectus of the Manuscripts of the Works of Boethius， 1
( London，Warbaurg Institute， 1996)が刊行中である. また， 個々の写本については，
以下しばしば言及する B. Bischoffのモノグラフがある.
こうした 伝承史研究をみた場合， ボエティウスが， 8世紀末頃， カロリング・ルネ
ッサンスの推進者とでもいうべきアルクィヌスを待って再評価がなされたという点は，
ほぽ諸家の見解は一致しているといってよい. Courcelleならびに Beaumontによれ
ば， アルクィヌスは De Grammaticaのプロローグ (P L， CI， 8 49C-85 4 A二 De vera
philosophia) において， 自由学芸の本質と哲学とのかかわりについて， ボエティウス
と観点を等しくし， そればかりか， Consolatio Philoso.ρhiae I， pr目IIIの逐語的引用さ
えみられるというのである (cf.Courcelle， 0ρ. cit.， pp. 37-46， Beaumont，。ρ. cit.， p.
279). では， なぜアルクィヌスは， 神話の利用 や 思想史的背景において異 教的色彩の
濃厚な Consolatio Philosoρhiaeを利用しえたのであろうか. なぜならば， 異 教・異
端文献の多くは， パリンプセストとして利用されることが多かったことが指摘されて
いるからである (cf. Bischoff，ゆcit. p. 192). これについて Beaumontは， アルク
ィヌスが現在 Ane cdoton Holden'と通称される， 。ρuscula Sa cra中四つの論文をボ
エティウスの真作だと述べているカッシオドルスの断片(Augiensis CVI， 現在
CCEL， XCVI ， pp. 5- 6所収)を読み， ボエティウスがクリスト 教徒であると確信した
ことによる， と推測している( op. cit.， p. 280 ). なおここで， このカツシオドルスの
断片が， 1877年， カ ロ リング・ル ネ ッ サ ン ス と か か わ り の 深いReichenauで A.
Holderにより 発見されたものであることは注目しておいてよい(cf.

Usener，

H. ，

Ane cdoton Holderi. Ein Beitrag zur G eschichte Roms in Ostgothichen Zeit， Leipzig，
1877， Galonnier， A. ，Ane cdoton Holderi ou Ordo generis Cassiodorum， Louvain-la
- Neuve， 1997， Philosophia Médiévaux，XXX V， 21).
アルクィヌスについて， ボエティウスとの関連上さらに注目すべきことは， 当時の
イコノクラズム， クリスト養子説等の対ビザンツ， スペインの司祭達との神学上の論
争である. こうした大論争において， アルクィヌスは論理学を有効な手段として重視
したことが指摘されているが (cf. Gibson， op. cit. p. 215)， その 例証として彼は， カ
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ー ル に， ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス の偽 書 Categoriae X Aristotelis， Apuleiusの Periher
menezasの断片， ボエティウスの命題論註解の editio primaの合本を献呈しているこ
とである. 献呈にさいし， 献辞なり献詩を付すことが慣例となっていたが， Bischoff
によれば， 彼の それを付した写本が現在ローマの Casa madre dei Padri Maristi (
CAL 4， 419) に伝存する (d. Die Hofbibliothek Karls des Grossen， 1965

�

�

Mitter

alterliche Studien， Bd. III ， Stuttgart， 1981， S.1 5 7，なお献詩は M G H Poetae 1， p. 195 ).
この写本は， Lyonの大司 教， ノfバリア人レイドラードが筆写し， 教会に寄贈したと
推定されているが， この人物は， カールの「一般訓令J， 特に その第72 章にみられる
修道院， 司 教座聖堂における 教育の振興の主旨に即した活動を実践したことをカール
宛 書簡 で報告した人物でもある (岩村清太訳， P. リシェ『ヨーロッパ成立期の学校
教育と 教養j史料 33二 M G H Eρist. IV， p. 5 42). この写本の原本は， アルクィヌスの
献詩からうかがえるように， もともとカールの宮廷にあったものであり， それをレイ
ドラードが借り出し， 筆写したものと考えられ， そこから， カールの宮廷におけるい
わゆる Hofbibliothekの存在が浮かび、上がってくるのである.
カールは， 周知のように， アルクィヌス， パウルス・ディアコヌス， テオドゥルブ
等の当代きつての知識人を招騰し， 彼の 周囲には宮廷アカデミーが形 成され， このこ
とが， カロリング・ルネッサンスの存在が主張される所以となっているといってよい.
知識人のメセ ナとして， 有力な知識人を蛸集さすことは一つの伝統として， ルートヴ
イヒ敬度王， カール禿頭王へと継承されていく. カールの伝言己としては， そうした知
識人の一人， コロンバヌスゆかりのFulda修道院で 教育を受け， 8世紀末 Aachen
の宮廷に入ったアインハlレト (Einhart，Einhardus，Eginhardus) による日ω Caroli
Magniがある. そしてこれに， 後に同じくFulda修道院でラパーヌス・マウルスに
薫陶を受け， カール禿頭玉の宮廷に招聴きれ， その後 Reichenau修道院長となった
ヴアラフリド・ストラボ(Walahfrid Strabo) が「序文」を付している. その中で，
「カルロスは賢者を熱心に探し求める点で， かつまた賢者が全く不自由なく安心して
知を愛せるような環境を整えることにかけても， あらゆる王の中 で最も貧欲であっ
たJ， と述べられている (国原吉之助訳『カルロス大帝伝.1， 1988， 附録). こうした
知的アカデミーには， 当然図 書館の存在が予 想されるが， それを裏付けるのが， アイ
ンハルトのVita Caroli Magni第4部にみられるカールの「遺 書Jの内容である. そ
こでは， [" その大半を蒐集した彼の図 書館内の蔵 書は， これを所有したいと思う人が，
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正当な価格で買いとるべきであり， その代金は貧乏人に分配されることを命ずるJ，
と記されているのである (訳文は国原前掲 書による ). さらに その存在と内容を窺わ
せる資料としては， アルクィヌスのいくつかの 書簡 が挙げられる (cf. Bischoff， op
cit. S.150 ). 例えば， カールの孫娘グンドラーダ 宛 書簡(Ep. 309， M G H Epp. 4， p.
474) において， 彼は， 魂の起源に関するアウグスティヌスのヒエロニュムス 宛 書簡
(Epゐtula， 131) を， 誰かに宮廷図 書館の 書架の中から(in armario imperiali) 探させ
るように勧めているのである.
Bischoffが， 1965年 発表した Die Hofbibliothek Karls des Grossen( Mitteralterli.
che Studien，Bd. III， S S. 1 49 sqq.) は， カールの宮廷図 書館の内実を再構成しようと
する貴重な研究である. 彼は， この論文において， 諸資料 や現在ヨーロツパ各地の図
書館等に所蔵されている諸写本の 特にスクリプ卜から， Stemmvaterが宮廷図 書館に
遡及されうるものの推定を試みている. 彼は論文の最後において(cf.S. 169)， 仮説
を積み重ねていくことは ein Wagnisだと述べてはいるが， 彼の所説の詳細に立ち入
り是非を論ずることは， Palaeographyの素養を欠く 筆者の 能力を超える. だが， た
とえ仮説ではあっても， ボエティウスの時代とカロリング期とを架橋する何らかの要
因の存在を問おうとする場合， 彼の所説， とりわけカールの宮廷図 書館の蒐 書経緯に
関する仮説はきわめて示唆的である. カールは蒐 書活動にきわめて積極的であったと
いわれ， 例えばモンテ・カツシーノの当時の院長テオデマール( Theodemar，797年
没 )に， ベネディクトゥス自 筆の Regulaのコピーを要請したりしている. だが貴重
書の蒐 書活動にあたって， 最も寄与したのは， 教皇からの写本の贈与であろう. 最初
の贈与は， 774年 4月， 教皇ハドリアヌス I世からの 教会法の集成 Canonum

col.

lectio Dionysio- Had巾加であった(cf.Bischoff， op. cit.， S. 151). そしてカールが
789年発布した「一般訓令J の前半は， この集成からの抜粋から成ることが指摘され
ている (cf. 五十嵐修『地上の夢キリスト 教帝国

カール大帝のくヨーロツノ�>J，

2001年， p. 100 ). こうした贈与は， 数次にわたって， 歴代の 教皇からなされたが，
当面の問題からして注目を要するのは， 800 年から 814年の聞にレオ III世 によりなさ
れた写本の贈与であって， Courcelleは， その中に， カツシオドルスがかつて Viva.
riumで所蔵していたものが含まれているという仮説を提示しているのである (cf. P.
Courcelle， Les lettres grecques en Occidant， pp. 367 sqq.， 373 sqq.， esp. 377ーなお，
Courcelleの挙げる 個々の写本に対するBischoffの批判については， cf. Bischoff，
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op. cit.， S S. 352 sqq.， Anm. 17).
カッシオドルスは， 後援者であった 教皇アガペトゥスの死 (536年 ) 後， ローマに
学校を建設することを断念， 周知のように所領のある Bruttium 東岸 Scylaceumに
移り， Vivariumを建てた. V ivariumにおいては， 写本の制作にとどまらず， アレ
クサンドリアのクレメンス， アタ ナシオス等のギリシア 教父の翻訳活動もなされ，
Courcelleは， ヘレニズムの 伝統の保持に寄与するところ多大であったと述べている
(Courcelle， P.， op. cit.， pp. 319 sqq. ). そこに所蔵されている写本の内容は， 彼の著
したInstitutionesから窺知することが可能であるが， 彼の死とロンゴバルトの侵入が
ほぽ重なっており，くCodex Grandior>と呼ばれるVulgataの貴重な写本を含む蔵 書
の運命については， 消滅説， Bobbio移管説等が唱えられてきた. しかし Courcelle
は， 教皇の図 書室とでもいうべき Lateranへの移管説を主張したのである(cf.Cour
celle， op. cit.， pp. 342sqq.). その後 Lateranは写本の宝庫となり， 所蔵写本は重要な
公会議においては資料として活用されたり， 教皇による貸与・贈与等を通して， 各地
に émigréしていったというのであり， レオII I世がカールに贈与したのもまさに その
一部であり， その中には， アレクサンドリアのクレメンス及びディデュモスによる
『 公同 書簡Jの註解とカツシオドルスによるラテン訳( GCS 12， p.V LV) といった貴
重なものが含まれている. しかも Lateranは， 1084年， ノルマンの侵攻により壊滅
的打撃を被ることになるのであって(cf. Thompson，].F.， The Medieval Libraη， N目
Y. and London， 1967， p. 141 )， 教皇のカールへの贈与は， 貴重な写本を消滅から救っ
たことになるわけである.
また， カールの Hofbibliothekの蔵 書構成， 及びカールの死後の写本の運命に関し，
Bischoffは， 1961年 発 表 の Hadoard und die Klassikerhandschriften aus Corbie
(発表の当初は英訳，

ドイツ語原文は Mittelalterliche Studien， Bd. 1 1966所収) にお

いて( S S. 49 sqq.)， 以下に示すような興味深い仮説を提示している. 仮説の発 端は，
B. L. Ullmanが 1954年発表した A List of Classical Manuscripts(in an eighteenth
century codex) perhaps from Corbie( Scriptorium V I II， 1954， pp. 24sqq.) において
試みた ベルリン写本 Diez B Sant66
(= CLA 8 ，1959 ，1044) の分析である. この写本は，
アンギル ベルト等によるカロリング初期の宮廷詩と cento形式の図 書カタログから成
る. Ullmanは， 特にカタログにみられる， ルカーヌス， ティグルス， ホラティウス，
ユウェ ナリウスの 書名と incipit及び explicitに着目する. そして， それらがフラン
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ク王国北部の有力修道院 Luxeu日の分院として発展した Corbie出自の諸写本との類
似を根拠に， このカタログが， Corbieの修道院図 書館もしくは そこに所属していた
学僧のものか， あるいは Corbieと縁故のある修道院図 書館のものであるという推定
を試みている. これに対し， Bischoffが着目するのは， 現在パ リ国立図 書館が所蔵
する Su m ma theologica in 13 tractatus
( Ms. lat. 1 3381) と称されるアウグスティヌス
からの抜粋集である. この写本にはハドアルドゥスの名がみられるが， 彼こ そは， 9
世紀後半 Corbie修道院図 書館の custos librorumとして， その充実のために稀観本
の蒐集 や写本の制作をした人物である. Bischoffは， この写本と Vaticanus Regin.
Lat.

1762と呼ばれるキケロの哲学上の著作等からの抜粋からなるFlorilegium
(Col

lectaneum) を比較し， スクリプトから両写本がハドアルドゥスの手によるものだと
推定するのである. Bischoffは， さらに現在パ リの国立図 書館をはじめ， Florence，
Leiden等の有力図 書館所蔵の 古典作家の諸写本のうち， スクリプトからハドアルド
ゥスの手になるものと 思われるものの一覧表を提示している( S S. 58sqq.). 彼の仮説
の大胆な点は， ハドアルドゥスが写本制作にあたって， Exemplarをカールの Hof
bibliothek旧蔵のものから借り出したと推定しているところにある( S. 58， Anm. 28).
Hofbibliothekは， カールの死後， その蔵 書は， 先の遺言の主旨に そって売り立てら
れ， その一部は Corbieが購入したにせよ， その全てが分散し消滅したわけではなく，
例えば{Libri Carolini}のような重要なものは存続したと考えられている(cf.

Hof

bibliothek Karls des Grossen， S S. 167sqq.). Hofbibliothekからの Exemplarの借
り出しについては， 例えばボエティウスの最 古の写本についても考えられている.
Consolatio Philosophiaeの Stemvaterについて， 1871年刊行のトイプナ版では， 校
訂者 A.Peiperは， それをアルクィヌスがイタリアからもたらしたものと推定してい
る(Peiper， pp.XX I I -XX VIIIl. Bischoffは， これが Bibliotheka Medicea Lauren
Zlana所蔵の pluteus14. 15 であり， カロリング期を代表するPhilolog，Fuldaのラパ
ーヌス・ マウルスの門弟セルヴアウス・ルプス( Servatus Lupus) の子によるものと
推定している. ルプスは， Seligenstadtに隠棲したカール大帝 伝の作者アインハルト
に度々 書簡を送り， その所蔵写本の借覧を申し出ており(cf. Bischoff，Palaographie
u. fruhmittelaJterliche KJassikeruberJieferung， 1975

=

Mitlelalterliche Studien， Bd.

I I ， S. 63)， ボエティウスの写本も そうした機縁を基に成立したと考えられているわ
けであり， アインハルト所蔵のものも， Hofbibliothek旧蔵のものと推定することは
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十分可能である. もっとも Bischoffのハドアルドゥスをめぐる仮説の中で注目すべ
きなのは， 先のパリ国立図 書館所蔵のMs. lat. 1794が， もともとは S. Germain-des
Prés所蔵のものであり， それが. 1794年国立図 書館に移管されたという事実であ
る. こ の 背 景 に は， 写 本 のく peregrinatio>が あ る. Corbie写 本 は. 1594年. Cl.
Dupuy
( Puteamus or Puteaneas) が入手した. 彼は当代の碩学であり， 彼の追悼文
集には. J. Scaligerといった一級の知識人達が寄稿している. そして彼の子 Pierre
及び]acques Dupuyが Bibliotheque Royaleに関係していた. こうした経緯を勘案
し. Courcelle， Bischoffの両仮説を結合すると， まさに写本のく peregrinatio>を通
して， カッ シオドルスの V ivarium-ーカールの Hofbibliothekさらに現在のヨーロ
ッパ有力図 書館所蔵の諸写本が連続性において現れてくることになってくるのである.

提題

局地的断絶/長期的低落傾向からの回復

清

水

哲

郎

古代末期のボエティウスに代表されるような学識と 思索は， その後途絶えたように
見えるが， やがて西欧中世において， ボエティウスらを受け継ぎ， さらにはそれら先
達の肩の上に乗ってであれ， より遠方を見通すような思索の花々が咲くに至る. その
狭間で. r途絶えたように見える」時期に何があったのか， 実際に知の営みに何らか
の断絶が起こったのか， あるいは断絶でなければ何があったのか一一私は本 シンポジ
ウムのテーマをこのような聞いとして捉えた.
l

1.1

断絶はあったのかー←literacyの問題

古代末期にいったん知的文化が途絶えカロリング朝において復活したのであ

り， その問こそ真に暗黒時代であったといった， 大規模な知の断絶という考えは， 根
拠のないものとして現代の研究者たちがすでに排除した理解であろう1)

ゲルマン諸

族は， ローマ世界に侵入してきた際に， 多くの場合は既成の文化を根底から壊しはし
なかった. 彼らもまたローマの文明に染まりつつあったのであって， イタリア やガリ

