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永 嶋 哲 也

1999年， 本書の著者Mews氏が編集し出版したある本にわれわれアベラール研究

者は当惑させられた. それはTheLost Love Letters 01 Heloise and Abelard11 [以下

The Lost Love LettersJと題された書物で， 内容は12世紀前半のフランスで匿名の

男女が交わした恋文の校訂と対訳である. 男性は学僧で， 相手はその教え子と目され

る非常に学識のある若い女性である. そしてMews氏はこの手紙の書き手をアベラー

ルとエロイーズであると判断したわけである. しかしまさか， アベラールとエロイー

ズなどという超有名人の今まで知られていなかった書簡が 20 世紀もいよいよ終 わる

ころになって出てくるとは容易には受け入れがたい. ところが， この三人の文章であ

ると判断したのは， 今日のアベラール研究者としては屈指の人物であるMews氏であ

る. もし彼の手によるのでなければ人々は眉に唾をつけ， 真剣に検討しようとしなか

ったかもしれない. いや， 実際， この書簡がアベラールとエロイ←ズのものではない

かと最初に世に問うたのはMews氏ではなく， 1974年のEwaldKönsgen'lて、あった

が， ほとんどの学者は注目しなかった.

現在に至るアベラール研究が， 1979年に行なわれた生誕900 年記念のコロキウム3)

をきっかけとして大きな進展を見せているというのは衆目の一致している所である.

そのような研究進展の成果が， 前世紀も終わりに近づいたあたりからまとめられ公刊

されてきた. 歴史研究に重点、があるものとしては 1 997年Clanc y のAbelardが， 思

想研究に重点があるものとしては1999年M arenbonのThe Philosophy of Pe!cr 

Abelard41が， 特記されるべきものであろう. しかし， 両者はTheLost Loue Lcftcrs 

以前である. その後， 200 4年にTheCambridge ComρanzonωAbel，ω.d51も出版され

ているが， 文献表にTheLost Loue Lettersの記載はあるものの， ほとんど論じられ

ていない. 2003 年にJam esBu rgeというテレビ脚本家が書いた伝記61を例外として，

The Lost Love Lettersはほとんど取り上げられていない おそらく研究者たちはその
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扱いについて態度を決めかねていたのではないだろうか. 本書の持つ意味は上記のよ

うな状況の中で理解されねばならない. つまりTル LostLove Lettersの編者であり，

今日のアベラール研究の第一人者でもある著者が， ここまでの研究の蓄積と， The 

Losf Loue Lettersの内容とをふまえ書いたアベラールとエロイーズに関する研究書が

本書なのである.

アベラールとエロイーズと言えば， 日本の読者は， ジルソンによる概説書， もしく

はそれに加えてフマガッリの概説書7)を思い浮かべるだろう. しかし本書はAbelard

and Heloiseと銘打たれていても， それらの先行書とは少々趣を異にしている. それ

を象徴的に表わしているのが， Gr eat Medieval Thinker sというシリーズの一冊とし

て本書が出版されているということである. つまり， 思想家という側面からアベラー

ルだけでなくエロイーズも描き出そうという試みなのである.

本書の第1章は， アベラール(とエロイーズ) がどのように受け取られ， 描き上げ

られてきたかの変遷が語られる. 言うまでもなくアベラールは論理学者(言語哲学

者) であり神学者であり， 倫理学者であったのだが， 彼の存命中から「不遜にも神学

に首を突っ込んだ論理学者jという仕方で理解され， アベラール自身「論理学の故に

世間から憎まれている」と認めざるを得なかった. そのようなレッテルを貼るのに中

心的な位置を占めた人物(言うまでもなくクレルヴォーの聖ベルナール) が教会内の

重要人物てる後世への影響力も大であったことがこのレッテルの流通を促進した. 本書

によればCousinやMi gneなどを偉大な例外として， 研究史のほとんどを通じてアベ

ラールは倫理学者でも神学者でもなく論理学者として取り扱われてきた. つまり論理

学者としてのアベラール像と神学者としてのアベラール像とは断絶していた. しかし

Joli vetやLu sc om bé)あたりから研究状況は変わってゆき， 既述のClanchy やMar 

enbonの研究がアベラールという個人を全体として捉えようという試みだとして著者

は高く評価している. しかしより大きな断絶は残っている. つまりジャン ・ド・マン

から近代のロマン主義へと受け渡されたアベラール像， つまりエロイーズの恋人であ

る限りでのアベラールである. アベラールの学問的関心が転換する際， あるいは思索

が飛躍的に深まる際に， そのきっかけとなり導き手となったのがエロイ←ズであると

いう仕方で思想家としてのエロイーズを評価し， 断絶したアベラール像を一つの姿と

して描き直そうと本書において試みられている.

2章以降， 本書は時間的11頃序に従ってアベラ←ルの各時期の思想や背景を検討して
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ゆく. まず 2章はアベラールと彼の教師たち， つまりロスケリヌス， シャンポーのグ

イレルムス， ランのアンセルムスについて論じられる. 文献上の新しい発見や最近の

研究動向をふまえ， アベラールが自分自身で認めている以上に教師たちに負っている

ものがあることを論証している. 3章は『弁証学Jの検討である. 各巻の概要を紹介

しながら， 後の思索との比較検討なども行なわれる.

4章でエロイーズとアベラールとの間で交わされた議論が取り上げられ， 論じられ

る. 1115年， アベラールと出会ったエロイーズは通説では十代前半， つまり14歳く

らいだ、っただろうと言われているけれども， Mews氏はそれを否定し， 21歳前後だっ

たと推定する(ちなみに出会いについても， r災厄の記』で偽悪的に書かれているよ

うなアベラールからの接近ではなくて， むしろエロイーズの方が学問上の教えを乞う

たのであろうと推測している). そして， The Lost Love Lettersに収められている書

簡(Epistolae duorum amantium) がこの三人の手によるものだということを示して

ゆくのだが， 著者の論証は充分説得的であり， これらの書簡がアベラールとエロイー

ズによるものだということはまず間違いないと言ってよいだろう. そして二人の聞に

戦わされた議論から得られるいくつかの結論はこうである. そもそもエロイーズの方

が詩の中でローマ古典的イメージと宗教的イメージとの結合を試みたのであって， つ

まりアベラールの古典作品への関心はエロイーズに端を発する. また彼女は愛につい

て哲学用語を用いて論じようと試み， キケローのami ci tiaを援用している. それに対

して当時のアベラールにとって愛は理性を失わせる激情であり， r災厄の記Jにも書

かれていたように哲学の妨げとして位置づけられていた. だが彼女の 発想、が後の

r Scholarium神学』でam or honest usと cup i ditasの区別という形で結実してゆく.

また彼女は言語や行為の背景にある意図に着目し， 意図の正しい愛はたとえ肉体関係

を伴っている場合すら罪ではないと論じる. この論点も彼の晩 年に書かれた諸倫理著

作において罪の理論と結実してゆくことになる.

5章はr Ingredientibus論理学j， 6章はrSummi boni神学j， 7章は『キリスト

教神学』の概要を紹介しつつの検討である. 6章ではソワッソン教会会議についても

論じられる.

“Heloise and t he Parac lete"と題される8章では， エロイーズがパラクレ←に移

る前と後の時期が扱われる. すなわちアベラールはエロイーズの質問や詰難に答える

中で真の愛・友愛の理解が神学的にも深まったのだと示すために， r災厄の記』の前
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後の時期が問題にされる. r災厄の記』においてアベラー ルはエロイーズとの恋愛を

無私の愛ではなく， 肉欲の罪としてしか表現していない. r 災厄の記Jにおいて彼は

いかなる地上的愛にもまさる聖霊の善性について読者(とりわけエロイーズ) の思い

を導きたかったのだろう. だが， そのような理解に対 してエロイーズが納得するはず

もなく， 彼女の異議に応答してゆくなかで， 真の愛・友愛は歴史上のキリストにおい

て明示されたのだというものに深化してゆく， と.

9 章， 1 0章においては， その後の神学・倫理学上の深化を著作の成立順を確定しな

がら考察してゆく. 9 章においては『対 話.1 rロマ書注解.1 rへクサエメロン注解』な

どが， 1 0章ではr Scholarium神学.1 r汝自身を知れ』などが， サン・ヴィクトルのブ

ーゴ←を始めとする同時代人たちの神学理論と対 照させられながら考察される. そし

て最終章である11 章は， 特に異端審議つまりサンス教会会議とクレルヴォーのベル

ナルドゥスなどが論じられているが， ギルベルトゥス・ボレタヌスやぺトルス・ヒス

パヌスへの影響なども扱われている.

Mews氏のこれまでのアベラ←ル研究は文献学から哲学研究の分野にまで及んで、お

り， そのような守備範囲の広さは本書にもよく現れている. 個々の議論， 全体的な主

張などは単なる思い込みゃ強引な解釈などではなく， 幅広い文献的証拠によって裏付

けられている. 本書評の最初で， ここ数十年のアベラール研究進展の成果がClanchy

やMar enbonに集約されていると書いたが， 本書(とTheLost Love Letters)を転

換点、としてアベラール研究はまた新たな展開時期に入る可能性がある. 本書は今まで

の常識とはかなり違うアベラールとエロイ←ズの姿を描き出しているが， もしかする

と十数年後にはまたかなり違った二人の姿をわれわれは知っているかもしれない.
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