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の広域的な活動を考えるならば，シャルトル，

ラン，カンタペリーなどの各地の聖堂付属学

校の存在も無視できないだろう。 12世紀の隠

修士の社会変革運動については，よく知られ

ているが，周辺的かつラデイカルで怪しげな

輩というイメージが払拭されないかもしれな

い。ところが，プロソポグラフィーの研究の

進展によって14), 12世紀のアキテーヌの隠修

士の多くが古典的あるいは保守的といわれる

ことさえある学問を修得する聖堂付属学校の

出身者であったことが確認された。またノル

マン人の多さも指摘されている。

現代の人文系の研究者の多くは大学関係者

であり，大学の起源に強い関心を持つ。その

一方で，大学の外部や，大学成立以前の教育

研究機関には親しみを持ち難い。だが，暦史

の実態、に即して考えれば，各地で活躍する隠

修士たちを生み出し，さらに大学を生み出す

母体となった古典的であるとされる聖堂付属

学校の12［吐紀の革新に日を向けるべきだろう。

そうすることによって，ハスキンズの議論は，

一部の都市だけではなく，地方を含んだ広域

的な知のネットワーク論に発展させることが

できるのではないだろうか。

おわりに

本稿では，アングロ・ノルマンの知的ネッ

トワークの拠点としてのベック修道院や聖堂

付属学校の重要性について指摘した。大学の

外部や，大学成立直前の知的エネルギーの胎

動する状況の解明については，依然として多

くの課題が残されている。

十二世紀ルネサンス論は， 19世紀末から20

世紀前半に広く流布していた人文知を歴史学

の領域にハスキンズが導入したもので，人文

学に関心のある者ならば，専門分野にかかわ

らず，誰もが共感し得る議論であった。ベン

ソン・コンスタブルらの論文集にすでに兆候

があらわれているように，十二世紀ルネサン

ス論は，近年，相互に理解不可能なほどに高

度な専門化が進んでいる。我が国においても

私の専門領域の教会史や科哲－の領域で、同様の

専門化が進められているように思われる。人

文学や中陛学を専攻しながらも，この議論に

無関心な研究者が多いのも，このためかもし

れない。十二世紀ルネサンス論は， 21世紀の

人文学・中世学において研究者間の双方向性

のコミュニケーションを阿復するために，避

けては通れない議論といえよう。

小野賢一（愛知大学）

『十二世紀のルネサンスJ再考：哲学・科学・知の秩序

はじめに

本稿の目的は，チャールズ ・H・ハスキン

ズによる著作『ト二世紀のルネサンスJを，

主に哲学史・科学史の文脈から再考すること

にあるlラ）。これまで「十二世紀ルネサンスj

という歴史的現象は，主に古典ギリシア・ロ

ーマの学問あるいは著作の「復興」（renais-

sance）と，教会組織の改革に伴う西欧社会

の内的な「刷新」（renewal）の二つの観点

から考察されてきた。本稿では，この現象に

ついて，大学を中心とした学知を生み出す秩

序（以降，「知の秩序」という言葉で表現す

る）の形成という観点から再考し，かっその

観点からハスキンズの著作も読み直すべきで

14) Ludo Milis，“The Regular Canons and Snme Socio-Religious Aspects about the Year llOO，＇’ m J eroen Deploige, 

Martine De Reu, Walter P. Simons, Steven Vanderputten, Laura Galoppini, Luc Jocque, Ann Kelders, Veronique Lam 

bert (eds.), Religion, Culture, and Afentalities in the Medieval Low Countries, Turnhout, 2005, pp. 169 180 

lう） 本稿でハスキンズの TheRenaiss仰 ceof the Twe 'fth Centuryを引用する際には，次の講談社学術文庫版に依拠

した。チャールズ・ H・ハスキンズ（別官貞徳・朝倉文市訳）「卜二一世紀のルネサンスJ講談社， 2017年。
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あると提案することになる。同時に，学知を

成立させる制度的な観点を軽視して12世紀の

卓越した個々の知識人を注視することは，こ

の時代の思想の理解にかんして誤った認識に

つながるのではないか，と伝統的な哲学史・

科学史の議論への問題提起も試みたい。

続く第 l節では，「卜二世紀ルネサンス」

にかんする一般的な議論をごく簡単に整理し

たあと，特に「哲学」「科学」の分野におけ

るハスキンズの論述が読者にもたらしうる誤

解に注意を促す。第2節では，それを受けて，

彼の他の作品も視野に入れつつ，上で記した

ように「知の秩序」の観点からハスキンズの

著作の再考を行うことにする。

1. 「十二世紀ルネサンス」における哲学

と科学，あるいは翻訳と受容との誰離

「十二世紀ルネサンスjとは，哲学・科

学・法学等の諸学問や教会組織等の社会的領

域において見られた12世紀の阿欧における創

造的な変革を意味している 16）。「十二世紀ル

ネサンス」の内実について，ここで詳細に検

討する余裕はないが，これまで主に二つの側

面から議論がなされてきたことは前提として

理解する必要がある。冒頭でも述べたように，

newal）である。ハスキンズの論述の力点は

前者に置かれていた。対して，近年では特に

ジャイルズ・コンスタブルを中心とした修道

院史・教会史を専門とする研究者たちによっ

て，後者，すなわち教会の改革運動とその影

響が重要視されてきた17）。後者の研究によっ

て強調されるのは，教皇グレゴリウス 7世に

よる改革（107385）とその成果である。よ

り具体的には，この教皇により教会組織のあ

り方が見直され，その改革の成果のーっとし

て教会の聖職者たちが適切なラテン語の使用

を求められたことなどが指摘されてきた。こ

のラテン語使用の活性化は，古典的，あるい

は外来的な学問の復興・受容にさきだ、って知

的環境が形成されたことを意味している。た

だし，この教会史・修道院史の側面からの考

察については本企画の小野氏の論考に譲ると

して，本稿では前者の哲学・科学的伝統の復

活に焦点をあてることにしたい。

「十二世紀ルネサンス」における学問の

「復興」を考える際にもっとも重要なことの

一つは，ハスキンズ自身が指摘しているよう

に「卜五世紀のルネサンスが第一に文学にか

かわっていたのに対し， 卜二世紀のルネサン

スは，それ以上に哲学，科学にかかわるも

その側面の一つは，主にアラビア経由でなさ のJ(271頁）だったことだ18）。 15世紀の「ル

れた異教的な哲学・科学の「復興J(renais- ネサンス」と異なり， 12世紀における学問の

sance）であり，もう一つは教会組織の改革 「復興jは，哲学および科学の分野でもっと

を中心とした西欧社会の内的な「刷新J(re- も顕著に見られたということである。

16) ハスキンズの著作自体の再考を含めて，「十二世紀ルネサンス」については，これまでも多くの論考が書かれて

きた。特に有主主な論集・総括としてはド記を見よ。 RobertL. Benson and Giles Constable (eds.). Renaissance and Renewal 

in the Twelfth Century, Cambridge, MA, 1982：，デイヴイツド・ラスカム（鶴島博和・他訳）『十二世紀ルネサンス 修道士，

学者，そしてヨーロヅパ精神の形成J慶慮義塾大学出版会， 2000年，ジャック・ヴエルジェ（野口i羊J訳）『入門十一二世

紀ルネサンス』創文社， 2001年，甚野尚志『 Iて世紀ルネサンスの精神ーソールスベリのジョンの思怨構造」知泉書館，

2009年：向上「！？一世紀ルネサンスの精神 「十二世紀ルネサンス」を真に再考するために J『西洋中世研究』第 1r, ' 
2009年， 1929貞， CharlesBurnett，“The Twelfth Century Renaissance，” in David C. Lindberg and Michael H. Shank 

(eds.), The Cambridge History of Science, Vol. 2: Medieval Science, Cambridge, 2013, pp. 365-384 

17) ジャイルズ・コンスゲブル（高山博監訳）『十J世紀宗教改革 修道制の刷新と丙洋中世社会j慶隆義塾大学出

版会， 2014年。

18) 12世紀の思想にかんする概観としては，次を参照せよc David Luscombe, "Thought and Learning，” in David 

Luscombe and Jonathan Riley Smith (eds.), The IVew Cambridge Medieval History, Vol. 4: c. 1024 c. 1198, Cambridge, 

2004, pp. 461 498.また， 12世紀以降丙欧において復活あるいは受容されたテクストについては，下記を参照せよ。 Robert

Pasnau (ed.), The Cambridge History of Medieval Philosophy, 2 vols., Cambridge, 2010, II, pp. 793-832 
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ただし，ここでは復興した哲学と科学の詳

細を語り直すのではなく，むしろハスキンズ

の論述が読者にもたらすかもしれない誤解の

方に注意を向けることにしたい。問題となる

のは，ハスキンズが12世紀を特権的に記述す

るあまり，その後の学問的伝統の多くが12世

紀における成果の延長上にあったと読者によ

って解釈される可能性が高いことだ。まず

「哲学」（第十一章「哲学の復興」）について

見ると，ハスキンズは12世紀における成果と

して，アンセルムス，アベラルドゥス（アベ

ラール），サン・ヴイクトルのフーゴー，ソ

ールズベリのジョンなどの人物とその仕事に

言及している。これらの人物が12世紀におけ

る知識人として特筆すべきものたちであるこ

とは否定できない。で、は，例えば，ハスキン

ズが第十一章の冒頭で次のように述べるのを，

私たちはどのように受け止めるべきだろうか。

十二世ネ己は転l口｜点をなす。すぐ次の時代と

合わせて，アリストテレスの哲学，科学の

大規模な復興，プラトンの中世における主

だ、った復活が見られる。論理が文に打ち勝

ち，アベラルドゥス，グラティアヌス，ベ

トルス・ロンパルドゥスのスコラ的方法が

大成して，十三世紀の大統合に必要な土台

から，ある程度はその上部構造までできあ

がった。（325頁）

この一節が読者に与える印象は，おそらく

次のようなものだろう。すなわち，プラトン

とアリストテレスという古代ギリシアの哲学

者の著作が読まれるようになり，同時にアベ

ラルドゥス等による「論理学」が発達し，さ

らにベトルス・ロンパルドゥスのスコラ学を

代表する著作（『命題集』）が現れ，それらが

総合されて13世紀のトマス・アクイナスなど

による「大統合jへと向かった，と。前述の

ハスキンズの文章が誤りというわけではない。

だが，もしそこから12世紀に達成されたもの

がそのまま13世紀に持ち込まれたかのように

読者が想定するとしたら，それは大きな誤解

を含むことになる。私が強調したいのは， 12

世紀における学問的な達成と，その後の哲学

的イ云統との連続性については慎重に区別する

必要があるということだ19）。例えば，プラト

ンの「主だ、った復j舌」に関しては，たしかに

『テイマイオス』については受容がみられた

が，それ以外の著作が本格的に読まれるのは，

あくまで15tlt紀以後の話でしかない20）。また

アベラルドゥスに注目すると，彼の論理学が

その後の学問状況に直接影響を与えたのか，

と問われると大きな疑問符がつく。たしかに，

ハスキンズ自身が「十二世紀は何よりもまず

論理学の時代J(337頁）であったと述べてい

るように，アベラルドゥスの業績は12世紀の

哲学的伝統の中では鍵となるものだ。だが，

岩熊幸男が既に明らかにしたように，アベラ

ルドゥスの論理学的作品に関しては13世紀以

降の写本は全く存在していない21）。また，後

世において「唯名論者」と理解されることも

ある「ノミナレス」（Nominales）と呼ばれ

るアベラルドゥスの学派についても，同じく

岩熊の研究によると，彼の死後に一・二世代

の聞のみ続いたに過ぎない22）。したがって，

あたかもアベラルドゥスの直接的な影響下で，

19) 12世紀の哲学・思想を専門とするラスカムや甚野は， 13世紀に本絡的にもたらされたアリストテレス（主義）の

インパクトと，その包括的な受容による両欧における学問的な内符の変化を少なく見積もっているように著者には思われ

る。ただし，そのことはラスカムや甚野のような歴史家だけでなく，中世哲学研究者にも等しく妥当する。それは，同じ

く12世紀のアベラルドゥスを専門とするジョン・マレンボンによる中世哲学史の概説が抱える問題点でもあるυ

20) プラトンの作品の丙欧における復活については， Chtistopher S. Celenza.“The Revival of Platonic Philosophy，” 

m James Hankins (ed.). The Cambridge ComJうanionto Renaissαnee Philoso1りhy.Cambridge. 2007. pp. 72 96 

21) Iwakuma Yukio, '"Influence，” in Je宜reyE. Brower and Kevin Guilfoy (eds.). The Cambridge ComJうαnionto Abe 
lαrd, Cambridge, 2004. pp. 305 335. 

22) アベラルドゥスの学派と言われる「ノミナレス（Nominales)Jについては， IwakumaYukio，“Vocal,凸， orEarly 
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あるいはその論理学の上に13世紀のスコラ学

が確立されたかのように捉えることには私た

ちは慎重であるべきなのだ。

同様のことはハスキンズの「科学」（第十

章「科学の復興」）にかんする記述にもあて

はまるお）。ハスキンズは「1125年にはじまる

一世紀」の期間に「エウクレイデスとプトレ

マイオス，アラビア人の数学と天文学，ガレ

ノス，ヒポクラテス，アヴィセンナの医学，

そしてアリストテレスの百科事典的に豊かな

学識Jがもたらされたと述べている（293頁）。

たしかに，このなかでエウクレイデス（ユー

クリッド）の『原論』は， 12世紀の早い時点

で翻訳され受容された。だが，それ以外の著

者のテクストとなると12世紀後半・末に翻訳

され，さらに本格的な受容となると，より後

の時代である場合が多い。例えば，アヴイセ

ンナの『医学典範』については，医学史家の

ナンシー・シライシによると， 12世紀・ 13tfそ

紀初頭でラテンの学者たちによって利用され

た形跡はほとんどない24）。またヒポクラテス

やガレノスについてはなお一層ハスキンズの

説明と現実との聞に北離があり，実際彼らの

著作が本格的に受容されるのは15世紀よりも

後の時代であったあ）。

さらに，「哲学jと「科学」双方にかかわ

るアリストテレスの著作とその受容になると，

また別の問題が見られる。たしかにクレモナ

アラビア語から，後者はギリシア語から12世

紀に訳したことで知られている。だが， 13世

紀以降のアリストテレス的伝統を考える際に

決定的役割を果たしたのは，アリストテレス

の著作だけではなく，彼の作品に対する「註

解者」（Commentator）として知られたアヴ

エロエス（c.1126 1198）の一連の註解書で

あった26）。だが，後者の主要な註解書はよう

やく 1220年代にラテン語化され，それから西

欧において受容された。このように，アリス

トテレスにかんしても，彼の著作自体が翻訳

されはじめた12世紀と，本格的な受容がなさ

れた13世紀以降とでは大きな違いが見られる

のだ。

以上では， f十二世紀のルネサンス』にお

いて中心的な問題となっていた「哲学」と

「科学jの分野における「復興」のなかで，

テクストの翻訳と実際の受容とのあいだに五

離があることを指摘してきた。だが，そのよ

うな指摘により，ハスキンズの誤りを指摘し

たかったのではない。というのも，ハスキン

ズ自身の論述自体は基本的に正確であって，

あくまで彼の議論を13世紀以降の歴史状況に

そのまま敷桁することこそが問題だからだ。

次節では，ここまでの議論をふまえた上で，

ハスキンズが注目した12世紀における学問の

復興を単なるテクストの翻訳と受容の観点を

超えてどのように捉えるべきかを，さらに検

のゲラルドゥスやヴェネツイアのヤコブスな 討していくことにしよう。

どは，アリストテレスの主要な著作を前者は

Nominalists.”Traditio. 47 (1992). 27 lllcまた次も合わせて参照せよ。岩熊幸男「《写本》と 12世紀論理プリ「西洋中世研

究J第8号， 2016年， 307316貞c

23) Cf. Burnett. ・白TheTwelfth Century Renaissance.” 

切s 24) Nancy G. Siraisi’＂The Medical Learning of Albertus Ma宮r】us，’・ in James A.羽・eisheipl (ed.）’ Alber/us九fα』；nt

αnd the Sciences: Com附 eJ

ンナの『医，7典範Jの利用が例外的にみられるのは，アルベルトゥス・マグヌスの自然哲学的著作 (1250年代以降）での

百及であるc

2う） Cf. I-lira Hirai. Medical Humanismαnd }¥'atural Philosophy: Renaissαnee Debates on l'vf，αtter. Life and Soul. 

Leiden, 2011 
26) 特にアヴエロエスの丙欧における受容にかんしては，下記の拙稿を参照せよ。アダム・タカハシ「中世自然哲’7

における《註解》の技法．アルベルトゥス・マグヌスの「生成・消滅」論と，彼のアヴエロエス批判」［中山哲学研究j第

358, 2016年， 1-21頁。
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2. ハスキンスまが見ょうとしたもの：大学

を中心とした「知の秩序Jの形成

前節でも取り上げたように，ハスキンズの

『十二舟紀のルネサンス』は，確かに哲学・

科学的なテクストの翻訳と受容を重視したも

のとして語られることが多い27）。だが，彼は

テクストの翻訳運動にのみ関心があったので

はない。私が注意を促したいのは『十二世紀

のルネサンス』のなかでも，「科学」と「哲

学jの復興を扱った章の後で，すなわち最終

章で「大学の起源」について論じている点

だ28）。あえて言うまでもないことかもしれな

いが，ハスキンズが12世紀以降の西欧におけ

る学問的伝統を考える際に彼の視線の先にあ

ったのは，単なる「ソフト」（文献の復活や

翻訳紹介）だけではなく，「ハード」（大学の

設立）でもあったのである。

このように考えるとき，「十二世紀ルネサ

ンスJを古典的なテクストの単なる「復興」

で仏教会の改革による社会の「刷新」の単

なる帰－結としてでもなく，西欧における学知

全体の変革期として考える道筋が見えてくる。

すなわち，「ト二世紀ルネサンス」とは，古

典的テクストを講読の中心とする新しい知の

再生産システム・知的プラクテイスが，大学

というトポスにおいて確立された時代なので

はないか，と29）。個々の哲学・科学者やそれ

らの著作を越えて学知を生み出す制度や秩序

が，そこで誕生するのであり，ハスキンズ自

身もその部分に私たちの注意を向けているの

である。実際，彼は『十二世紀のルネサン

ス』「第十二章」の冒頭で「1100年にはまだ

「教師が学校に先行する」が， 1200年になる

と「学校が教師に先行する」」と述べた後，

次のように記している。

十二世紀は最初の大学を作り出しただけで

はなく，後世のために大学組織のありょう

も定めた。これは決して古代の模範を復活

したのではない。そもそもギリシア・ロー

マ世界には近代的な意味での大学などあり

はしない。（347頁）

古代的な学問，あるいは宮廷等を中心とし

た15世紀のルネサンスと， 12tft紀のルネサン

スとを区別するのは，後者においてその学聞

が大学等の教育機関を中心として背まれたと

いうことである。そのことは，なぜ12世紀の

学知を「哲学」あるいは「科学jの側面ーから

語る際に，私たちがその時代の特権的な個人

とその業績を注視するだけでは不十分である

かも，明らかにしてくれるだろう。

さらに，大学を中心とした「知の秩序」の

形成と並行して，学知それ自体に「秩序」を

与える傾向も見られたことは注目に値する。

その点についてもハスキンズは見逃していな

い。『十二世紀のルネサンスJの第七章で詳

述されているように，ユスティニアヌスの

『学説葉纂』 (Digesta）等の発見による「ロ

ーマ法の復活」の影響をとおして，「この新

たな動きはローマの法規の復活にとどまるも

のではなくて，ローマ的な体系，ローマ的な

思考法の復活」がもたらされたと彼は述べる

(194頁）。学知あるいは思考の秩序化といっ

27) 前掲（注16）の「十：世紀ルネサンスJのなかで，デイヴイツド・ラスカムは「ハスキンズのルネサンスは，多

分に，ラテン・キリスト教世界の外から直接受けた影響によって，つまり，アラビアの影響とより小規模ではあるがギリ

シャの影響によって刺激されたものである」 (10頁）と述べる「このような見方が取られる背景には，ハスキンスが『十二

世紀のルネサンス』の3年前に出版した『中世科学史研究J(Studies in the History’of Mediaeval Science. Cambridge. MA. 
1924）のなかで，もっぱらテクストの翻訳及びそれらの翻訳者の問題を論じていることも影響しているように思われる。

28) 合わせて，次の著作も参照せよ乙チャールズ・ホーマー・ハスキンズ（青木靖三・＝：1甫常司訳）『大三子の起i原J
八坂書房， 2009年。

29) 12世紀の大学等における教育の実践や学問的知識の形成についての考察としては，「スコラ学的人立；主義」にか

んするサザーンの論考を第ーに参照せよc R.W. Southern, Scholastic Humanism and the Unification of Europe, I: Founda 
tions, Oxford, 1995 
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たものが，ローマ法の受容の直接的な影響な

のかどうかについては，まだ十分に解明がな

されていないように思われる。だが，ハスキ

ンズがローマ法の復活の観点から論じた学知

の秩序化あるいは合理化の問題は， 12世紀の

学問の広い範囲で見られたことは十分に理解

されなければならない30）。アベラルドゥスの

『然りと百j，ロンパルドゥスの『命題集j,

コンスタンテイン・アフリカヌスの医学書

『パンテグニJなどの諸作品では，分野こそ

異なるが学知に秩序を与える点では同様の傾

向が見られたのである31）。

最後に述べた，知にいかなる秩序を付与す

るのか，あるいは学知の秩序化の問題は， 12

世紀あるいは直後の13世紀においてのみ西欧

の知識人にとって問題だ、ったのではない。む

しろ，初期近代にむけてより多くのテクスト

が生み出される状況になると，混沌とした学

知をどのように整理するのか，そしてそのた

めの方法論は何かという問題は，より火急の

課題となった。ハスキンズ自身は12・ 13世紀

を超えて語ることはなかった。だが，彼が見

ょうとしていた問題は，私たちが中世から近

代にかけての西欧の学問の特質を考える際の

重要な主題として今まさに浮上しつつあるの

である32）。

おわりに

「十二世紀ルネサンス」と呼ばれる文化現

象は，アラピア経由の新しいテクストの翻訳

と受容，アベラルドゥスやソールズベリのジ

ョンなど新しいタイプの知性の出現，そして

教会改革等による西欧社会内部の変化等に注

目することで一般に論じられてきた。本稿で

は，まず12世紀の学問の復興と，その日世紀

以後の文化にたいする影響とは慎重に区別す

る必要があると注意を促した。もちろん，そ

のように言うことで12世紀の達成を低く見積

もりたいのではない。むしろ，個々のテクス

トの受容や卓越した個人の業績を称揚するこ

とで，逆に知的な制度の形成という重要な論

点を見失わせてしまう危険性が高いと考えた

からである。

本稿の第2節で示唆したように，今ハスキ

ンズの『十二世紀のルネサンス』を読みなお

すことは， 12世紀末に現れた「知の秩序Jの

形成が，知識人の実際のプラクティスを含め

て，どのような具体的な過程を経て展開され，

そしてそれが12世紀以後どのように変化を遂

げていくのかを考えていくことにある。その

ように見ることで，この書物は研究の可能性

とJi向性を示すものとして，依然として私た

ちの前に留まり続けているのであるお）。

アダム・タカノ、シ（東洋大学文’T部析学科助教）

30) 12世紀以降の西欧において，学知のみならず広い領域において「合理性」が重視されたことは，これまでも研究

がなされてきた。まず D’Avrayによる次の研究を参照せよ。 D.L. D・Avray, Medieval Religious Rationalities: A Fルberian

Analysis. Cambridge, 2010; Rationalities in Hi日tory:A Weberian Essay in Comρarison, Cambridge, 2012 

31) イヴァン・イリイチ（岡部佳世訳）『テクストのぶどう畑で』法政大学出版局， 1995年， RichardH. Rouse and 

Mary A. Rouse，“Statim inveniri. Schools, Preachers. and New Attitudes to the Page，” in Benson and Constable (eds.). 

Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, pp. 201-225 

32) 哲学・科学の歴史的営みを，学知を秩序付ける方法との関連で分析した重要な研究としてアン・ブレアのド記の

論考を見よc Ann M. Blair，。rganizationsof Knowledge,'" in James Hankins (ed.), The Cambridge Companion to Renais 

sance Philosophy, Cambridge, 2007. pp. 287 303: Too Much to Know: Manα•ging Scholarl；’Information before the Modern 

Age, New Haven. CT, 2010 

33) 本稿の執筆にあたっては，赤江雄一，小浮実，坂本邦暢の各氏からコメントをいただいた。ここに記して感謝を

申し上げたし～言うまでもなく，本稿に含まれるすべての誤りの責任は著者であるタカハシにある。
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