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　歴史家は、問題を立てることに困難を感じる史料をどのようにすれば利用できるのでしょうか。その史料
とはカロリング期に実践されていた聖書注解書です1。聖書注解書とその研究に不可欠の文献学的な道具立て
は、つい最近まで歴史学よりも宗教研究の分野に属していたように思われます。注解書のテクストの数その
ものが中世思想史や社会表象ならびに政治表象の歴史にとって大変な意味があるという事実が等閑に付され
ていたのです。少し前から、この史料がいかに豊かなものであるのかを示そうと試みる歴史家や文献学者が
あらわれています。文献学分野では、カロリング期の聖書注解テクストの校訂版がいくつも進行中です。カ
ロリング期の聖書注解の歴史研究は、ジョン・コントレーニ、ギィ・ロブリション、ドミニク・イオニャ＝
プラが開拓し、いまやユトレヒト大学のマイク・デ・ヨングが継承し開花させました2。
　表象の歴史という観点から、カロリング期の聖書注解書をいかに利用すべきかを提示するために、まずは
聖書注解書がなぜ根本史料であるのかを述べ、次にそれを扱う手法のいくつかの要素を提案し、さいごにこ
の文書鉱脈の利用事例をいくつか提示してみましょう。

１．聖書注解書はカロリング期の歴史にとって根本史料となること、そしてその理由

　ある特定の社会で生産されたあらゆる文書はその社会を証言するという公準からはじめましょう。時とし
ておこりうる認識論上の困難は、かような史料にどのように接するかという点にあります。カロリング期に
は膨大な量の聖書注解書が編まれました。750年から900年の間に150の新しい注解書が執筆されたと推定さ
れます。この時代の１世紀平均は100となりますが、それに対して500年から750年にかけての１世紀平均
は28となります。それゆえ生産量は４倍となっています3。その結果、テクストによっては何度もコピーされ、

1 まずは、この研究集会を組織してくれた皆さん、とくにご招待いただいた佐藤彰一教授に感謝申し上げます。そしてまた、
今回の研究集会への参加のみならず、私の祖母であるもうひとりのシマハラ・スミ（旧姓サトウ）の足跡に立ち戻ることを
許していただいたことにも。彼女は九州生まれで、東京女子師範学校（現在のお茶の水女子大学）で日本史をまなび、四国
で歴史を教えました。彼女がなお生きていたとしたら、私がここ東京で歴史家たちの研究集会に参加し、それが日本で出版
されるさまを見てよろこんでくれることでしょう。

2 これらの著者の研究を挙げておきましょう。L’école carolingienne d’Auxerre de Murethach à Remi, 830–908, Entretiens d’Auxerre 
1989, éd. D. IOGNA-PRAT, C. JEUDY et G. LOBRICHON, Paris, 1991 ; J. J. CONTRENI, « By Lions, Bishops are meant ; by Wolves, Priests : 
History, Exegesis and the Carolingian Church in Haimo of Auxerre’s Commentary on Ezechiel », Francia 29/1 (2002), p. 29‒56 ; ID. 
Carolingian Learning, Masters and Manuscripts, Great Yarmouth, 1992 ; M. DE JONG, « Old Law and New-found Power : Hrabanus 
Maurus and the Old Testament », dans Centres of learning. Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East, éd. J. W. 
DRIJVERS et A. A. MAC DONALD, Leiden-New York-Köln, 1995, p. 161‒176 ; M. DE JONG, « The Empire as Ecclesia. Hrabanus Maurus 
and Biblical Historia for Rulers », dans The Uses of the Past in the Early Middle Ages, éd. Y. HEN et M. INNES, Cambridge, 2000, p. 
191‒226 ; M. DE JONG, « Exegesis for an Empress », dans Medieval Transformations. Texts, Power and Gifts in Context, éd. E. COHEN et 
M. DE JONG, Leyde-Boston-Cologne, 2001, p. 69‒100.

3 J. J. CONTRENI, « Carolingian biblical Culture », op. cit., p. 3 et 7. この概数には、アイルランドの注釈書も含まれています。
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人文主義者の時代まで影響を及ぼしていました4。さらにカロリング期には教父の手になる注解書のコピーも
増加しました。以上を踏まえて、膨大な数の注解書と、繰り返し研究されてきたけれども僅かながらしか残っ
ていない史料を比べてみなければなりません。わたしがとくに念頭に置いている後者の史料は君主鏡です。
史料から文書としての側面を取り除くことは、ある社会の特殊性を考慮しないという危険を冒すことになり
ます。
　聖書注解書はカロリング期の文化において瞠目すべき地位を得ていました。実のところ、カロリング・ル
ネサンスの目的、つまり社会改革と一致する諸学のヒエラルキーなるものがありました。救済のために奉仕
すること、それこそが心のそこからの回心でした。カロリング期において神を求めることは、すべてのもの
を写しだす聖書を読むことによって実現します。それゆえアルクィンの言葉を借りれば、神を知ることは《知
的探求の極み》でした。それ以外のすべての知は予備教育的なものであり、人間の言葉という限定された《乗
り物》で枷をはめられている神の言葉、その無限の意味を求めるのに役立つものです。メッセージの無限性
とかたちの有限性の間にねじれが生じることによって、テクストの知的解釈が必要であることが仄めかされ
ています。このような認識概念はアウグスティヌスにさかのぼるものであり、カロリング期の学問プログラ
ムは彼の『キリスト教の教義について』に基づくプログラムを繰り返しています5。
　聖書注解書が重要であるのは、その実践（講読や執筆）が社会の統率者、指導者、統治者というエリート
層に限られていたからでもあります。その場合しばしば問題となるのは、修道士や修道院長であり、場合に
よっては司教です。彼らは相互にやりとりを重ねましたが、時としてそこに王が含まれることもありました。
歴代の王、とりわけカール大帝、ルイ敬虔帝、ロテールは注解書の執筆を命じることすらありました。王は
たとえ注解書の執筆を命じなかったとしても、それを献呈されることはままあります。たとえばルートヴィ
ヒ独人王の場合がそうです。神が人間に向けたメッセージの深遠な──ときとして隠された──意味を解き
ほぐすこの至高の知が、あたかも神の戒律にしたがって統治するのに不可欠のガイドであるかのように、す
べてはおこなわれるのです。より具体的に言えば、立法し、正しく行動し、すべての浄化を命じる王のよう
に統治すること、群れの心のあり方に責任のある司牧者たる司教のように人々を支配すること、そして祈祷
によって全員の救済に積極的に参加せねばならない修道士のように導くことです。
　なぜ聖書注解書はこのような特権的地位にあるのでしょうか。それは神が人に伝えるメッセージを解釈し
説明する場合、仲介にあたる注解者が、その同時代人が世界をどのように理解せねばならないのか──もっ
とも彼らが救済のために奉仕しようとすればの話ですが──、そのあり方を決定的に方向づけるからです。
サン・ミールのスマラグドゥスは、『修道士の冠』でこう述べます。《神と常にありたいものは、祈り読むこ
とを常とせねばなりません。われらが祈るとき、神と対話するのはわれらなのです。しかしわれらが読むと
き、われらに話しかけてくださるのは神なのです》6。神が日常的に人間に伝えている表徴を解釈する手がか
りを与えるのが聖書です。少なくとも社会の統率者がこの手がかりにアクセスできるようにすることが聖書
注解者の責務なのです。
　以上のすべての論点が示しているのは、カロリング期の人々にとって聖書注解書はまぎれもなく重要な

4 たとえば、オセールのエモンによる『パウロ書簡に関する注釈』の場合、およそ180の写本が現在伝わっています。それは
ロレンツォ・ヴァッラやエラスムスにも引用されました。

5 M. SOT, J.-P. BOUDET, A. GUERREAU-JALABERT, Histoire culturelle de la France, t. I, Le Moyen Age, Paris, 1997, p. 103 ; J. J. 
CONTRENI, « The Carolingian Renaissance : Education and Literary Culture », dans The New Cambridge Medieval History, t. 2, c. 700‒
900, éd. R. MC KITTERICK, Cambridge, 1995, p. 709‒757, spéc. p. 726‒728 ; S. CANTELLI, Angelomo e la scuola esegetica di Luxeuil, 2 
vol., Spoleto, 1990, spéc. t. 1, p. 37‒42.

6 Qui uult cum deo semper esse, frequenter debet orare, frequenter et legere. Nam cum oramus, ipsi cum deo loquimur : cum uero legimus, 
deus nobiscum loquitur. SMARAGDE DE SAINT-MIHIEL, Diadème des moines, ch. 3, dans La voie royale. Le diadème des moines, 
introduction de J. LECLERCQ, trad. W. WITTERS, La Pierre-qui-Vire, 1950, p. 107 (éd. PL 102, 593B‒690A, spéc. 597C).
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ジャンルの一つであったことです。もう一点この分野の研究をうながす関心があります。注解書は現在に至
るまで関心を引かなかったため、膨大な量が未刊行のまま、いまだ読まれることなく写本のなかで眠ってい
ることです。そのように考えた場合、聖書注解書の利用法は開拓の余地があります。

２． なぜカロリング期の聖書注解書は、少なくとも一見したところ、歴史学的な解読が困難であ

るのか

　第一に、聖書注解書は未刊行であったり校訂状態が良くなかったりするために、アクセスすること自体が
大変難しいのです。くわえてそうしたテクストの伝来過程がときとして複雑であることがさらに嘆かわしい
状態を生んでいます。結局、テクストの真正性の問題です。さらには多くの注解者の比定にはなお議論の余
地がありますし、場合によってはまったくわかりません。この作業はテクストの歴史的研究にとっては不可
欠の前提条件です。作業領域は広漠としています。これこそが、今日、カロリング期の聖書注解書が歴史家
ではなく文献学者の領域であるまぎれもない理由です。
　第二に、カロリング期の聖書注解書は、直接歴史学的な解読に手がかりを与えるわけではありません。処
女地の征服に等しかった教父の手になる注解書や、中世末期さらには近代の注解書とは対照的に、カロリン
グ期の注解書は極度に保守的です。彼ら注解者は、教父を字面どおりに引用するか、さもなければ教父の見
解を再定式化しました。しかし彼らは教父からの遺産を自らのものであるといつも主張し、事実、教父に忠
実でした。聖書注解書のなかに同時代の人物や出来事がひょっこり現れることは例外的でした。このような
テクストに目を走らせて最初に受ける印象は、彼らはいにしえの真実を叫んでそれを同時代人の精神にはめ
込もうとしている、けれどもそれに反して、彼らが生きた社会に特有のなにかは決して浮かび上がってこな
い、ということです。それはすべての言説が、時間による浸食であるとかささいな出来事で乱されることを
拒む、永遠かつ不変の真実に凝固したかのようです。この事実は歴史家には不安を催させます。
　キリスト教的聖書注解書はたしかに歴史的な側面を内在させています。聖書は歴史に関連する特徴を示す
両極、つまり創造と終末の間で張り詰めています。時間とは人類の贖罪の時間であり、堕落から救済へいた
る道程の時間です。歴史とは人類の救済をめざして神がさまざまな姿をとる舞台であり、その結果人類に永
遠の観想に対する心構えをさせるのです。聖書注解書は聖書の射程がどれくらいあるのか、また歴史の意味
が何かを明らかにします。とはいっても最初にわれわれを悩ませるのはこの歴史的側面なのです。カロリン
グ期、時間の知覚とはアウグスティヌス的なものでした。それはわれわれの知覚とは根本的に異なっていま
す。われわれ歴史家はある特定社会に特有のものを求めています。カロリング期の聖書注解者は不変かつ反
復する見方に反対しています。それは因果論モデルにしたがって同一の出来事がたえまなく再生産される見
方です。常に問題となるのは、個人のレベルにおいても社会のレベルにおいても、神の国と悪魔の国の闘争
です。それにくわえてカロリング人は教父の時代、つまりキリストの受肉にはじまりキリストの再臨で成就
する時代を生きるように促されていたのです。

　聖書注解者は教父による当時の現実の仄めかし──それは時代遅れではありますが──を再生産すること
を考慮するならば、以上のことは一見するとわたしたちを驚かせるような説明を提起してくれます。鉄と陶
土でできた足を持つ像の幻をかたる『ダニエル書』２章31から35節に関して、ラバヌス・マウルスは、ヒ
エロニムスの解説を一言一句再現します。ヒエロニムスは両足にローマ帝国を、そのもろい素材に彼の時代
における預言の成就を見ていました。ヒエロニムスは帝国が蛮族との間に結んだ同盟を仄めかし、それを非
難していました。ラバヌスは、注解書の最初のテクストが示しているように、この解釈を引き写しました。
　　《しかし両足と指の一部は鉄、一部は陶土であり、それは我らの時代がはっきりと確認する。はじまり
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にあってローマ帝国ほど強く強靭なものはなかったが、終わりにあってそれほど脆いものはない。それ
というのも内戦において、そして様々な民族に直面して、我らは別の蛮族を必要としていたからだ》7

　ヒエロニムスは、ガリアとイタリア──フィレンツェのすぐそこまで──にゲルマン人が侵入する一年後
の407年にこの注解書を執筆しました。もしラバヌスが、彼に先立つ400年以上前にヒエロニムスが執筆し
たことを知ったうえで、《我らの時代》という表現を引き写したのであれば……

　このように述べましたが、注解者が教父著作の中から何を選んだかに注意を払うことで、今日の歴史家は
注解書を解釈することができます。先ほどのテクストを素朴に再コンテクスト化することで見えてくるのは、
ラバヌスはヒエロニムスの注解にたしかに配慮しており、ただ機械的に複製したわけではないということで
す。彼はその注解に、新しくはないけれども現実に即した意味を付加しました。ラバヌスの『ダニエル書注
解』が執筆されたのは842年から847年の間です。したがってヒエロニムスの説明の再利用は840年代の現
実を反映していることになります。内戦が帝国を荒廃させ、ノルマン人とイスラーム教徒という異民族がま
さに席巻していました。このような読み方は、ラバヌスがこの注解書をルートヴィヒ独人王に献呈し、ダニ
エルというモデルに従うようはっきりと助言していることを考慮するならば、いっそうありうる解釈なので
す。つまり世俗の統治に巻き込まれた預言者ダニエルは、なにごとも神から直接霊感を受けていたというモ
チーフに従うのです8。
　それゆえ時代に即した再コンテクスト化を試みることによって、古いテクストから浮かびあがるあらたな
アクチュアリティを把握することができるのです。カロリング人はおそらくこのように考えたでしょうし、
そうであるがゆえに、私たちは彼らの足跡をたどることができるのです。とはいえ彼らは、ある権威と別の
権威を絶妙にブレンドすることを通じて、その書物の出所や注解伝統を歪曲しています。このような手法は
節ごとに意識的に程度を変えていたのでしょうが、原則は明確です。たとえばリュクスィーユのアンジェロー
ムは、繊細な錬金術で有効成分と付随成分を組み合わせたとある医師（もしくは薬草調合家）の作業と自分
の作業を比べています。その理由は、フィリップ・ビュックが言うように、《すでに受け入れられているテ
クストの再生産に際して、たとえどれほど僅かでも隔たりがあるということが潜在的に意味を持っている》
からです9。歴史家が聖書注解テクストにかかわる方法論はこうした調査結果に由来します。聖書注解テクス
トとその解釈伝統を比較するために、少なくとも作業に入る前に、可能であれば作業後にもテクストを系列
化する必要があります。それにくわえて、注解者がテクストでどのように直接のソースを扱っているのかを
研究することが必要です。
　わたしは理論に関わる話をこれ以上突き詰めることはせず、三つの類型のカロリング期注解テクストを歴
史学がどのように利用すべきかを提示してみたいと思います。

7 RABANVS MAVRVS, Expositio in Danielem, ms Karlsruhe, Landesbibliothek Aug. Perg. 208, (f. 2‒73), spéc. fol. 14v‒15r : « […] sed 
pedes eius et digiti ex parte ferrei, ex parte fictiles sunt, quod hoc tempore manifestissime comprobatur : sicut enim in principio nihil 
romano imperio fortius et durius fuit, ita in fine rerum nihil imbecillius, quando et in bellis ciuilibus et aduersum diuersas nationes 
aliarum gentium barbararum indigemus auxilio. » この翻訳はヒエロニムスのものに基づく次の研究から借用しています。R. 
Courtray, Le Commentaire sur Daniel de Jérôme, traduction, notes et commentaire, édition critique du De Antichristo,  a paraître t. 2, p. 
373‒374.

8 Raban, Lettres, nº 34, MGH, Epist. V. 2. Karolini Aeui III, éd. E. Dümmler, Berlin, 1899, p. 467‒468.
9 リュクスィーユのアンジェロームは、『詩篇注解』をともなうロテール宛の献呈書簡（PL 115, c. 853）をものしました。引
用は Philippe BUC, L’ambiguïté du livre. Prince, pouvoir, et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Age, Paris, 1994, p. 44‒
45 ; ibid. p. 42も参照。
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３．カロリング期聖書注解書の歴史学的利用に関する三つの事例

カロリング期に証言されている実践の提示

　オセールのエモンは、ヒエロニムスにしたがい、『エゼキエル書』５章10節、『ホセア書』９章２節、『ア
モス書』８章11節に関わる数多くの聖書注解書の中で、飢饉の最中に起こった人肉食の事例をあげています。
彼は無自覚に引用しているようには見えません。というのも、注解書の第二テクストが示すようにベツレヘ
ムの修道士（ヒエロニムスのこと）が『ヨエル書』１章４節に対する注解で何も仄めかさなかったのに対し、
エモンは付け加えているからです。その史料との関係でエモンによって付け加えられた箇所を太字で強調し
ておきます。《それはむしろ霊的なやり方で教会の時代に成就された。しかし歴史に従ってもいた。それと

いうのもひどい飢饉がアハブとエリヤの時代に地上を襲ったからである。そのときは３年と６ヶ月のあいだ、

天は閉じられ雨も降らず、その結果として母がその息子を喰らっていた》10。飢饉は次から次へと起こったこ
とが知られています。ピエール・ボナシーはエモンが執筆に取り掛かった843年から850年の間の時代に、
２度の《大飢饉》があったことに触れています。彼はタブーである人肉食は史料から隠されていると考えて
います11。しかしながら『フルダ編年誌』では850年に、オセール近郊のサンスで書かれた『聖コロンバヌス
修道院編年誌』では868年に証言されています。人肉食という現象が広まっていたにもかかわらず史料から
隠されていたのかどうか、先ほど引用した編年誌での言及が現実ではなく文学トポスを示しているのかどう
かを知ることは困難です。いずれであるにせよ、エモンはその人肉食というテーマをとりあげています。
　同じ災害記録の中で、エモンは『ヨエル書』１章13節から15節を注解し、カロリング期にはっきりと証
言されている幾つかの規定については、ヒエロニムスよりもはるかに強調しました12。全体的に勧告や命令
といった調子です。注解者エモンは聖書の命令形をそのまま用いるか、「すべきである」や「ねばならない」
という表現を採用しています。以上の注解は、史料にはっきりと証言されている同時代の懸念とつながって
います。無秩序や民の罪によって突き動かされる神の怒りをなだめることで、汚れなき教会を再建すること
が肝要なのです。連祷や集団断食の実践は790年代から史料に見えます13。エモンが数十年後に『ヨエル書』
の注釈でおこなったのと極めて近いやり方で、君主は集団悔悛を正当化しています。たとえば、旧約聖書の
預言書すべてを説明するエモンは預言者的立場に再びつき、当時の政治的陰謀の幾つかを裁きます。

カロリング期政治生活に関する裁断

　エモンが執筆したのはおそらく840年から860年の間です。彼の聖書注解書の多くは、ルイ敬虔帝の息子
たちが父に対して起こした蜂起や、それにひき続く息子間での対立のあった830年代と840年代にカロリン

10 HAIMO AVTISSIODORENSIS, In Ioel, éd. Maxima Bibliotheca Veterum Patrum, 16 (962‒970C), spéc. Ioel 1, 4 : Quae temporibus ecclesiae 
magis spiritualiter implentur : attamen iuxta historiam quoque impleta sunt. Siquidem legimus factam esse grauissimam famem in 
terra, temporibus Achab et Eliae, quando per tres annos et menses sex clausum erat coelum ne daret pluuiam ; ut matres filios suos 
comederent.

11 P. BONNASSIE, « Aliments immondes et cannibalisme », Annales ESC, 44º année, nº 5, sept.‒oct. 1989, p. 1035‒1056, spéc. p. 1042 et 
1049.

12 HAIMO AVTISSIODORENSIS, In Ioel 1, 13‒15, op. cit. : VLVLATE MINISTRI ALTARIS. non tantum uoce, sed etiam compunctione cordis. […] 
Ieiunium sanctum est quod aliis bonis operibus exornatur, scilicet uoluntate bona, orationibus mundis et largitate eleemosynarum : 
ut unde ipse corpus suum abstinere facit, inde miseros reficiat […] Re uera enim sic est ordo seruandus […] ut congregarentur senes 
et habitatores terrae in unum, in domo domini et in ecclesia, praecepit ut clamarent ad dominum in toto corde, quatenus de dispari grege 
sacerdotum et populi unus grex effectus in unitate fidei et bonae uoluntatis iram domini placare possent.

13 Certissime ad his exterioribus colligere possumus, nos per omnia domino non placere interius, qui tanta mala compellimur tollerare 
exterius. Quamobrem bonum nobis omnino uidetur ut unusquisque nostrum cor suum humiliare in ueritate studeat et, in quocumque loco 
siue actu siue cogitatu se deum offendisse deprehenderit, poenitendo tergat, flendo doleat et semetipsum in quantum ipse potest ab his 
malis in futurum cauendo custodiat. Karoli ad Ghaerbaldum episcopum epistola, MGH, Leges 2, Cap. 1, éd. A. BORETIUS, Hanovre, 
1881, nº 124, p. 244‒246, spéc. p. 145‒246. 翻訳はM. DE JONG, « Sacrum palatium… », op. cit., p. 1259‒1260.



148

スミ・シマハラ

グ帝国が経験した危機を仄めかしているように私には思えるのです。この点に関していくつかの事例があり
ます。『ダニエル書』４章において、ネブカドネザルは十分に育った大木を夢に見ます。しかし天から降り
てきた見張りは、それを伐りたおし、切り株に鉄と青銅の鎖をつけて野ざらしにしておくように命じます。
人の心を獣の心にかえ、七つの時が過ぎ去りました。命令は実行されました。ダニエルはネブカドネザルに
対し、木は王自身であり、神は王が人間社会から追い立てられ、真実の王権とは神に属するものであること
を王が理解するまで、獣の中で生きるように命じたのだと説明します。しかるのちにネブカドネザルは再び
王に返り咲くでしょう。このような解釈を試みたのち、ダニエルは、王に対し正義と施しによってその罪を
贖うように迫ります。王は助言に従いますが、一年たつと改めて傲慢を見せつけます。そして夢は実現しま
す。
　ヒエロニムスはこの節に対し字面通りの注解をし、ドゥオーダはこの事例をヒエロニムスに従って利用し、
ネブカドネザルの傲慢を責めます。ただエモンのみが、『ダニエル書』４章12節に描かれるネブカドネザル
の野人化の原因となる注解をつたえます。
　　4. 12. 20：根の切り株を大地に放置せよ。ダニエルは、王は廃位されねばならぬが、その王国は彼のも

とにとどまると示している。そしてそれは鉄と青銅の鎖で結ばれている、つまり厳しい試練を受けるに
せよ、それが他人の手に渡らないため狂人のように結び付けられているにせよ、である。

　　4. 14：見張りの手紙によれば、それはすなわち天使の命令である。実のところ、天使の言葉と嘆願があ
り、天使の民を抑圧した王は廃位されるように、天使の言葉と嘆願があった……

　　4. 20‒23：根の切り株。ダニエルは甘美な慰めを通じて厳しい決定をやわらげたが、その一方で王国は

王のもとにとどまっていたことを示した14。
　エモンは地上の人間に対する地上の罰を強調します。しかしながら君主に対して用いられる deponendum

や deponereturという表現は、833～834年に実際にあったルイ敬虔帝の廃位を仄めかしているのでしょう。
そのような表現は、王座からの一時的な離脱という罰をうけた王が贖罪した可能性という見解を支持してい
るように私には思えます。エモンは王の贖罪と廃位を融合し、カロリング期の二つの贖罪慣行のうちの一つ、
つまり公的贖罪にしたがって、王による贖罪と廃位を結び付けています。このような儀礼の結果は、贖罪者
による社会的機能の放棄、つまり世俗からの隠遁でした。エモンは彼の時代の在り方を反映して、君主の公
的な過ちは国王機能の一時的放棄によって厳しく罰せられねばならないと考えているように私には思われる
のです15。
　別の節では、ルイ敬虔帝の息子たちの間での戦争をにおわせている可能性があります。エモンにとっても
同時代人にとっても、平和と融和は代えがたい価値です。それに対して不和は非難の対象です。『ダニエル書』
２章43節では、エモンは鉄と陶土でできた足をもった像に関する本来の聖書注解を与えています。ヒエロ
ニムスによれば、鉄の両腕と像の足はローマ帝国を意味しています。素材の劣化は日々弱まる権力に対応し

14 HAIMO AVTISSIODORENSIS, Adnotatio breuis in Danihelem, éd. S. Shimahara, à paraître au CCCM : GERMEN RADICVM EIVS IN TERRA 

SINITE. Ostendit deponendum regem, set regnum eius ipsi mansurum. ET ALLIGETVR VINCVLO FERREO ET EREO, id est durissima 
temptatione, uel certe quasi insanus uinciatur ne se precipitet […] 4, 14. IN SENTENTIA VIGILVM, id est angelorum decreto. Fuit enim 
SERMO ET PETITIO eorum ut deponeretur, quorum gentes oprimebat […] 4, 20. 23. GERMEN RADICVM EIVS. Seueritatem sententiae 
lenitate temperat consolationis, dum illi regnum eius mansurum ostendit.

15 この点は、『ガラテア人への手紙２章14節に関する注解』（Publica enim culpa publica eget castigatione coram omnibus, ut in 
canonibus habetur (PL 117, 677D)）においても確認できます。ルイは廃位が一時的であることを知ったうえで、その罰を──
望んではいませんでしたが──受けていたように思えます。エモンは一時的な罰に賛意を表明し、とりわけその罰が必ずし
も自発的なものではないと考えることで、同時代の議論での立場を表明しました。贖罪とそれにつりあう罰は、たとえこの
オセールの修道士がそれがどのようなものであるか用心しながら説明してはいますが、王権とは別のもう一つの権威である
教会が決定できました。
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ています。このベツレヘムの修道士［ヒエロニムス］は足の素材の混ぜ物の性質を注解していませんが、エ
モンははっきりと述べます。
　　2. 40：第四の帝国とはローマ帝国であり、まずはほとんどすべての世界を征服するが、その後、我らが

いま見ているように、それはもはや不敗の王国ではないことがわかる。
　　2. 43：それらはたしかに人間の種との混ざりものである。つまりそれらは焼けた土地や陶土でできたも

のではなく、父祖の系譜をさかのぼりうる人間である。しかしながらそれらはお互いに接触しているわ

けではない。というのも、それらはたがいに不和だから。それらは父祖ほどの力をもってはおらず、父

祖と比べれば弱まっている16。
　《退化》という思想はヒエロニムスとの関係で強化されます。エモンは脆弱この上ない権力と相続者間の《不
和》を強調しています。エモンは、ルイ敬虔帝の息子たちの間での帝国の分割とそれにひき続く政争をにお
わせ、そのことを非難している可能性もあるように思えます。オセールがフォントノワのすぐ近くに位置し
ていることから、彼エモンは王国政治の渦中にいたにちがいありません。フォントノワでは841年、シャル
ル（禿頭王）とルートヴィヒ（独人王）が兄弟ロテールと対立する戦いが展開されましたし、859年にシャ
ルルは侵略者たるその兄弟と戦う前にオセールにやってきています。そのほかの点でもエモンは、ヒエロニ
ムスを字面どおり引き写しそこに何も加えなかったラバヌスとは一線を画しています。エモンによれば、《内
戦》という表現はもはや用いられず、前面に押し出されるのは私闘です。失敗の主たる要因は家門内の混乱
です。このオセールの修道士は、ラバヌスよりもはっきりとルイ敬虔帝の息子たちに照準を合わせていたよ
うに思えます。

　同様に、エモンが目にしているコンテクストにおいて、『オバデア書』を一言一句注解することはきわめ
て意義深いように私には思われます。わたしは、エモンがいくつかの節に関して字義どおり注解しているこ
とを確認して驚きました。その場合大切なのは本来の意味で聖書の言葉を甦らせることであり、そしてまた
霊的意味を避けることで聖書的訓戒に焦点を合わせられることではないでしょうか。オバデアは、外部の敵
を呼び込んで兄弟イスラエルに矛を向けたエドム人に対する神の報復について語っています17。
　当時、同盟関係が急変した事例は数えきれません。『オバデア書』を歴史的なやり方で注解するという選
択は、平和な世界や武器の放棄を勧めているように聞こえます。諸侯と修道院の間のつながりも知られてい
ます。サン・ジェルマン修道院では、エモンが教育に携わり執筆した時代に、諸侯と修道院との関係が少な
からず存在していたことが史料から確認できます。ヴェルフ家はオセール伯領と修道院を手中にしています。
その家門はシャルル禿頭王のいとこ筋であり、シャルルも定期的に修道院に足を運んでいます。確かに、彼
らがエモンの聖書注解書を読んだり聞いたりしたのかはわかりません。しかし続く節に関するエモンの説明、
つまりユダ人の縁戚であるエドム人の非難を耳にするや、いとこシャルルを裏切りその兄弟ルートヴィヒ独
人王と手を結んだヴェルフ家側は彼らの行為に対する非難であると、シャルルは裏切り者たる縁者への弾劾

16 HAIMO AVTISSIODORENSIS, Adnotatio breuis in Danihelem, op. cit. à propos de Dn 2, 40‒43 : REGNVM QVARTVM regnum est Romanorum 
qui primo pene uniuersum mundum domuerunt, sed postmodum ipsi domabiles inuenti sunt, sicut modo cernitur. COMMISCEBVNTVR 

QVIDEM HVMANO SEMINI, id est non erunt testa et lutum, sed homines de genere priorum descendentes. SED NON ADHEREBVNT SIBI, 
quia discordantes erunt inter se ; sed neque tantę uirtutis erunt quantę priores eorum fuerunt, eruntque degeneres ab illis.

17 HAIMO AVTISSIODORENSIS, In Abdiam, éd. PL 117 (119D‒128C), spéc. Abd 1, 10, 124 AB : Odium enim quod tenuit Esau contra Iacob 
propter benedictionem, quam subripuit ei, tenuerunt et isti cum filiis suis in sempiternum. Dolebant enim se perdidisse bona quae 
Iudaei perceperant. Quam ob causam, quando Nabuchodonosor primum uenit in Hierusalem, Chaldaeis Babyloniisque eam uastantibus, 
iunxerunt se illis, et cum eis pariter interfecerunt Iudaeos : propter quod peccatum loquitur ad eos dominus, dicens : OPERIET TE 

CONFVSIO, ET PERIBIS IN AETERNVM. Confusi quippe sunt postea quam capti sunt ab hostibus, et perierunt IN AETERNVM, quia perpetua 
sunt captiuitate damnati.
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であると理解したかもしれません。《……エルサレムに対し、すなわちそれが形作る戦利品に対し、彼らは
くじ引きで戦利品を分割し、それぞれが望むところを要求する。汝もまたそうした者の一人のようである。
そのためにこのような出来事が汝に降りかかるのだ。というのも彼らの守り手にして支援者であるべきで

あった汝は、彼らの殺害者となったのだから》18。いずれにせよエモンの聖書注解書がその対象である修道士
に対し、しばしば接することになる世俗権力を模範としないように、そして信頼でき不変である唯一の存在、
つまり神の王国と結びつくため地上の諸事から身体を離した状態でいるように勧告していることは明らかで
す。

　暗示的ではありますが、エモンが同時代の社会と政治生活について仄めかしていることは現実のものであ
るように思われます。おそらく特別な出来事にたいする判断として、的を極端に絞ってエモンの仄めかしを
解釈することは用心しなければなりません。記述の大部分はむしろ一般的、普遍的そして道徳的な省察とい
えます。そのように言いましたが、エモンは他のカロリング期の聖書注解者がそうであったように、その時
代の不公正な行為を告発し、よりよい方策を勧告することで満足したわけではありません。彼は教会論を反
映した理想的な社会像も伝えています。そのようなわけで、ラバヌスとエモンの聖書注解書は、全く異なる
二つの構想を証言しているのです。

教会論を反映する場としての聖書注解

　エモンの聖書注解では三職分機能という著名な社会理論が展開されましたが、わたしはそれに触れるつも
りはありません19。エモンは、王は言わずもがな、聖職者によるよりも修道士が導く社会を賞賛していると
私は考えています。この問題を本論文で完全に証明するには紙数がありませんので、一例だけで満足せねば
なりません20。たとえばエモンは、グレゴリウス大教皇の『エゼキエル書に関する説教』の一節を変化させ
ています。動的にして静的という聖霊の二重属性に関して、グレゴリウスは『ダニエル書』７章９節（その
王座は燃える炎、その車輪は燃える火）を引用しています。教皇がその箇所に見たのは、一方では一つの場
所に固定される説教者に、他方では宣教に際して新しい魂を征服する説教者に霊感を与える聖霊の遍在でし
た21。エモンはこの二つの差異を修正しています。その意味の変化をはっきりとさせるために、その箇所を
太字で示しておきましょう。
　　この幸いなるグレゴリウスによれば、修道士、隠修士、そして同じ場所で生活し、神のための戦いを求

め、さまざまな場所に動き回らない人びとが、道徳という点で神の王座と理解される。そして正当にも
神の玉座群といわれる。というのも全能の神は彼らの心をつかさどるからである。そして彼らは正当に
も燃える炎と名づけられる。というのも彼らは日々神と隣人への愛によって、そして天の祖国への愛に
よって身を焦がしているからである。説教者、使徒、そして彼らに従い、大変な速さで世界をめぐり説
教する人びとは車輪と理解される。そして彼らは正当にも燃え盛る炎といわれる。というのも彼らは使

18 HAIMO AVTISSIODORENSIS, In Abdiam, op. cit., spéc. Abd 1, 11, 124C : ET SVPER HIERVSALEM, id est super praedam illius, miserunt 
SORTEM ut eius spolia sibi diuiderent, quaerentes quid quis caperet ? TV QVOQVE ERAS QVASI VNVS EX EIS. Ideoque ista tibi euenient ; 
quoniam, qui debueras esse tutor eorum atque auxiliator, factus es interfector.

19 この問題に関しては次の文献を参照。E. ORTIGUES, « L’élaboration de la théorie des trois ordres chez Haymon d’Auxerre », 
Francia, 14 (1987), p. 27‒43 ; ID., « Haymon d’Auxerre, théoricien des trois ordres », dans L’école carolingienne d’Auxerre de 
Murethach à Remi, 830–908, Entretiens d’Auxerre 1989, éd. D. IOGNA-PRAT, C. JEUDY et G. LOBRICHON, Paris 1991, p. 181‒227 ; D. 
IOGNA-PRAT, « Le ‘baptême’ du schéma des trois ordres fonctionnels : l’apport de l’école d’Auxerre dans la seconde moitié du IXe s. », 
Annales E. S. C., 41e année, nº 1, 1986, p. 101‒126.

20 そのため、近々ブレポルス社の「コレクション初期中世」で刊行予定であるわたしの博士論文の参照をお願いいたしますこ
とをお許し下さい。

21 GREGOIRE LE GRAND, Homélies sur Ezéchiel, op. cit., 1, 5, 10.
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徒の上にとどまる聖霊で満たされているからである。救世主が「私は炎を伝える《ために》地上にやっ
てきた」と語ったその聖霊である22。

　修道士は最初のカテゴリー、すなわち宣教者と対置される一所定住の聖職者のカテゴリーを換骨奪胎し自
らのものとします。グレゴリウスのテクストがなければ、エモンが律修聖職者と在俗聖職者を区別している
という印象すら受けるでしょう。現実には、グレゴリウスが提起したカテゴリーとの断絶はそれほどはっき
りとはしていません。それというのも「同じ場所で生活し、……さまざまな場所に動き回らない人びと」が
修道士と、「大変な速さで世界をめぐり説教する人びと」が説教者と結び付けられているからです。このよ
うに見れば、たった一つの場所で活動する聖霊に霊感を与えられた司牧者の中での修道士の役割は、他を圧
倒しています。

　ダニエル書に関するラバヌスの聖書注解書の一節が示すところによれば、この失脚したフルダ修道院長は、
エモンとは逆に、二人の指導者間の協力こそが良き統治を保障すると考えています。バアルのエピソードの
説明が焦点となります。聖書テクストによれば、偶像バアル（夜ひそかに像に与えられたささげものを喰ら
おうとする）の祭司のいんちきがいったんダニエルによって立証されると、王はその祭司たちを殺害します。
そののち、王はダニエルに神殿と偶像を渡し、彼はそれらをただちに打ち壊します。このところでラバヌス
は、ダニエルと王の共同が必要であることを強調します。ラバヌスはこう書きます。
　　《そして王はバアルをダニエルの手にゆだね、ダニエルはそれを神殿とともに破壊した。王の中の王、

主の中の主にして、その敵に勝利し世俗の権力を従わせるイエス・キリストは、世俗を説教者らにゆだ

ねた。その説教者らは、偶像を破壊し悪魔の神殿をこぼち、すべての場所に唯一真実の神の信仰を保証

し、主の言葉を教え、洗礼の秘蹟で罪ある人間をきよめた。世界の王たちを神の僕、キリスト教会の建

設者、福音を宣べる補助者とし、その結果として、王たちは彼らの王国において、偶像という似姿を壊

し、神殿を閉鎖し、神聖な教会を開き、信徒にそこへ入る可能性を与えるよう命じた。キリスト教王の

大部分がそうしたように、皇帝コンスタンティヌスとテオドシウスはそのような行動をとったことが歴

史に書かれている》23。
　エモンとは逆にラバヌスは、世俗権力による物質的援助、強制、庇護という機能を嬉々として列挙します。
彼の聖書注解書はルートヴィヒ独人王にあてたものです。東フランク王国は異教領域に隣接しキリスト教化
の途上にありましたが、コンスタンティヌスとテオドシウスを模倣するようにすすめたことはおそらく間違
いありません。わたしは下図でラバヌスの聖書注解を図式化し、暗示的ですがわれわれの眼には明らかなも
のを太字で示しました。

22 Sur Dn 7, 9 : THRONVS dei moraliter secundum beatum Gregorium intelleguntur monachi eremite et c#teri qui uno in loco degentes deo 
militare student, nec discurrunt per loca. Qui bene THRONI dei dicuntur, quia illorum cordibus presidet omnipotens deus. Et bene FLAMMA 

IGNIS appellantur, quia dilectione dei et proximi et amore patri# c#lestis cotidie inflammantur. Per rotas predicatores intelleguntur, 
apostoli uidelicet eorumque sequaces qui summa celeritate predicando mundum peragrauerunt. Qui bene IGNIS ACCENSVS dicuntur quia, 
spiritu sancto replentur qui requieuit super apostolos, de quo dominus dicit : Ignem ueni mittere in terram.

23 RABANVS MAVRVS, Expositio in Danielem, op. cit., spéc. Dn 14, 19‒21, f. 68r : […] rex et tradidit Bel in potestatem Danielis qui 
subuertit eum et templum eius, cum Ihesus Christus qui est rex regum et dominus dominorum, aduersarios suos superans, et 
terrenam potentiam humilians, subdidit orbem predicatoribus suis qui, destruentes idolatriam et subuertentes templa demoniorum, 
culturam unius ueri dei uerbum domini docendo et baptismatis sacramento homines a peccatis abluendo ubique roborabant ipsosque 
reges mundi fecerunt esse seruos dei et constructores aecclesiarum Christi, adiutoresque predicationis euangelii, ita ut iuberent 
ubique in regno suo destruere idolorum simulacra, et templa eorum claudere, aeclesiasque sacras aperire et fidelibus illuc facultatem 
intrandi praebere, sicut legimus in historiis Constantinum et Theodosium imperatores fecisse et alios christianos reges quam 
plurimos.
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スミ・シマハラ

言　葉 王 ダニエル バアル

寓　意 キリスト キリストの説教者 偶像崇拝、異教信仰

過去の歴史 コンスタンティヌス、テオドシウス、
数多くのキリスト教王

アンブロシウス？ 偶像崇拝、異教信仰

現在の歴史 ルートヴィヒ独人王 ラバヌス 異教信仰

　それゆえラバヌスは王にキリストに関わるモデルを与えています。とはいえ彼は天の王国と地上の王国の
間に仲介者、つまり説教者を挿入しました。ラバヌスはルートヴィヒに、キリストの忠実な《僕》にして《教
会の建設者》とするために説教者が必要であることを示唆しているようです。わたしはここに、ラバヌスが
その君主に対して個人的な訴え、つまり寛大な心で自分を復帰させるようにとの要求をしていると読み取る
ことができるように思うのです。しかしラバヌスのこの聖書注解書は、ルイ敬虔帝治下での司教のものに、
いやむしろ教会の霊的役割のものに極めて近い教会論についても証言しています。奉献者である聖職者モデ
ルではなく、建設者である王モデルを前面に出しています。教会論的な二つの概念の代表であるこの二つの
類型からラバヌスが選択するのは、君主に重きを置くほうです。それとは逆にエモンは、教会の中の世俗の
責任と世俗権力を割り引いて評価するだけではなく、世俗権力に積極的な役割を与えるモデルに触れること
はほとんどありません。このようなコメントによれば、聖書注解書というジャンルにみられる保守主義を超
えて、それぞれの著者に特有の教会論的思考の再構成が可能であるとわたしには思えるのです。

＊ ＊ ＊

　聖書注解テクストの歴史的関心に関する以上の概観はまことに不完全です。初期中世文化史に対するこの
史料の貢献、聖書注解者に関する社会学的分析、聖書注解書と説教のあいだの関係について喚起しておくべ
きだったでしょう。くわえて、カロリング期の聖書注解書がこれまでほとんど研究されてこなかったことを
考慮するならば、それは将来的にはこれまでにない問題設定もなされ実り豊かなものになっていくだろうと
考えています。日本の研究者のなかにも、カロリング期の聖書注解書に興味を持つアメリカとヨーロッパの
ささやかな集団を補強してくださる方が増えてくださいますよう。

（小澤 実 訳）


