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は じ め に

2007年2月,池上俊一による 『ヨーロッパ中世の

宗教運動』(以下 『宗教運動』と略記)が刊行された1)｡

本文のみで600頁を超えるこの大著は,池上がこれ

までに発表したいくつかの論考に大幅な補筆改訂を

施し,全体として統一ある作品へと昇華させたもの

である｡前著 『ロマネスク世界論』(名古屋大学出版

会,1999年)は,思考 ･感覚 ･感情 ･霊性 ･想像と

いう5つの人間の精神活動を通じて,10世紀末から

12世紀前半のロマネスク期の理念型的な構造把接を

目指していた｡それに対し 『宗教運動』は,民衆の

霊性- 池上の言葉を用いるならば,｢畏怖の対象

たるヌーメン (聖なるもの)に向かい触発される心

的機能あるいは精神的感情｣(2頁)- という軸で

全体を支えながら,ロマネスク期からゴシック期を

経てフランボワイアン期に至るまで,つまり紀元千

年前後から15世紀に至る時間幅を考慮している｡ 内

容もやや抽象度の高かった 『ロマネスク世界論』と

は異なり,隠修士 ･カタリ派 ･少年十字軍 ･ベギン

会 ･鞭打ち苦行団 ･千年王国運動という6つの具体

的な民衆的宗教運動を取り上げ,中世西洋における

民衆的霊性とは何であったのか,そしてその霊性が

その時々の社会的コンテクストの中でどのように発

現したのか,という問いに応えるという体裁をとる｡

さてここで,『宗教運動』のもつ歴史学上の意義を,

3点のみ述べておきたい｡1つ目は,西洋における

民衆的霊性の全体像を適時的に提示した点である｡

この種の研究の出発点は,常に1935年に現れたグル
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ントマンの著作にまでさかのぼるが2),欧米で出版

されたほとんどの著作は,時代もしくは地域が限定

的である3)｡確かに池上の著作もイタリアとフラン

スの事例を頻繁に引用するが,その射程はイングラ

ンドやドイツ,さらには東ヨーロッパやスカンデイ

ナヴイアにまで届いている4)0 2つ目は, 『宗教運

動』は,多岐にわたる一次史料と歴史学以外の分野

も含めた二次文献を吸収した学野的な性格ゆえに,

西洋中世史学以外の分野にも開かれた性格を持つ点

である｡ 日本のみならず世界でもさまざまな分野に

おける比較の重要性が説かれているが5),本書は単

なる地域間比較のみならず,宗教学 ･社会心理学 ･

思想史学といったさまざまな研究分野間の方法論的

比較とその再考にも寄与するところが大きい｡3つ

目は,専門的かつ膨大な情報を流れるような筆致で

整理措写し,読者を飽きさせないその叙述力である｡

一種モノグラフ的な性格を持つ本書であるが,他方

で知的好奇心の高い一般読者の存在も想定している

だけに,この点は重要である｡

以上のような一般的特徴を持つ 『宗教運動』は,

その内容の豊かさと紙幅ゆえに,一個人が十全に読

み解 くことは容易ではない｡そこで歴史学研究会

ヨーロッパ中近世史合同部会は2007年9月に,本書

をめぐって専門を異にする評者と著者が櫛 する場

を設けた6)｡評者とは宗教学の鶴岡賀雄,中世前期

宗教史の杉崎泰一郎,中世後期宗教史の赤江雄一の

3人である｡ この場において,(宗教)が語られるコ

ンテクストに関心をもつ鶴岡は方法論的側面から,

いずれも修道院研究において赦密な成果を公刊して

いる杉崎と赤江は主として実証的側面から, 『宗教

運動』のもつ問題点と可能性を明らかとした｡それ

に対し,著者池上も実勢に答えることにより,きわ

めて生産的かつ建設的な学問的対話の場が成立した｡



この場で交わされた議論は,ただ西洋中世における

民衆的宗教運動の具体的事実に限定されるものでは

なく,歴史概念や叙述作法といった歴史学一般に還

元しうる問題に収欽している｡ このような一般性を

もつ議論は,ただ 『宗教運動』の内容理解に資する

のみならず歴史学全体に稗益するものだと考え,本

稿において紹介することとする｡以下では,最初に

3人の評者のコメントを,その後著者からの応答を

要約し,最後に本稿執筆者によるまとめを述べたい｡

Ⅰ コメント

コメント1/鶴岡賀雄

池上の言葉を用いるならば,『宗教運動』の基本的

性格は,｢〔さまざまな宗教運動が〕時代の変遷とと

もに,内的な論理と外的な条件のギリギリとした閲

ぎ合いの中でいかに転身していくのかを見届け,ま

た転身を繰り返しながらも一本の太い霊性の水脈で

つながっていることを究明しようと奮闘努力した｣

(601頁｡〔〕内は小棒による補足｡以下同)もので

ある｡とするならば,本書は ｢民衆の霊性｣を主題

として,その性格の大きな変遷を示す一つの｢物語｣

と読み解くことも可能である｡以下では(霊性),(氏

衆),(物語)という3つのキーワードにかかわる問

題系を整理してみたい｡

① (霊性)と (民衆)について

近年の宗教学においては ｢宗教と霊性｣の関係が,

かまびすしく取り沙汰されている｡ というのも,(塞

悼)にせよ く宗教)にせよ,その言葉を受け止める

主体によって感懐するイメージが多様であるからで

ある｡たとえば,日本での (霊性)は近世以前から

仏教書の中で使われる用語であったが,近年ではス

ピリチュアリティの訳語として用いられているし,

欧米においても組織や権威を連想させる (宗教)

religionという用語の代わりに,(霊性)spirituality

を用いることもある7)｡いずれにせよそれらの用語

は,専一的な意味内容を保持しているわけではなく,

用いられるコンテクストによってその意味が流動す

る｡『宗教運動』の (霊性)は,おもにフランス語圏

の民衆史研究に基づいていると考えられるが,冒頭

に述べたような池 上 の定 義 は, 時代 地域 を超 えた普

遍性を看取できる｡ そうだとすれば,現代的意味で

の (霊性)と西洋中世の (霊性)とに何らかの通底

するものはあるのだろうか｡他方で (民衆)という

概念も時代によって,またそれぞれの宗教運動に

よって相当の差異がある｡ここで一括して (民衆)

として扱われる人々の具体像に対して,また (霊性)

と (民衆)性との関係について,著者に何らかの見

解はあるのだろうか｡

(さ く物語)について

すでに述べたように,本書は (民衆)の (霊性)

を主人公とした く物語)と読み解くことができる｡

大まかな言い方となるが,その (物語)はロマネス

ク期の (福音主義)的,内向的,個人主義的霊性か

ら,フランボワイアン期のある種,政治的,外向的,

終末論的霊性へと移行する流れと捉えることができ

る｡これはかつてミルチア ･エリア-デが,(ヒエロ

ファニー)という概念によって世界宗教史を描き出

したその作法を思い起こさせる8)｡そのように理解

した場合,フランボワイアン期の (霊性)と,その

次にくる時代の (霊性)とは,とりわけ宗教改革運

動という変動を経験するという観点から,どのよう

に差異化できるのであろうか｡

さらに一歩踏み込んで,このような池上の (物語)

観の背後にある価値基準に注目するならば,ロマネ

スク期にもっとも純粋なかたちで実現していた (福

音主義)的な民衆的 (霊性)が,ヨーロッパ社会全

体の世俗化の中で,その発現形態を変化させながら

も,総じては衰退ないし劣化の過程をたどった (物

請)と読むこともできる｡ しかしながら,本書冒頭

の定義に従えば,池上の考える (霊性)は,本質主

義的なものではなく形式的もしくは機能的なもので

あるから,それを必ずしも (福音主義)的な性質を

もつものと捉える必要もない｡そうだとすれば,劣

化へと至る (物語)を提示した本書とは別の (霊性)

の歴史を構想することも可能であろう｡ そのような

別の (物語)について,あるいは複数の (物語)が

併存するような歴史記述の可能性について,一定の

見通しを提示することはできるだろうか｡
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コメント2/杉崎泰一郎

(∋初期中世の位置づけについて

『宗教運動』では,紀元千年以前の- 池上の言葉

を用いるならば- カロリング期の民衆的 (霊性)

に対する評価は,かなり否定的である｡｢当時の教

会の第-の運営方針は,農村住民を教会の教区構造

に填め込み,世俗当局とも協力して礼拝に威厳を与

えることだった｣と概観したのち,日曜礼拝の徹底

と公開頗罪の実践,修道院の聖遺物礼拝や購罪規定

による生活束縛などから,俗人の (霊性)の発揚は

｢散発的で制度従属的｣であった,と結論する(9頁)｡

しかしながら近年の,初期中世宗教研究の成果によ

れば9),カロリング期俗人の信仰生活は決して停滞

してはいない｡たとえば,この時期の教会は墓地を

神聖な空間と認定し,本来のキリス ト教では重視さ

れていなかった死者追悼礼拝を公認し,司教の墓を

伴う大聖堂を中心として教区内の教会を巡回する宗

教行列を行ったり,教会の献堂式に信徒を参加させ

て共に祝福したりしている｡こうした事例は,キリ

スト教本来の典礼と民衆的祝祭要素とが交錯するこ

とによって生成した儀礼慣習であると,考えられる

ようになった｡

以上の研究現状があるにもかかわらず, 『宗教運

動』は,紀元千年前後に始まるロマネスク期を出発

点としている｡その背景には,かつてフランスで盛

んに議論された ｢紀元千年変革説｣ があるように思

われるが,この説に関してはすでにフランスの歴史

学界でも賛否両論が渦巻いている10)｡それは池上

自身も了解しているように見えるが,それにもかか

わらず ｢紀元千年変革説｣に寄りかかる根拠は何で

あるのか｡

② ｢ロマネスク期｣隠修士のあり方について

池上は 『宗教運動』の第1章で,ロマネスク期の

隠修士を次のように定義する｡｢修道院から離れて

思い思いに森の中にと入っていった者たちであり,

共同生活を嫌ったはずが,逆説的にも初期中世の隠

修士や修道士よりも自由な立場で人と接触できるよ

うにな｣り,｢修道院に下属した形態の隠修士が,完

徳の域に達した者たちであったのに対し,反対に到

達不能の完徳を目指す (罪人)｣(22頁)であると｡
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ここで池上独特のこの定義を問題とはしないが,『宗

教運動』で扱う隠修士のなかには,ベネディクト修

道制の枠内にとどまるシャルトルーズ会のようなも

のから,より急進的なものまで含まれていることは

指摘しておきたい｡

③史料操作について

『宗教運動』の第 1章において池上が主として依

拠しているのは,聖人伝と文学作品である｡これら

の史料類型は,同時代の (霊性)を読み取る上で一

定以上のデータを与えてくれるが,その取り扱いは

慎重に行う必要がある｡ 池上は,このような史料群

が成立した際の個別的事情や執筆者の意図が記述内

容に反映することを,確かに理解してはいる｡ しか

しながら,たとえば 『ブルノ伝』の記述は後世の付

加であることを明記したうえで,そこに措かれる隠

修士の (霊性)には終末論的な要素が読み取れるこ

とを説明するが,それはブルノが生きた時代の隠修

士の (霊性)なのか,それとも 『ブルノ伝』が成立

した1世紀以上あとの時代の (霊性)なのか判然と

しない｡

また少年十字軍を論じた第3章では, 『マールバ

ハ年代記』 が少年十字軍事件の直後に編纂されたこ

とから,そこに記述された内容を事実と理解してい

る｡たしかに少年十字軍と呼ばれる現象が何らかの

形で起こったことは確かであろうし,この現象を｢祭

り｣という文脈で解釈する点には興味をひかれるが,

それだけでこの現象が少年たちの ｢自発的な意志｣

によるものであり,教皇もそれを追認していたと断

ずるのは困難である｡ また,このような現象に雪崩

打った少年たちの動機の1つとして,初期十字軍期

に見られた ｢純粋な十字軍精神｣を延らせることを

あげているが,その ｢精神｣とは何か,そしてその

ような ｢精神｣はそもそも存在していたのだろうか｡

④ゴシック期の都市的 (霊性)- カタリ派とベギ

ン- について

池上が論じるように,ゴシック期に都市を中心に

民衆の宗教運動が展開したことは確かである｡しか

しながら,本書で論じるようなかたちでの,農村と

の対比が著しい都市が集中しているのは,イタリア



やフランドルといった特定地域に限定される｡した

がって,都市的 (霊性)の具体的発現であるベギン

運動を説明した部分で,これをもって ｢ヨーロッパ

各地で半聖半俗の女性宗教運動が自発的に発生 し

た｣(284頁)と断定できるかどうかは疑問である｡

またカタリ派を論じた第2章は,地域を超えたカ

タリ派の組織が存在したことを大胆に推測する一方

で,ラングドック地方に定着した集団の地域的特性

を論証しようとする壮大な試みである｡ 池上はこの

地域特有の城砦化集落 (カストルム)がロマネスク

的な柔軟な約定で結ばれた社会構造を有していたこ

と,またそこに接合した貨幣経済がカタリ派信仰を

支えたことを重視している｡この点はある程度の説

得力をもって読み進めることができたが,そうだと

するならば,南フランス特有の地域社会の構造に視

野を広げてみた場合,そこで展開した独自の聖俗関

係や司教 ･修道院関係をミクロに考慮する必要も出

てくるだろう｡ また,カタリ派は,南フランスの広

い階層から支持を集めていたことから,本章で論じ

られるのは (民衆的)霊性というよりも,領主階層

を含めた く俗人的)霊性と括ったほうが適切であろ

う｡

コメント3/赤江雄一

①中世後期における (エリート)の役割について

すでに杉崎がロマネスク期からゴシック期までを

対象としたので,ここではフランボワイアン期に問

題を限定し,とりわけ (エリート)の役割について

コメントしておきたい｡池上は 『宗教運動』全体を

通じて (エリート)と (民衆)を二項対立的に強く

対照させるが,中世後期になると,この対照構造が

変化することを強調したい｡とりわけ注目すべきは,

(エリート)の代表格と見なされている托鉢修道士

である｡13世紀に出現した托鉢修道士は,人里離れ

たところにではなく都市に修道院を構え,そこから

清貧の身振りと説教を通じて非常に数多くの俗人に

大きな影響力を与えたという意味で,それまでの宗

教的エリートの像を大きく変えたからである｡

もう一点指摘しておくべきは,日常の信心形態と

非日常の信心形態の関係である｡ 池上は基本的に後

者に注目し,その具体的な表出である少年十字軍や

鞭打ち苦行団といった民衆的宗教運動を前面に押し

出している｡著者のいう ｢日常/非日常｣という対

概念は,実はむしろ (霊性)が正統信仰内部の実践

として発現する場合と,それが正統信仰から逸脱し

教皇権によって異端と認定される可能性をはらんで

いる場合とに,ある程度対応している｡ つまり本書

が措く民衆的宗教運動史は,異端史と一定程度,塞

なっている｡ そのように考えるとすれば,特定のセ

クトを異端と認定する(エリート),つまり教皇権に

代表される教会のメカニズムを無視することはでき

ないだろう｡

②フランボワイアン期の (霊性)について

①でのコメントを前提に,中世後期の (霊性)の

具体層について考えてみたい｡第5章と第6章はそ

れぞれ ｢鞭打ち苦行団｣と ｢千年王国運動｣を扱う

が,前者は俗人一般に注目し,後者は ｢選民思想｣

を抱き異端運動に身を投じた人々に注目している点

が異なる｡鶴岡も指摘するように,この時代の (塞

性)に対する池上の評価は低 く,それはロマネスク

期あるいはゴシック期の (霊性)を規範的に考えて

いるところに由来する｡ しかしイーモン･ダフイな

どの研究によれば,中世後期については(エリート)

の宗教と (民衆)の宗教の間の溝は希薄で,聖職者

および俗人が多くを共有し活気にあふれた宗教活動

が行われていたという,｢(俗化された)キリスト教｣

観が近年広 く受け入れられつつある11)｡具体的に

気がついた点を3つ指摘しておこう｡

③ ｢聖体の祝日｣について

最初に,本書では言及されなかった ｢聖体 (キリ

ストの体を示すパンとブドウ酒)の祝日｣ について

指摘 したい｡この祝日は,ジュリアナというベネ

ディクト会修道女がリエージュ司教を説得して,ベ

ギン発祥の地と論じられるリュージュで最初に認め

られた｡この事実は,ベギンあるいは女性の (霊性)

が聖体崇敬に深く結びついていたという,本書の正

当な指摘と深く関係している｡ その後1311年のヴイ

エンヌ公会議は,この祝日を正式に認め,同祝日は

短期間のうちに中世後期のヨーロッパ諸都市におい

て大規模な祝祭の機会となる｡しかし,同公会議は
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ベギンを歴史上最 も厳 しく断罪 したのである

(313-315頁)｡このように聖体崇敬と聖体の祝日が,

女性 (霊性)の統制と,中世後期における都市 (氏

衆)一般の宗教文化あるいは (霊性)とが交錯する

重要な問題であった点は指摘しておきたい12)0

④ベギン,あるいは女性の (霊性)について

(エリート)と (民衆)という対照については前述

したとおりだが,托鉢修道士が俗人のあいだに広め

ようとした く霊性)と,本書第4章で論じられたベ

ギンの く霊性)とのあいだには,ある程度の違いを

認めることができる｡本書では,ベギンの く霊性)

は,12世紀の議論にさかのぼる ｢霊的結婚-神秘的

結婚｣論をその中心にもち,女性的に独自に発展さ

せたものである,と指摘する (360頁以降)012世紀

の修道院神学との比較もさることながら,同時代の

托鉢修道士が毎年 1月半ばに,俗人向けの説教のな

かで ｢霊的結婚-神秘的結婚｣をほぼ必ず論じたこ

とはすでに明らかになっているので,こうした説教

に見られる教説とベギン (あるいは女性神秘家)の

著作との比較によって,後者の (霊性)の特性は一

層際立つ可能性がある (4頁3-4行目を参照)13)｡

⑤ (霊性)の地域的差異について

本書には,鞭打ち苦行団や信心会などで歌われた

ラウダ (俗語の宗教叙情詩)を,イタリアのものと

ドイツのものとで簡便ながら比較する箇所がある｡

前者では,受難に至るイエスを思うマリアへの感情

移入が促されるのに対して,後者では,より強い悔

俊と頗罪の念が表現されているという池上の解釈

(446頁以下)は,結論として述べるには尚早である

が,非常に興味深い｡というのは,15世紀において

大量に活版印刷に付された説教集の購罪をめぐる教

説を,地域ごとに比較した研究のなかでも,似たよ

うな傾向があると示されているからである｡ すなわ

ち, ドイツでは内面的な痛悔を強調した説教集が多

くの版を重ね,イタリアではそうした内面性を突き

詰める悔俊はあまり強調されなかった｡このような

地域的差異は,16世紀に信仰の内面性を強調した宗

教改革が成功した地域と,しなかった地域の分布と

対応している14)｡もしイタリア,ドイツ,フランス
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などのラウダについて包括的な比較が可能であり,

そうした地域的な (霊性)の違いが活版印刷以前の

14世紀半ばの時点である程度明確に確認できれば,

さらなる考察-の扉が開かれるだろう｡

Ⅱ 著者からの応答

応答に入る前に,私 (池上)が 『宗教運動』を著

わそうとした2つの背景について述べておきたい｡

1つは,近年の歴史学研究はその手法や分析におい

て,精教化すると同時に細分化している,という現

実とかかわる｡具体的には,いわゆる史料論の隆盛

に表れている｡ これは19世紀の素朴実証主義とは異

なり,史料の生成過程や歴史社会におけるその機能

の再現を図った,現代の衣をまとった実証主義であ

る15)｡このような研究潮流は大変結構なことであ

り,新事実の発掘や史料の持つ可能性の拡大-とつ

ながっているが,他方で適時的な歴史のパースペク

ティブに対する関心が,急速に失われているように

もみえる｡ しかしながら,発見された個々の事実に

意味を与えるのは,何らかの歴史観を伴った適時的

叙述であり,そこにある程度の図式化や単純化の危

険性がはらまれていたとしても,新しい歴史像を描

き出すことは歴史家の使命であろう｡

もう1つは,ヨーロッパとは何かという問題であ

る｡ ヨーロッパ文化は明治維新以来すでに日本の血

肉の一部となっており,ヨーロッパを知ることは日

本を知ることに直接つながる｡ しかしそのような自

らの出自と関わらせた意味づけはいったん措くとし

ても,ヨーロッパ文化はそれ自体として魅力的であ

る｡ 現在のヨーロッパが抱える諸要素の多くは中世

に起源をもっており,それらの諸要素がその後どの

ような変化を経て現在へと至ったのか,そしてそれ

らの諸要素から構成されているヨーロッパの本質と

はどのあたりにあるのかを問うことは,現在に生き

る我々にとっても意味がある｡

以上が 『宗教運動』執筆の背景である｡杉崎や赤

江による具体的な指摘は正鵠を射ており,今後の私

自身の研究に資するところも多い｡ここでは3人が

異口同音に指摘した,『宗教運動』がロマネスク期の

(民衆)の (霊性)を理想化し,時代が下るにつれて

それが堕落する (物語)の体裁をとっているという



点に限定して,①歴史学における概念規定,②書か

れたテクストと口承世界,③異なる く物語)の可能

性の3点から応えたい｡

①歴史学における概念規定

1つのパースペクティブをもった歴史を叙述する

に際して,一貫性を持たせるための概念を用いるこ

とは不可避である｡『宗教運動』の場合,その概念が

(霊性)と (民衆)であったが,このような中核概念

は常に普遍性と特殊性のはざまを綱渡りしているか

の観がある｡ 私はこの (霊性)を,前著以来 ｢物事

の通常の秩序の外にある知性化を拒むもの,畏怖の

対象たるヌーメン (聖なるもの)に向かい触発され

る心的機能｣(2頁)というように定義し利用してい

る16)｡(霊性)は本来,人文科学である歴史学には

なじまない概念だが,このように機能的に定義する

ことで宗教現象が分析可能になると考えたからであ

る｡ しかし鶴岡が鋭くも ｢機能的に定義していなが

ら価値判断が入っている｣と指摘したように,私自

身- 無意識的に- ロマネスク期の霊性に最も高

い立場を与え,それを絶対基準としてロマネスク期

の前後の時代の (霊性)を価値づけし,1つの物語

を作ってしまったことは否めない｡

他方で (民衆)概念に対しては,杉崎から (民衆)

- (俗人)とみなしてよいのではないかという見解

が提起されたが,私は必ずしも与しない｡というの

も隠修士やベギンなどが境界例となるからである｡

私なりに考えるところがあり,『ロマネスク世界論』

以来一貫して,(民衆)とは ｢(感情)に自己の生と

活動の価値の源泉および真理の根拠を見出し,多少

とも無意識的に文化を創造してゆく者｣(2頁)と定

義している17)｡やや奇妙に聞こえるかもしれない

が,この定義によって,静態的に措かれがちであっ

た宗教史にダイナミズムを持ち込むことができると

考えた結果である｡これと関連して赤江から托鉢修

道士の存在をどう扱うかという提起があったが,こ

れについてはジャン･クロード･シュミットが論じ

た ｢中間的な知識人｣という概念の可能性を示唆し

たい｡それはエリートと民衆をつなぐ役割を果たす

存在であり,シュミットはジョングルールや礼拝堂

付司祭を具体的な事例としてあげた｡彼らは中世後

期になるにつれてその存在感を強めたが,托鉢修道

士もまさにその範噂に入るかもしれない18)0

いずれにせよここで強調したいのは,歴史学にお

いて利用される概念は,無時間的な抽象概念ではな

く,時代の諸関係の中で位置づけられる相対的概念

であるということである｡またそのような歴史概念

は,ただ過去の世界において理解され史料に現れる

そのままの形ではなく,現代に生きる我々にも訴え

かける普遍的通用性を備えている必要がある｡

(∋書かれたテクス トと口承世界

これはとりわけ杉崎の指摘に関わる｡隠修士に関

する『ブルノ伝』にせよ少年十字軍にかかわる『マー

ルバハ年代記』にせよ,史料論的な見地からいえば

杉崎の指摘はもっともである｡ とはいえ私が引き出

したロマネスク的霊性も十字軍精神も,必ずしも史

料が特定する個人や集団のみの特権的体得物ではな

く,彼らと同時代の異端者や巡礼者にも内面化され

ていた,と考えられる｡ したがって,同時代の複数

の史料の併用により,個別の史料が持つ内在的問題

は回避されてゆくという見通しはある｡ここでもう

1つ指摘しておきたいのは,書かれたテクストの背

後には,口承の世界が広がっていたことである｡ つ

まり,必ずしもテクストには記録されない武勲詩,

噂,評判,伝説といったものが,現実の中世世界に

は横溢し,相互に依存しながら価値体系を作り上げ

ていた｡とりわけ聖人伝や文学作品には,このよう

な非文字化情報の一端が見え隠れしているように思

われる｡ テクストに書かれた文言だけが (霊性)や

精神といった時代の雰囲気を支えていたわけではな

いことは,予想されてもよいのではないだろうか｡

③異なる く物語)の可能性

すでに述べたように3人からは,本書が採用した

｢劣化する霊性｣という物語叙述への批判があった｡

それでは,このような批判を回避するためには,ど

のような物語構築を選択すればよいだろうか｡やや

迂遠となるが,まずロマネスク的霊性の存立理由に

ついて述べ,しかる後に2つの可能性を提示してみ

たい｡

『宗教運動』の基準点をなすロマネスク的霊性は,
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単なる霊性史の流れに還元できる概念というわけで

はなく,ロマネスク期という特定時代の中で育まれ

た歴史概念である｡『ロマネスク世界論』ですでに

述べたように,(霊性)だけではなく思考 ･感覚 ･感

情 ･想像という5つの要素が装いを新たに出揃う集

合点が紀元千年である｡ それゆえ歴史を構造的に捉

えることを基本的スタンスとする私は,紀元千年を

1つの画期とみなして,『宗教運動』でも出発点 とし

て採用した｡そしてこのロマネスク的霊性の発現に

は,初期中世にはいまだ十分とは言えなかった ｢キ

リス ト教世界｣Christianitasの成立が深く与ってい

たことも,あわせて指摘しておきたい｡

以上を確認したうえで,可能性の探求に移りたい｡

1つは,私が提示したロマネスク期の霊性概念が通

用した時代を明示し,その前後の時代に関しては,

一定程度はロマネスク的霊性との共通性をもちなが

らも,その内容構成を入れ替えた概念を作り直し,

適用することである｡たとえば杉崎が指摘した死者

記念追悼などといった信心行為は,初期中世の霊性

史を考える上で確かに中心的な役割を果たすが,そ

れはロマネスク期とは明らかに色合いが異なる,す

ぐれてゲルマン的な性格をもつ ｡ 他方で中世後期か

ら近世にかけては,王権の聖性化や宗教組織や思想

の政治化といった聖と俗の反転,農村部における再

異教化,視覚の鋭敏化,(霊性)の家庭内化といった

ような,それ以前の時代にはそれほど顕在化してい

なかった事例にぶつかる｡これは明らかに時代の色

調が変わったことを示す徴候であろう｡このような

歴史現象に即応した く霊性)概念を再構築すること

で,ロマネスク的霊性の劣化という物語とは,別の

物語を措くことができるかもしれない｡

さてもう1つの可能性は,歴史の複線化である｡

いま述べたように,仮に歴史概念として (霊性)を

時代ごとに構築することに成功した場合,初期中世

的霊性とロマネスク的霊性,ロマネスク的霊性と後

期中世的霊性との間にはかなりのズレが想定される｡

しかしながら,ロマネスク期においても初期中世的

霊性は必ずしも完全に駆逐されることはなく,その

いくらかは残余しており,また場所によってはロマ

ネスク的霊性よりもはるかに強烈に発現していた｡

このように,伏流として後世に伝わる前時代の (塞
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悼)も捨象することなく平行して叙述できたならば,

つまり複線的にいくつもの く霊性)の展開を叙述で

きたならば,より豊かな内容をもつ (霊性)の物語

になるだろう｡

さらに現代からの見通しを述べておくならば,18

世紀から19世紀にかけてはカトリックの啓蒙改革や

フランス革命を経て,それ以前の時代に比べれば政

教分離や宗教の合理化の度合いが進展した｡そして

20世紀に入ると,鶴岡が指摘したように,スピリチュ

アルなものが世情を席巻するという現象を見ること

ができるが,それは歴史学の長期的パースペクティ

ブをもって見れば,宗教と (霊性)の分離の結果と

位置づけられるかもしれない｡

最 後 に

以上,3人の評者によるコメントと,著者による

応答を整理してきた｡もう一度全体の流れを振 り

返っておこう｡

鶴岡は,『宗教運動』で中心的役割を果たす(霊性)

と (民衆)概念に注目し,ロマネスク期の (民衆)

が持ち合わせていた く霊性)が,時代を経るにつれ

て次第に劣化するという本書の物語性を指摘した｡

杉崎はロマネスク期以前の時代の位置づけ,隠修士

の具体像,史料操作,ゴシック期の (霊性)の地蟻

性にまつわる問題を明確にした｡赤江はフランボワ

イアン期に入ると (エリート)と (民衆)という対

概念の関係が変化することを指摘した上で,これら

2つの概念の境界が暖昧となることにより出来した,

3つの具体的な事例 (｢聖体の祝日｣,女性の (霊性),

(霊性)の地域的差異)を提示した｡

以上のコメントに対し池上は,通時的叙述の必要

性とヨーロッパ文化の本質を知ることの魅力という

『宗教運動』執筆の前提を開陳した上で,各人の質問

に答えた｡そのエッセンスは3つにまとめられる｡

1つ目は,歴史学において採用される概念は時代の

諸関係の中で位置づけられる相対的な歴史概念であ

ること｡2つ目は,ロマネスク的霊性は時代全体に

充溢しており,その痕跡は歴史学で通常利用される

書かれたテクストだけではなく,口承世界にも組み

込まれていること｡3つ目は,コメンテーターが異

口同音に指摘した,『宗教運動』にみえるロマネスク



的霊性が劣化する過程 としての (物語)は,別の (物

請)で置き換えることも可能であるということ,で

ある｡具体的には,ロマネスク期の前後はロマネス

ク霊性 とは異なる構成要素をもつ霊性概念を適用す

ること,もしくは初期中世的霊性,ロマネスク的霊

性 ゴシック的霊性 といった各時代に特徴的な (塞

性)を並置 し,それぞれの消長を同時に記述すると

いう歴史の複線化を試みることである｡

(物語)つまり適時的な歴史叙述は歴史家の使命

である｡そして通史はただ事実を羅列すればよいと

いうわけではなく,ある概念 それも池上の言 うよ

うに歴史概念によって諸事実を纏め上げなければな

らない｡本書においてその役割を果た したのが (塞

性) と (民衆)という2つの概念であった｡ここで

さらに間わねばならないのは,このような歴史概念

の生成過程である｡確実に言えるのは,歴史概念 と

は,超歴史的な抽象世界にではなく,歴史諸資料か

ら再構成された 1つ 1つの具体的な歴史事象に依存

しているということである｡ つまるところ,杉崎や

赤江の事例に対する逐次的な指摘 もまた,歴史叙述

の作法 というメタレベルの問題を衝いた鶴岡の指摘

と直接つながるのである｡そうだとするならば,磨

史概念 とは,史料の開拓や読み直 しにより新 しい事

実が発見され,解釈され,再定義されるにつれ,変

化するものとなるだろう｡概念が事象を発見するの

ではなく,事象が概念を鍛造するのである｡ 批判は

あったにせよ,『宗教運動』で用いられた (霊性)と

(民衆)というキー概念は,池上が自身の研究フィー

ル ドの事象 と長年向き合った結果生み出した歴史概

念であ り,その独 自の概念を用いたからこそ,独創

的な 『宗教運動』 という作品へ と結実 したのである｡

もちろん今後調査が進めば定義そのものも変わって

くるかもしjtない｡本合評会の意義は,このように

新 しい歴史叙述を創 り出すことを可能とする歴史概

念のもつ役割を,『宗教運動』という具体的な素材を

通 じて確認 したことである｡
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