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序

研究代表者と分担者の両名は､これまでイングラン ドにおける ｢ノルマン征服｣とそ

れに続 くアングロ=ノルマン期の研究に従事 してきた｡宮城は､1086年に作成された全

国的規模の土地台帳である 『ドゥームズディ-ブック』の分析を中心に､｢ノルマン征

服｣がイングラン ド社会に及ぼした経済的影響を､アングロ-サクソン末期とアングロ

-ノルマン初期の所領経営を比較 ･検討することを通 じて明らかにしてきた｡その際､

イース ト･アングリア地方など､主にイングランド東部諸州に集中して分布する封建所

領を対象に検討 してきた｡山代は､主として ｢ノルマン征服｣がイングラン ド教会に及

ぼした影響を中心に研究 し､その成果を 『ノルマン征服 と中世イングラン ド教会』(演

水杜､平成 8年)として発表 したが､最近では征服後のイングラン ドにどのように教会

改革運動が導入されてきたのかを ｢グローバ リズム｣と ｢ローカリズム｣のせめぎあい

という視点から分析 している｡

両名の研究は､歴史叙述や他の史料の分析から ｢ノルマン征服｣前後の時期について

政治的 ･経済的変化や異文化接触に伴 う文化的変容の諸相を究明するものであった｡そ

の際､研究を通 じて得た共通認識は､｢ノルマン征服｣後に成立したアングロ-ノルマ

ン社会において修道院が果たした多面的役割の重要性であった0 日本の研究者のあいだ

では､修道院や教会とい うとそれ らが宗教的施設であるがゆえに､世俗的戦略とは無縁

であるかのようにイメージしがちであるが､それは ｢神話｣であると言わねばならない｡

当該期の修道院は､確かに宗教的共同体でありながらも､それに留まることなく世俗的

戦略と呼べるような方針を持っていた｡そのことによって､社会の各方面において積極

的な活動を展開 して行ったのである｡

そもそも､修道院や教会は､設立時から政治的 ･経済的戦略をもって立地条件が検討

され､交易のための地理的環境や支配のための象徴的重要性等-の配慮は不可欠であっ

た｡また､人的には聖俗両面で有能な人材の補充 ･活用と､物的にはイングラン ドに散

在する広大な所領を始めとした莫大な資産の有効な活用 ･経営によって､共同体内部の

構成員に多様な利益を保証すると同時に､組織外においては広 く国内の政治 ･経済 ･社

会に多大な影響力を有する利益集団である ｢企業体｣的存在 となることが出来た｡

本研究では､修道院をそうした利益集団である ｢企業体｣と捉える新たな視点から分

析 し直すことによって､中世イングランドにおいて多面的役割を担った宗教的共同体の
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実像に迫ろうとするものである｡そうすることによって､これまでしばしば別々に進め

られてきた教会史的研究と経済史的研究の統合を図ると共に､｢ノルマン征服｣後のイ

ングランド社会の種々の領域において修道院が果たしていった役割を明確にしたい｡個

別具体的な事例研究を行なう際に､考察の対象地域をイングランド東部､イース ト･ア

ングリア地方に限定したが､これは当該地域が比較的多数の大小様々な修道院をその内

に抱えていたこと､更には宮城 ･山代の両名が同地域に関して多少なりとも研究蓄積を

有していること等がその大きな理由である｡

研究を進めるに当たって､具体的な検討課題 として掲げたのは以下の4点である｡

1) 宗教的共同休としての修道院は､国王をはじめ世俗の有力者達から土地や小教

区教会の聖職録､あるいは市場開設権など各種の資産や特権を寄進されていく｡

その場合､｢企業体｣としての修道院はどのような立地条件のもとに設立され､

その資産が設立後にどのような方法で運用 ･拡大されていったのか｡特許状の

分析を中心にクロノロジカルに跡づけていく｡

2) 修道院-利益集団としての ｢企業体｣が､最大限の収益を上げるために､設立

後に集積 していった広大な所領をはじめとする豊富な資産を活用 ･運用するた

めにどのような戦略を採用 したのか｡また､その成果として獲得された収益を

共同体内部の構成員間でどのように配分 したのか｡さらに､国王や地域の有力

者達との関係が､修道院で生み出された富を基にした戦略 (たとえば市場や交

易の展開)によってどのように影響されていったのかを究明する｡

3) ｢企業体｣として発展するためには､この時期の修道院は国内外からいろいろ

な方法 ･ルー トを通 じて聖俗両面において優秀な多くの人材を確保することを

めざしたはずである｡そのリクルー トのネットワークと人材育成の方法を明ら

かにする｡

4) 有能な人材を多数抱えた修道院は､アングロ-ノルマン期の統治行政において

中央 ･地方の行政機関のために不可欠な専門的知識とリテラシー技能を有する

人材を提供 していった｡宗教的共同体としての修道院が全国的に､また､地域

社会の中でその地位を高めるために行なった人材活用戦略とはどのようなもの

であったのかを究明する｡

アングロ-ノルマン期の修道院や教会といった宗教的共同体に関する先行研究では､宗

教施設としての組織や制度を取り扱 う教会史的研究と､経済的組織体として所領経営を中
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心に検討する経済史的研究がそれぞれ別個に行われる傾向があった｡本研究の特色は､宗

教的共同体の世俗的側面に注目しながらその戦略を探るところにある｡以下の本論におい

ては､特に修道院を利益集団である ｢企業体｣と捉え直すことで､本来は 1つの組織の異

なる側面でありながら､別々の側面であるかのごとくに研究されてきた活動領域を､統合

された共同体的利益と戦略という視点から有機的に関連付けて究明する｡そうすることで､

アングロ=ノルマン期の宗教的共同体としての修道院の実体とその戦略的特徴を抽出する

と共に､､イングランド社会全体､またイース トアングリアという地域社会の中で果たし

た修道院の歴史的役割を全体として明らかにする｡

(付記)宮城と山代は､共同研究を行なう中で用語や表記の問題を話 し合ってきたが､

それに関しては両者の間で必ず しも完全な合意がなされたわけではない｡表記法につ

いては個人的な好みもあるため､本報告においては敢えて用語や表記を統一すること

はしていない｡

- 3-


