
琉球大学学術リポジトリ

宗教的共同体の世俗的戦略－中世イングランド修道
院研究－

言語: 

出版者: 宮城徹

公開日: 2009-11-05

キーワード (Ja): アングロ・ノルマン期, 修道院,

世俗的戦略, 宗教的共同体, ノルマン征服,

中世イングランド, 所領経営, 市場

キーワード (En): Anglo-Normar period, monastery,

abbey, secular strategy, religious community, the

Norman Conquest, medieval England, estates

management, market

作成者: 宮城, 徹, 山代, 宏道, Miyagi, Toru, Yamashiro,

Hiromichi

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/12987URL



3.ベリーニセント-エ ドムンド修道院長ボール ドウインの戦略

山代 宏道

はじめに

ここでは､イースト-アングリアでアングロ-サクソン期からの伝統的修道院として確

立していたベリーニセント-エ ドムンド修道院を取り上げ､ノルマン征服前後に修道院長

ボール ドウインが､イース ト-アングリア司教との対立においていかにして修道院の利害

を防衛し､また､それを拡大することに成功したのかを､A.グランスデン (Gransden)の

論文の要約によって検討していく｡(A.Gransden了Baldwin,AbbotofBuryStEdmunds,

1065-1097了 Anglo-WomanStudl'es,4(1981)1982,pp.65-76.)

ベリーニセント-エ ドムンド修道院長ボール ドウインの在位期間 (1065-97年)は､ノ

ルマン征服 (1066年)後の混乱してはいるが重要な時期にあたっている｡かれの時代を知

ることができる史料 くりermann,DeMl'mcull'sSanctlEa(血undI)は､ボール ドウインの死

後に完成した｡著者である--マンは､イース ト-アングリア (Elmham､その後Thetford)

司教ハーフアース ト (Herfast､Arfast､在位､1070-85)の大助祭 (archdeacon)として

仕えていたようである｡したがって､ハーマンは､聖人伝作者であると言えるとしても､

かれが修道士であったという確証はない｡(P,65)

ハーマンの記録には､修道院長ボール ドウインの性格に関する情報はない｡また､かれ

の在位期間についての同様の情報は､13通の国王証書､3通の司教証書､2通の教皇教書

(bull)によって提供 されることに注目すべきである｡(P.65)

ボール ドウインの経歴について､かれの渡英時期は不明であるものの､すでに医者とし

ての名声を得ていたようである｡かれは､ノルマン征服をまたいで3名の国王 (エ ドワー

ド証聖王､ウイリアム1世､ウイリアム2世)に奉仕することになった｡国王の侍医とし

て､国王パ トロネジに浴 したはずである｡そして､14世紀になると死後奇蹟を起こすこと

になる｡(P.65)(P.66)

修道院長ボール ドウインは､国王宮廷に医者として仕えるだけでなく､教会政治におい

ても活発であった｡そのことは､かれが署名した多数の証書によって証明される｡ウェス

トミンスターやウインザー､さらにイングランドの他の場所においてのみでなく､ノルマ

ンディーでも宮廷とともにあった｡その結果､かれがしばしばベ リー修道院を不在にした

が､修道院長としての不在中の責任は､使者として騎士を派遣することで果していたよう
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である｡(P.66)

ノルマン征服直前 1065年の修道院の状態は､世俗的繁栄を享受していたようである｡修

道院は8.5ハン ドレッド (那)の領域を支配していた｡それは､イース ト-アングリアの

南半分サフォーク州の3分の1に当たる｡修道院所領は､エ ドワー ド証聖王たちの寄進に

よるものであり､そこでは税免除や貨幣鋳造権といった特権が賦与されていた｡(P.66)

ベ リーニセン ト-エ ドムンド修道院の宗教的権威は､守護聖人である聖エ ドムンド-の

信仰によって支えられていた｡聖エ ドムンド崇拝こそが､そもそも修道院の存在理由であ

ったのである｡聖人崇拝の状態は､修道院の威厳の向上を左右する要因であったが､エ ド

ワー ド証聖王による殉教者 (聖エ ドムンド)崇拝は､その聖人-の信仰を盛んにすること

において大いに貢献した｡(P.66)

修道院奇蹟録は､話せない女 (dumbwoman)Aelfgethが話せるようになった治癒奇蹟を

伝えているが､聖エ ドムンドは､かの女のところに現れて､自分の聖所が適切に世話され

ていないと訴えている｡このエピソー ドからは､ベ リーニセント-エ ドムンド修道院への

巡礼者が､実際に多かったのかどうかが疑問視されるのであるが､いずれにしてもボール

ドウインの前の修道院長 Leofstanが聖人崇拝に貢献したことが強調されていることには

違いない｡(P.67)

A.グランスデンは､論文において修道院長ボール ドウイン在位期間についての2つのテ

ーマを論 じている｡すなわち､継続と発展というテーマである｡

1 第 1のテーマ :継続

まず､第 1のテーマである継続の側面について検討してみる.継続面の中心は､修道院

の特権を維持することであり､その内容の中核はエ ドワー ド証聖王からの特権確認であっ

た｡ノルマン征服後､修道院の特権領域 (liberty)に関する紛争の事例が伝えられている｡

ノルマン人諸侯 peterdeValognesが､修道院配下の人びと数人を奪取したり､Rannulf

という名前のノルマン廷臣 (courtier) が無差別の略奪を働いていた｡(P.67)

こうしたノルマン人たちの支配者であった国王ウイリアム1世は､修道院を支援してい

たようである｡それは､グランスデンによれば､サフォーク州にあった修道院の特権領域

がイングランド人による反乱拠点となったイーリー (Ely)と近接 していたために､さらな

る反乱を予防するために､ウイリアム 1世に伝統的なベ リーニセン ト-エ ドムンド修道院

の忠誠を確保 しておきたいと決意させていたためのようである｡ (P.67)
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修道院側は､自分達の諸権利を回復するためにあらゆる手段を駆使 した｡(P.67)修道士

たちは宣伝を利用している｡修道院の聖エ ドムンド奇蹟録では､修道院特権を犯す者には

聖人の復讐が行われた｡ハーマンが伝える有名な話は､1014年に死亡したスウェイン

(sweyn)王に関するものである｡国王が聖エ ドムンドの保有者 (テナント)に対して課税

しようと試みたことに対する復讐として､国王は殉教王の槍攻撃で殺されたと主張された｡

グランスデンによると､この話は､修道院の国王課税からの免除特権を強調するために､

征服後に作られたものかもしれない｡(P.68)

ノルマン征服後に伝統的修道院が必要とした対応は､その特権を守ることであった｡イ

ングランド全体が征服後に直面した諸変化とは､封建制の導入と確立､教会改革の進行､

アングロ-サクソン聖人-の懐疑的対応などであった｡(P.68)

1)ウイリアム1世による騎士役賦課

征服後､ベリーニセン ト-エ ドムンド修道院は､国王ウィリアム1世によって､所領の

下封と引き換えに､戦時に40名の騎士を供出することを義務づけられた｡所領はさらに､

修道院長によって騎士に対して再下封された｡そうしたノルマン騎士層は､アングロ-サ

クソン保有者のヒエラルキーの上につけ加えられた｡(P.68)

修道院長ボール ドウインは､修道院所領に関する資源と社会的構成についての情報を得

るために文字記録を重視 した｡かれは､FeudalBookと呼ばれる記録を作成させた｡また､

ボール ドウインは､法制化によってかれの統治 (行政､administration)を改善し､抗争

範囲を減らした｡(P.68)さらに､ボール ドウインは､ベ リーニセント-エ ドムンド修道院

の慣例を文書化したり､修道士維持のための措置を講じている｡さらに､かれは財産防衛

のための記録として､偽造文書も利用したようである｡ノルマン征服後の時期は､記憶か

ら記録へと移行する時期であった｡記録化は前修道院長が開始したものであったが､そこ

では伝説も利用された｡(P.69)

2)イース ト-アングリア司教との対立

1070年にカンタベリー大司教となったランフランクは教会改革を推進していくが､その

一環として司教座の移動が見られた｡イースト-アングリア司教区においても､アングロ

-サクソン期からの伝統的で富裕なベリーニセン ト-エ ドムンド修道院-と司教座を移動

する可能性が取り沙汰された｡そうした動きに対しては､修道院側は強硬に反対していく
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が､その反対理由の中心が司教支配権からの免除特権であった｡ (P.69)

それに対する､カンタベリー大司教ランフランクの対応は､イース ト-アングリア司教

の権威や意向を維持 しようとするものであった｡かれは修道院が司教支配権からの免除特

権をもっているという証拠がないと主張した｡ (P.69)

1070年､修道院長ボール ドウインはローマ教皇 AlexanderlIにみずから上訴する｡国

王ウイリアム 1世は､かれの行動を完全に支持していたようであるO教皇は､ボール ドウ

インに修道院長職のシンボルである司牧杖と指輪を与え､1071年 10月 27日には教書

(bull)を発給している｡その内容は､教皇がベ リーニセント-エ ドムンド修道院をロー

マ教会のケアと保護の下に置くというものであった｡さらに教皇は､修道院の諸特権と財

産を確認 し､聖俗いかなる権力も修道院を司教座-変える (transform)ことを禁じたOボ

ール ドウインは､教皇文書をもって帰国するが､大司教ランフランクはそれを公にしなか

った｡ (P.70)

修道院のための記録を残 したハーマンが述べるイース ト-アングリア司教ハーフアース

トのエピソー ドは､この頃に起ったのであろう｡司教は､馬で出かけていて木の枝でかれ

の両目を傷つけてしまった｡視力を失う危険があったが､かれは結局､治療をもとめてボ

ール ドウインのところに行った｡ボール ドウインは､司教が修道院に対するかれの主張を

押し付けないと約束するまで必要な治療を行 うことを拒絶したという｡ しかしながら､ハ

ーマンが述べるように､司教ハーフアース トは､いったんかれの目が良くなると､約束を

破 り攻撃を再開したのであった｡ (P.70)

1073年 11月20日教皇グレゴリー 7世はカンタベ リー大司教ランフランク-書簡を送り､

大司教が教皇アレクサンダーの教書を握 りつぶしているのを詰責した｡ランフランクは､

イース ト-アングリア司教ハーフアース トに対し手紙を送り､ボール ドウインをいじめる

のを止めるようにと伝えたのは､おそらく､グレゴリーの手紙に対する返答であったので

あろう｡ しかしながら､グランスデンによれば､ランフランクの口調は､かれがベリーニ

セント-エ ドムンド修道院が司教支配権から免除されているという主張を支持したという

よりも､大司教として司教ハーフアース トに対する首都司教 (metropolitan)としての権

威を押 し付けることに一層の関心があったことを示唆している｡ (P.70)

おそらくこの後､国王は大司教ランフランクをベ リー-と派遣して､この間題を陪審判

決させた｡その判決は､ボール ドウインに好意的に決せられたo Lかし､司教ハーフアー

ス トは審問に欠席してお り､その判決によって動かされることはなかった｡国王は､司教
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の不服従にいらだったように思われる｡1081年イースターには､国王ウイリアムは､みず

からロンドンで全員による宮廷会議 (法廷)を召集した｡そこでは､国王自身がその問題

を裁き､修道院長に好意的に決したのである｡ しかしながら､その結果､司教--ファー

ストは戦いを諦めたかもしれないが､かれの跡を継いだ司教--バー ト-ロシンガがそれ

を再開した｡こうして､その問題は､1094年と 1096年のいつかの時点でイース ト-アン

グリア司教座がノリッジ-と移動されることによってのみ､最終的に決せられたのであっ

た｡(P.70)

1094/95年頃とみなされるノリッジ-の司教座移動については､ベリーニセント-エ ド

ムンド修道院長ボール ドウインが､修道院の司教支配権からの免除特権を主張したのに対

して､司教ハーバー ト-ロシンガの主張は､イース ト-アングリア司教座の歴史を援用し

て行われていたものの､決して説得的であったとは言えない｡ (P.70)

しかし､グランスデンによれば､司教ハーバー ト-ロシンガの主張に光をあてるつぎの

ような注目すべき断片情報がある｡1101年ノリッジ司教座付属修道院の修道士たちにあて

た司教の司教座教会設立文書は､その基本財産のなかに ｢あの殉教者が埋葬されている､

その同じtioxne村にある聖エ ドムンドニチャペルとともにHoxne教会｣を含んでいる｡Hoxne

は､少なくとも10世紀中頃､そしてエ ドワー ド証聖王の下で､イース ト-アングリア司教

座であったことが知られている｡この証拠から､グランスデンは､暫定的な結論を引き出

している｡すなわち､ハーバー ト-ロシンガは､かれの以前の議論で敗れたのち､新しい

主張を試みた｡聖エ ドムンドの聖所 (墓所)がかつて司教座に付属していたので､それは

再びそうなるべきである､と｡証書への記入は､Hoxneにおける聖エ ドムンド埋葬の主張

に関する最初の言及であるように思える｡(P.70)

修道院長ボール ドウインが､修道院の主張を正当化する目的で､いつ頃､偽造文書に依

存するようになったのかは不明であるが､(P.70)1081年裁判のために偽造が行われた可能

性がある｡(P.71)なぜなら､国王ウイリアム1世がベリーニセン ト-エ ドムンド修道院の

主張を支持した理由のひとつは､イース ト-アングリア司教権からの同修道院の免除特権

に関する4人の国王Edmund, Cnut,Hardacnut,EdwardtheConfessorの証書､ならびに

ローマ教皇アレクサンダー2世の同様な内容の教書であったからである｡(P.71)

国王が命じた大司教ランフランクによる審問において好意的な判決を得ることに成功し

た修道院長ボール ドウインは､その成功を陪審員たちの評決に負っていた｡そのなかでも

特に､年老いたラムゼ-修道院長 AElfwine(1043-1079/80)の貢献があった｡かれの証

-45-



言は国王カヌー トの時まで遡 り､9つの州 (counties)からの陪審員たちによって確認さ

れたのであるO著述家Abboがラムゼ-修道院に滞在していたときに､修道士らの要請によ

ってthePassloSaDCtl'EadmuDdl'を書いたという事実は､殉教者エ ドムンドに対する関心

が､当時のラムゼ-修道院で強かったことを示 している｡同様の関心が､その後に衰えた

と考える理由も存在 しないようである｡さらに､そのことが､広く聖エ ドムンド崇拝やベ

リーニセント-エ ドムンド修道院-の関心-と結びつくこともありえたであろう｡とりわ

け､ベ リーニセント-エ ドムンド修道院は､ラムゼ-修道院から40マイル足らずの距離に

位置していたのである｡(P.71)

こうした修道院長ボール ドウインに有利な判決ではあったが､イース ト-アングリア司

教ハーフアース トは､それに従おうとはしなかった｡そうした状況において､ボール ドウ

インが､さらに修道院の立場を強化するためにエ ドワー ド証聖王の証書を偽造した可能性

が想定されるのである｡それは､以前の3人の王たちの証書に言及するような内容の偽造

であったと考えられる｡(P,71)

また､11世紀末のベ リーニセン ト-エ ドムンド修道院の証書をめぐっては､それが 1082

年に作成されたダラム文書に類似 しているようであるとするグランスデンの見解が注目さ

れる0 2つの証書は長い下署人リス トをもつという共通点があるOグランスデンは､同一

の偽造作者による(P.71)偽造モデルの存在を示唆 している｡また､共に聖所での保管は文

書に聖性を付加 したとされる｡Abboの Passl'0のように､当時の聖人伝は制作依頼者によ

って利用された｡宣伝箇所としては､修道院の免除特権獲得の場面であり､また､修道院

に有利な判決をもたらした 1081年国王による裁判の場面であった｡不利になる状況は回避

された｡1095年の同修道院の内陣聖別式には､管轄司教であったイース ト-アングリア司

敬--バー ト-ロシンガが招待されたとする記録はない｡そうした事実も無かったのであ

ろう｡(P.72)

3)聖人崇拝

修道院のための宣伝効果をもっていた聖人伝の中の聖人は､修道院の土地保有上の裁判

権や権威を保護するために働いているO聖エ ドムンドの塑性もノルマン人の敵意からベリ

ーニセン ト-エ ドムンド修道院の諸権利を守るために機能した｡また､そのような効果を

もたらすがゆえに､聖人の聖性もますます増大していったと言えよう｡同時に､修道院長

ボール ドウインは文書による防衛を試みたわけである｡聖エ ドムンドの奇蹟録の作成依頼
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もそうであった｡聖人の遺骸の存在がくり返し強調され､治癒奇蹟の集積とともに聖人崇

拝は盛んになっていったと推測される｡(P.73)

聖エ ドムンドの遺骸の存在を証明するために､修道院長 Leofstanは､聖人の遺骸が腐敗

しておらず完全であることを吟味させた｡証人 Egelwinが遺骸の存在と､それが完全な状

態であることを証明した｡この証人についても偽造された証人の可能性があるが､遺骸の

非腐敗性という点でも､ダラムの聖カスパー トの場合との類似性が窺われる｡ (P.73)

11世紀以降､イングランド北部を中心としてカスパー トの聖人崇拝が盛んになる｡ベ リ

ーニセント-エ ドムンド修道院の歴史を書いたハーマンは､聖カスパー トに言及している

わけではないが､おそらく､聖エ ドムンドを同等に崇拝に値するものとして表そうと意図

していたのであろう｡登場するEgelwinという同一名の証人､聖人の遺骸の埋葬先に関し

て､棺架方法や聖人による行先の決定等が類似していることから､そうした推論が成り立

つであろう｡(P.74)

1095年には再建されたベリーニセント-エ ドムンド修道院教会堂内陣-聖人の遺骸の

移葬が成功裡に行われた｡ひとまず､修道院長ボール ドウインの防衛は成功したと言えよ

う｡このように､グランスデンは､ベリーニセン ト-エ ドムンド修道院における連続性の

維持にとってのボール ドウインの役割を重視している｡(P.74)

2 第2のテーマ :発展

グランスデンの第2テーマは､ベ リーニセント-エ ドムンド修道院の発展という側面で

ある｡司教ハーバー ト-ロシンガによる､イース ト-アングリア司教座教会でもある付属

修道院教会堂の建設と並行して､修道院長ボール ドウインは競合するように修道院教会堂

の再建を行った｡都市ベリーの拡張も進み 200家屋と1市場をもっていたのが､342家屋

と1教会が追加された｡(P.74)

1080年代はじめには､ベリーニセント-エ ドムンド修道院教会堂内陣の建設が着工され､

1095年には完成した｡新しい修道院教会堂には､写本類が設備された｡教会堂の建設や備

品購入のための経費の捻出が課題となったが､修道院長ボール ドウインは､修道院所領の

経営改善による増収を意図して FeudalBoohを作成させた.

また､聖エ ドムンドの聖人崇拝は､修道院の宗教的権威を向上させ､巡礼者の誘致によ

り多大な寄進 (greaterbenefactions)､すなわち経済的増収をもたらした｡巡礼は経済的

効果を引き起こしたのである｡巡礼者たちは､聖所 (墓所)で喜捨を行い､土産を買うな
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どした｡グランスデンの表現を借 りれば､ボール ドウインが､より大きな教会堂とより美

しい聖所を建設しようとした動機のひとつは､疑い無く､｢巡礼交易 (pilgrimtrade)｣を

増やすことであった｡ベ リーでの事例が例外的であったわけではない｡しかし､ボール ド

ウインの新しい修道院教会堂は聖エ ドムンド崇拝の結果でもあったし､同時に新 しい繁栄

の原因にもなったのである｡(P.75)

新しい教会堂では巡礼者たちを引き付けるためのあらゆる努力がなされた｡巡礼者たち

に聖エ ドムンドについて知らせるために､ボール ドウインは教会堂内にタプラ (tabula)

という殉教者の伝説を記した看板を置いた｡また､司教とベリーニセント-エ ドムンド修

道院との協同が見られたのであるが､それがイース ト-アングリア司教ではなかった点に

注目すべきである｡新 しい内陣-の聖エ ドムンドの移葬に際しては､聖所を訪れるすべて

の人に対して購宥(indulgences)を与えたのは､ウインチェスター司教walkelin(1070-98)

であった｡(P.75)

巡礼者は購宥と治癒を求めてベリーニセン ト-エ ドムンド修道院へやって来た｡ハーマ

ンによれば､聖エ ドムンド崇拝は繁栄した｡人びとはイングランド中から旅 して来た｡自

分たちを嬢宥で益するために､また､多くの人が癒されるためにやって来たのである｡

(P.75)

修道院長 Leofstanとボール ドウインは聖人崇拝に貢献 したことはまちがいないが､

(p,76)聖エ ドムンド崇拝は海外-も拡大していった｡聖エ ドムンドの聖遺物は衣服類であ

る｡1070年､ボール ドウインはローマを訪問したが､ハーマンによれば､修道院長は､聖

エ ドムンドの聖遺物を携えていたようである｡途中､ボール ドウインは､都市ルッカ(Lucca)

の聖マルテイン教会にそれを保管させた｡その結果､ひとつの祭壇が聖エ ドムン ドに捧げ

られ､そこでは少年が癒された.ローマ-の旅行とは､おそらく､1070年教皇アレクサン

ダー2世のところ-のボール ドウインの訪問であった｡

グランスデンは､つぎのような注目すべき結論を引き出している｡ボール ドウインは､

聖マルテイン教会の献堂式に参列するためにルツカを訪れた｡それは同年 10月6日に挙行

されたが､おそらく､ローマ教皇が修道院長にそこ-の訪問を勧めたのであろう｡教皇ア

レクサンダーは､アンセルムとしてルッカ司教 (1057-61)であったときに､彼自身が､そ

れまで廃虚となっていたその教会を修復していたからである｡

聖人-の奉納物の増加は､その聖遺物の価値を高めた｡こうして､各種のや り方で､主

としてボール ドウインの働きによって､聖エ ドムンド崇拝は拡大していった｡それが広が
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るにつれて､奉納物の量や聖遺物の価値が増大していったであろう｡このように､ボール

ドウインは､修道院長に就任したベリーニセント-エ ドムンド修道院に対して損失をもた

らすことなく､その威厳と繁栄を高めたと評価される｡かれは､イースト-アングリア司

教からの免除特権を獲得することに成功した｡また､カヌー ト王による修道院創建時の寄

進を減じることなく､その富は他のいかなる修道院もしのぐことはできなかったほどであ

る｡
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4.中世イングラン ドの修道院建設戦略

-アウグステイヌス派律修聖聴音を中心に-

山代 宏道

はじめに

1066年ノルマン征服後のイングランド教会について注目される現象のひとつは､修道院

数の著しい増加である｡それらの修道院には､伝統的なベネディク ト派修道院に加えて､

改革的なクリュニー派修道院､さらにベネディク ト戒律の厳格な遵守を主張するシトー派

修道院､またアウグステイヌス戒律を守る律修聖職者の修道院が含まれる｡では､こうし

た修道院は､だれが設立し､また支援したのであろうか｡すなわち､パ トロンたちはだれ

であったのか｡

筆者はこれまで､ノルマン征服後における教会と王権との関係について研究を続けてき

た｡その際､とりわけノルマン期における各国王と司教たちとの関係を究明し､司教位を

めぐるベネディク ト派修道士と在俗聖職者との対立状況を具体的に検した｡(山代宏道 ｢修

道士と在俗聖職者｣) 本章では､ノルマン期に司教位を占めた第 3の聖職者グループであ

るアウグステイヌス派律修聖職者 (以下､律修聖職者と略記)をとりあげ､かれらの修道

院設立事情の検討をつ うじて､律修聖職者たちとパ トロンとの関係を明らかにする｡また､

律修聖職者たちを中心に検討するには､時期的には､かれらがイングランドに進出し始め

た-ンリー 1世治世 (1100-35)以降を取り扱 うことになるが､ここでは､もっぱらかれの

治世に限定して考察をすすめたい｡

-ンリー 1世治世における律修聖職者の台頭を象徴的に示す事件が､1123年ウイリアム

-オヴニコルベイル (WilliamofCorbeil,1123-36)のカンタベリー大司教位就任と1133

年カーライル司教座の新設である｡大司教ウイリアムもカーライル初代司教も律修聖職者

出身であった｡前者については､すでに検討したことがあるので (山代宏道 ｢-ンリー 1

世｣)､ ここでは､後者の事例を含め､律修聖職者の修道院設立をめぐるパ トロンとの関

係はいかなるものであったのか､という視点からの接近を図りたい｡

イングランドにおいてノルマン征服につづく150年間は､修道制の大いなる復興期であ

る｡1066年に61であった修道院数が 150年間で約 700に増加 した｡その後も､増加し続

ける｡時期的には､ステイ-ヴン王治世 (1135-54)における修道院建設数の多さが注目さ

れるO (J.C.Dickinson,LMA,p.955;T.Callahan,Anarchy.)では､このような修道院
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数の著しい増加の原因は何であったのか｡ノルマン期のアウグステイヌス派律修聖職者の

修道院について､パ トロンとの関係を吟味することで､その原因解明の手掛かりを得るこ

とが本章の目的である｡

1 律修聖職者とアンセルム

大陸におけるアウグステイヌス派律修聖職者たちは､1059年と 1063年のラテラン教会

会議で公式の承認を受けた｡かれらの ｢使徒的生活 (vitaapostolica)｣､あるいは完全な

共同生活の理想が認められたのである｡その後､律修聖職者たちは､北 ･中部イタリアそ

して南 ･北東フランスに拡大していったOノルマンディー-の律修聖職者の進出は､比較

的おそかったようである｡(Dickinson,Anselm,pp.54卜2.律修聖職者と修道士との区別

の困難性については､ Cf.C.N.L.Brooke,Monk&Canon,pp.109-29.律修聖職者につい

ての簡潔 な紹介 と して は､ Cf.C.W,Bynu恥 R-Canons;氏.W.Southern, Society,

pp.241-50;Dickinson,LMA,pp.110-15.)

∫.C.ディキンソン(Dickinson)は､律修聖職者たちの生活形態が復興した原動力は､聖

職者たちの規律や生活水準の向上を強く主張したグレゴリー改革者たちにより与えられた

と考えている｡｢律修聖職者 (regularcanons,regularclergy)｣という表現は 12世紀初

めまでには確立していたようである｡それとともに､古いタイプの聖職者は ｢在俗聖職者

(secularcanons,secularclergy)｣と区別されるようになった｡かれらが俗人たちの間

で生活していたからである｡律修聖職者たちは､偉大な教父と結び付くことの有利さもあ

って､しだいに､いわゆる ｢アウグステイヌス戒律｣を採用 していった｡(Dickinson,LMA,

pp.ill-2.)

｢アウグステイヌス戒律｣は､たしかに威厳や尊敬をもたらしたが､修道生活の詳細な

手引となるようなものではなかった｡ したがって､その戒律を採用した律修聖職者の修道

院では､自分たちの修道生活を規制する詳細な慣例集を導入する必要性があった｡初期に

おいては､こうした慣例集は同じ修道会の他の修道院や､場合によってはベネディク ト派

修道院における既存の慣例集を書き写したものであった｡その結果､アウグステイヌス派

律修聖職者の慣例集は､統一性の著しい欠如を示すことになる｡食事や沈黙に関する規定

上の相違を含んでいたり､シ トー派や旧来のベネディクト派の慣例集の影響を受けたりし

ていた｡もっとも､この統一性の欠如は､逆に融通性を意味する｡そのことが､J.ハーバ

ー ト (Herbert) が主張するように､イングランドのノルマン征服後の不安定な時期に､
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世俗諸侯たちが隠修士集団を小規模なアウグステイヌス派律修聖職者の修道院-と転換さ

せていくのに役立ったと言えるかもしれない. (Dickinson,LMA,p.112;J.Herbert,

AIPriories.)

アウグステイヌス派律修聖職者たちの修道院は､ほとんどの場合､それが位置する司教

区の司教に従属していた｡シトー修道会やクリュニー修道会が免属特権を得ていたのに対

し､律修聖職者たちの修道院にそれが与えられることはまれであった｡修道院創設のため

には､司教の承認が必要であったが､それは容易に得られた｡この場合､修道院を創設す

るための最低の基準といったものはなかった｡その結果､アウグステイヌス派律修聖職者

たちの多数の修道院が建設されたのであるが､多くは､人数的にも小規模なものであった｡

(Dickinson,LMA,p.112.)

律修聖職者にとって司牧活動は､ベネディクト派修道士と比べて重視されるべきもので

あったが､いくつかの慣例集からうかがえるかれらの生活は､しばしば､修道士の生活と

ほとんど異ならなかったようである｡そこでは､共同で行う聖務日課に多くの時間が割か

れ､司牧活動のための時間的余裕は少なかった｡特に､イングランドでの律修聖職者たち

の多くの修道院は､外部での司牧活動の機能を果すには､人数的にあまりにも小規模であ

った｡(Dickinson,LMA,p.113.律修聖職者と司牧活動については､Cf.G.Devailly,clerge

regulie.)

イングランド-のアウグステイヌス派律修聖職者の本格的進出は､12世紀に入って開始

される｡1107/8年ホーリーニトウリニティー=オール ドゲイ ト(HolyTrinity,Aldgate)

修道院建設､また 1114/17年のマー トン (Merton,Surry)修道院の建設によってその拡大

が加速される｡これら2つの修道院は非常な人気を博し､多くの有力者たちが同派の修道

院を建設するようになった｡さらには､より下位の人々も､自分たちが聖職推挙権を保有

していた小教区教会を寄進するかたちで新修道院を建設していく｡ しかし､これらの修道

院の多くは小規模であった｡そのことは､中世をつうじて変わらず､一時､ 40人のメン

バーをもったサイレンセスター(Cirencester)修道院は､最大級のひとつであったが､大

多数は12人から24人ぐらいであり､しばしば構成員の数が2桁に達しない場合もあった｡

(Dickinson,LMA,pp.113-4.)

イングランドにおける律修聖職者たちの勢力拡大は､カンタベ リー大司教アンセルム

(1093-1109) と結び付けて考えられる｡アウグステイヌス派律修聖職者のイングランド進

出に関するまとまった研究としては D.C.ディキンソン (Dickinson)のものがある｡初期
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のかれらの修道院建設は､ちょうどアンセルムの大司教在位期間に当たっている｡アンセ

ルムの大司教就任以前にも､前大司教ランフランクによるセント-グレゴリー修道院 (St

Gregory'S,Canterbury)の建設(1084/6年)さらに､セント-ジャイルズ修道院 (StGiles,

cambridge,1092年頃)､セン ト-マリー修道院 (stMary'S,Huntingdon,1092年以前)

などがあったが､これらの律修聖職者たちがアウグステイヌス戒律を採用していたという

確証はない｡イングランドで最初に同戒律を意識的に採用した (1100/06年頃)のはセン

ト-ボ トルフ修道院 (StBotolph'S,Colchester)であった｡((M.Brett,HenryI,p.96;

D.C.Dickinson,A-Canons;Dickinson,Anselm,p,542;D.Luscombe,R-Canons,p.86,)

∫.C.ディキンソンは､セント-ボ トルフ修道院がアウグステイヌス戒律を採用するにい

たった背後に､アンセルムの働きかけがあったと想定している｡同修道院のメンバーであ

った NormanとBemardは､アウグステイヌス戒律と律修聖職者たちの生活について学ぶ

ため大陸に派遣された｡かれらは､当初､MontSt.Eloi(Arras近く)に行く予定であっ

たが､実際には､ Beauvaisと chartresに行った｡すなわち､最終段階での計画変更が

あった｡シャル トル司教区では､ 1099年になって初めて､司教イヴォ (IvoorChartres)

が StJeanenVallee修道院を建て､ StQuentin修道院 (Beauvais)から律修聖職者た

ちを導入していた｡したがって､ノルマンたちの旅行は 1099年以降であり､しかも､その

滞在は､セント-ボ トルフ修道院が娘修道院を建設する1107年以前には終わっていたはず

である｡ディキンソンは､ノルマンたちの計画変更が､ 1103年のアンセルムの出国によ

って引き起こされたと推測する｡その時､アンセルムはシャル トルを訪問 (1103/04年)

しているのである｡ディキンソンは､ノルマンたちのコルチェスター帰着を 1104年頃とみ

なしている｡かれらの尽力によって､アウグステイヌス戒律と律修聖職者の生活様式が伝

えられたのであったO(Dickinson,Anselm,pp.542-4;Luscombe,R-Canons,p.87.)

さらに､セント-ボ トルフ修道院について注目すべきもうひとつの点は､1116年､同修

道院がローマ教皇パスカル2世 (PaschalH,在位 1099-1118年)から司教-の免属特権

を受けている事実である｡律修聖職者たちがこうした免属特権を受けた事例はまれであっ

たことは既述したが､イングランドにおいて免属特権をもつもうひとつの事例がホーリー

-クロス-ウオルサム修道院 (HolyCross,Waltham)であるOこの修道院は､1177年に

取って代わった国王チャペルから､その特権を継承する｡ディキンソンは､とりたてて重

要であったとはいえないセント-ボ トルフ修道院が､こうした特権を得た理由として､同

修道院がイングランド最初のアウグステイヌス派律修聖職者の修道院であったというだけ
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では根拠が不十分であるとし､そこに大司教アンセルムからローマ教皇-の執 り成 しがあ

ったことを示唆するのである. (Luscombe,Rl:anons,p.88;Dickinson,Anselm,553-4.)

ただ､この場合､注意すべきはアンセルムがすでに死亡していた (1109年)という事実で

あり､ディキンソンの推測が成立するためには､アンセルムの生前の働きかけがあったと

考えねばならない｡

律修聖職者たちの生活様式を模倣する人々はすぐに現れる｡1104年コルチェスターから

20数マイル離れたLittleDunmow(Essex)にチャペルが建設されたが､それは2年後に律

修聖職者たちの修道院へと転換された｡その変更は､国王-ンリー 1世と大司教アンセル

ムの助言にもとづくものであったという｡アンセルムの死亡時には､あと2つの律修聖職

者たちの修道院が存在していた｡StMary'S,Huntingdonと､ 1092年そこから律修聖職

者たちが派遣された StGiles,Cambridgeである｡後者の設立に関しては､大司教アンセ

ルムとリンカーン司教の助言が示唆されている｡(Dickinson,Anselm,p.545.)

いずれにしても､ここでは､イングラン ド-のアウグステイヌス派律修聖職者の進出に

おいて､また後述するように､かれらの勢力基盤の確立のためにも､大司教アンセルムの

働きが大きかったという事実を指摘 しておきたい｡さらに､律修聖職者たちを支援 したア

ンセルムが､実はベネディク ト派修道士出身の大司教であったことも無視できない点であ

ろう｡

2 国王-ンリー 1世

アウグステイヌス派律修聖職者たちがイングランドにおいて勢力を拡大していくことが

できたのは､なぜであろうかO大司教アンセルムの働きは､律修聖職者にたいする個人的

な支援にとどまっていたのであろうか｡実際には､そうではなかった｡かれは､有力者を

パ トロンに変える力をもっていた｡以下､パ トロンとしての国王-ンリー 1世と王妃マテ

イルダの役割を検討 していく｡こうしたパ トロンとしてのノルマン期の国王たちの行動を､

ウェス トミンスター修道院の事例について探った研究としては､氏.メイソン (Mason)のも

のがある｡ここでは､国王-ンリ- 1世について､かれが律修聖職者たちの修道院を支援

していく場合､国王の側における動機はどのようなものであったのかを中心に考察してい

く｡他方､王妃については､彼女の修道院建設にあたって､大司教アンセルムの影響がみ

られた点を中心に問題を検討していきたいJ

律修聖職者たちに関する国王-ンリー 1世の知識は､J.C.ディキンソンによると､Dunnow
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(1106年)や Aldgate(1107/8年)修道院の建設後のものであったという｡(Dickinson,

Carlisle,p.136.)しかし､残存する-ンリー 1世の証書には､すでに 1100/02年､セン

ト-ボ トルフ修道院に対してその財産を確認 しているものがある｡それは､国王が､｢かれ

の両親と先任者 [国王]たちの魂､そして､かれ自身とかれの妻である王妃マテイルダの

安寧のために､聖職者たち (canons)がコルチェスターに保有するすべての土地を､

'Midelmelne'と呼ばれる城の下の水車小屋の3分の 1の部分 [収入]と共に､[かれらが

保有することを]確認する｣というものである｡(RRAN,H,p,18,No.569.) このことは､

ディキンソンの見解と相入れないように思われるが､上述したように､セン ト=ボ トルフ修

道院は､いまだアウグステイヌス戒律を採用 していなかったとすれば､時期的に問題はな

い｡

セン ト=ボ トルフ修道院に関する-ンリー 1世の証書としては､あと2通が残存している｡

1128/30年の証書は､ロンドン司教やコルチェスターの国王役人と市民に対して､同修道

院の律修聖職者たちが､WilliamdeHastingsがかれらに与えていたコルチェスターにお

ける土地と教会 (いずれも複数)を保有することを知らせている｡また､1132年頃の証書

は､ケン トの州長官とカンタベ リーの役人 (reeve)に対して､同修道院の律修聖職者たち

が､｢Britsterdとかれの妻 Lunnaが､かれらの息子 Edmundが[同修道院の]一員(canon)

として受け入れられた時､かれら (canons)に与えられたところのカンタベ リーにおける

家屋 (houses)をもっこと｡かれらの同意なく取られたり､あるいは売却されたりした部

分は､回復されるべきこと｣を命 じている｡(RRAN,H,p.274,No.1821;p,257,No.1734.)

-ンリー 1世が関わる律修聖職者の修道院のひとつに､イングランド北部のノステル修

道院 (Nostell,γorks)がある｡この修道院は､ 1122年に設立され､-ンリー 1世の確

認状が翌年与えられている｡その創設者に関しては､まず､HughdeLavalの名前があげ

られる｡かれは､ 1114年頃追放された RobertldeLacy(C.1093-C,1114)のあと 1129

年直前まで､同修道院があったボンテフラク ト諸侯領 (honourofPontefract)を保有し

ていた｡かれの寄進は､Rothwell,Ackworth,Featherstone,SouthKirkby,Huddersfield,

Batley各教会からなっていた｡(W.E.Wightman,HenryI,pp.59,57.)

ヒュ--ドゥ-ラヴァル以前にも､レイシ一家からノステル在住の隠修士たち(hermits)

に対して寄進がなされていたようである｡-ンリー 1世は､それらの寄進財産を律修聖職

者たちに対して確認 した｡そして､律修聖職者たちの修道院の設立者としての最終的名誉

は､-ンリー 1世に与えられることになった｡いま､W.E.ワイ トマン (Wightman)によれ
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ば､-ンリー 1世がこの修道院に関わるようになったのは､つぎのような事情による｡国

王のチャプレンであったラルフ (RalphAdlave)が､国王と共に北上する途中にボンテフ

ラクトで病気になった｡かれはノステルに滞在 したが､-ンリー 1世が南下して帰ってき

た時､ノステルに対する国王の関心を引き出すことに成功した｡国王は､ラルフが隠修士

たちの集団を律修聖職者たちの修道院へと転換するのを可能にするための支援を提供した｡

国王は､Bamborough教会を付与し､ヨークの王庫 (exchequer)から毎日12ペンスが給付

される措置を講じたのである｡ (Wightman,HenryI,pp.57-8.) ノルマン征服後のイング

ランドにおいては隠修士集団からアウグステイヌス派律修聖職者の修道院への移行事例が

見られるが､(JHerbert,A-Priories.)ノステル修道院の設立に関しては､国王チャプレ

ンによる国王パ トロネジの引き出しという点が注目に値する｡

つぎに､-ンリー 1世が発給した証書にホーリーニトウリニティ-オール ドゲイ ト修道

院 (HolyTrinityAldgate,London)に関するものがある｡それは､1122年､-ンリー 1

世がロンドン司教と州長官､そしてロンドンの諸侯や臣下たちに対して､かれが同修道院

に､修道院教会堂とロンドン市壁との間の道路を壁によって囲い込む権利を付与したこと

を知らせたものである｡さらに､国王は､後代の手になると判断される証書で､オール ド

ゲイ ト修道院の権利を確認している｡1122年､かれは､同修道院が､死亡した王妃マテイ

ルダによって建てられ､いかなる教会的服従からも自由である､律修聖職者たちは修道院

と市壁 とのあいだの道路を囲い込める､また､エクセタ一における彼女の地代収入から毎

年£25bl.を付与する､といった内容の王妃マテイルダの寄進を確認 している｡(RRAN,H,

pp.169-70,Nos.1315-6)

さらに､-ンリ- 1世は､1131/3年の証書で､かれが設立したダンスタブル修道院

(Dunstable,Beds.)に対して､ダンスタプルの荘園全体とバラ (borough)を､そこに付

属する土地､すなわち､その荘園の回りにある4つの畑､付属するすべての特権､市場､

学校を与えたことを確認 した｡かれがそこで宿泊するのを常とした家屋敷や庭を留保 しな

がらである｡-ンリーは､1122年そして 1131年のクリスマスにダンスタブルに滞在 して

いた｡(RRAN,ⅠⅠ,p.275,No,1827;p.175,No.1339.)

律修聖職者たちの修道院建設とパ トロンとしての-ンリー 1世との関係について､なに

よりも興味深いのは､カーライルにおける修道院と司教座設立をめぐる事情である.ディ

キンソンは､この修道院建設を､1122年冬の国王の同市訪問につづくものとみなしている｡

それは､かれのチャプレンであったウォルター(Waiter)による修道院建設を強化するもの
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であった｡ウォルターは､国王の願いと許 しによって修道生活に入り､セント-マ リー修

道院 (stMary,Carlisle)の建設に携わっていたが､国王がかれに与えた Linstocと

Karletonの土地を同修道院に寄進した｡このことにより､-ンリー 1世は法的な設立者と

なった｡ディキンソンの表現を借 りれば､-ンリーは､StFrideswide'S(0Xford)や St

Bartholomew'S(Smithfield)におけるように､｢他人が種をまいたところから収穫した｣

のである｡(Dickinson,Carlisle,pp.136-7,)

ウォルターはセント-マリー修道院の完成前に死んだ｡それは､先述したノステル修道

院長アセルワル ド(Athelwold)により完成される｡かれはウォルターが残した財を使って

建物を完成し､そこに律修聖職者たちを置く｡同修道院の財源は､初期のうちは不安定で

あり､主たる寄進者は-ンリー 1世であった｡1121/9年に国王は､ 律修聖職者たちに森

林を寄進 し､1123年には Nerwcastle-on-Tyneや Newburnの教会を付与 し､ さらに

Warkworth,Corbridge,Whitingham,Rothbury各教会の返還を命 じているのである｡ しか

し､総 じて見られる寄進財産の少なさが注目される｡このことから､ディキンソンは､カ

ーライルに在俗聖職者集団でなく律修聖職者集団が置かれたのは､部分的には､こうした

予想される適切な基本財産の不足のゆえであった､と推測している｡(Dickinson,Carlisle,

pp.137㌧8.)

律修聖職者を選んだ他の理由もあった｡国王はすでに､アウグステイヌス派律修聖職者

たちに対する相当な贈与者であった｡また､-ンリー 1世は､最近設立を支援 したノステ

ル修道院の院長アセルワル ドを､自分のチャプレン (聴罪司祭,confessor)として採用し

てきていた｡さらに､ヨーク大司教サースタンも､律修聖職者たちの熱心な支持者であり､

北部イ ングラン ドにおける律修聖職者たちの修道院の設立を支援 してきていた｡

(Dickinson,Carlisle,p.138.)こうした状況は､律修聖職者たちに好都合であったにち

がいない｡

ところで､カーライルにおける律修聖職者たちの修道院建設と司教座新設の背後には､

国王-ンリー 1世の意図とヨーク大司教サースタンの意図が適合的に働いていたように思

われる｡王権が大司教の権限を補助 していたとする見解もある｡(Brett,HenryI,p.98.)

通説的には､カーライル司教座設立と国王チャプレンであるアセルワル ドの初代司教とし

ての叙階は､1133年の出来事とされる｡しかし､ディキンソンは､司教座設立構想はそれ

より数年前からあり､司教座の完成にもしばらく時間がかかった事実を指摘 している｡

(Dickinson,Carlisle,p.138.)
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カーライルを司教座都市にするとの決定は､この地域におけるイングランドとスコット

ランドとの勢力争いにおける重要な動きであった｡すでに前王ウイリアム2世 (WilliamII,

在位 1087-1100年)は､カーライルを軍事的拠点にしてきていたが､いまだ､かれがその

地域を実質的に王国のなかに編入したとは言えなかった｡こうして､同地域の併合は-ン

リ-1世に残された課題となっていたのである｡-ンリーにとって､カーライル司教座都

市の設立は､イングランド北部におけるスコットランド勢力に対抗するための必須の手段

と認識されたにちがいない｡また､イングランドの政治的領土と主張される地域が､スコ

ットランドの司教区内に留まることは改められるべきであり､そのためには新 しい司教座

が設立されるべきであるとする点で､-ンリー 1世と大司教サースタンの意図は一致して

いたのである｡(Dickinson,Carlisle,p.139.)

それでは､ヨーク大司教サースタンにとって､カーライル司教座の設立はどのような重

要性をもっていたのであろうか｡かれは､-ンリー 1世治世の中頃から､グラスゴー司教

ジョンとの間で､司教の大司教への従属をめぐる対立を抱えてきていた｡そのことが､サ

ースタンをイングラン ド北西部における司教座の新設-と向かわせた｡さらに､この従属

問題は､ローマ教皇庁に持ち出されて検討されていたが､大司教は当初から教皇カリクス

トクス2世の支持を取 り付けていたようである｡(Dickinson,Carlisle,pp.140-1.)教皇

のサースタン支持の背景に､サースタン追放中のかれとローマ教皇 ･枢機卿団との接触が

重要な役割を演 じていたことは疑いないであろう｡

いずれにしても､大司教サースタンは自分の主張の正しさをローマ教皇に説得すること

に成功 していた｡また､国王-ンリー 1世は､1122年のカーライル訪問後､重要なこの地

域をグラスゴー司教の下に置いておくことの不都合を十分に認識 していた｡さらに､ディ

キンソンに依拠すれば､教皇カリクス トクス2世は､アセルワル ドに対し､ノステル修道

院長位 とカーライルに設立される律修聖職者たちが仕える司教座の司教位の兼職を､かれ

一代かぎりの特例措置として認めていた､という｡それでは､この措置はいかにしてなさ

れたのか｡ディキンソンは､同時期のスペインでの事例を引き合いに出しながら､その特

別措置は､カーライルが位置した地方的状況によって十分に正当化されたであろうと主張

している｡ しかし､同時に､そこに､大司教サースタンのローマ教皇 ･枢機卿団との人的

ネットワークの影響を想定することができるのではあるまいか｡(Dickinson,Carlisle,

pp.140-1.山代宏道 ｢首位権論争｣参照｡)

以上､アウグステイヌス派律修聖職者たちに対する､国王-ンリー 1世の直接あるいは
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間接的な支援の具体的な事例を検討してきた｡その結果､律修聖職者たちの修道院建設 ･

支援にあたって､たとえば宗教的動機のような個人的なものに加えて､国王とかれのチャ

プレンとの結び付きやスコットランド対策のような政治的要因が､強く影響していたこと

が理解できたOところで､-ンリ- 1世は､もっぱらアウグステイヌス派律修聖職者たち

に対してのみ支援していたのかというと､必ずしもそうではない｡ド.バーロー(Barlow)に

よれば､かれの甥 [HenryofBlois]がそこの修道士であったクリュニー修道院を援助し

ていた国王は､依然として､あの貴族的修道院制にあこがれていた｡こうして､1118年の

王妃マテイルダの死後､かれがレディング (Reading)に建設していた修道院 (1121年)を

クリュニーの統轄下に置いたのである｡(ド.Barlow,1066-,p.90.)

3 王妃マテイルダ

国王-ンリー 1世に比べると､王妃マテイルダのアウグステイヌス派律修聖職者たちに

対する支援は､より宗教的であり､また､その点ではより積極的であったと言えるかもし

れない｡もっとも､王妃の支援活動については国王の承認を得ていたことを忘れてはなら

ないし､さらに､彼女の精神的助言者としてのカンタベリー大司教アンセルムの勧めが影

響していたことを見逃すわけにはいかない｡

王妃マテイルダと宮廷人たちは､律修聖職者たちを後援していった｡マテイルダは､ロ

ンドンに､ホーリーニ トウリニティ-オール ドゲイ ト修道院と､らい病 (ハンセン病)者

のためのセント-ジャイルズ施療院 (HospitalofStGiles,Holborn)を建てている｡

(Barlow,1066-,p.90;Luscombe,R-Canons.)

オール ドゲイ ト修道院のために王妃マテイルダが発給した 1108年の証書がある｡それは､

先に紹介した-ンリー 1世の確認状の内容と符合する｡王妃は､ロンドン司教とすべての

信者たちに対し､｢大司教アンセルムの助言と [国王]-ンリーの承認により､ロンドン市

壁内のクライス ト-チャーチを､そこで神に仕える修道院長ノルマンと律修聖職者たちに

付与した｣ことを知らせている.(RRAN,ⅠⅠ,p.85,No.906;Luscombe,R-Canons,p.88.)

同年､国王は､マテイルダの行為を承認したことを､ロンドン司教リチャー ドたちに伝え

た｡かれが､｢妻マテイルダに､ロンドンのホーリーニトウリニティ [-オール ドゲイ ト]

教会に律修聖職者たちを置くのを許したこと､そして王妃がウオルサム (Waltham)に与え

た交換特権を考慮しつつ､ホーリーニ トウリニティ教会がウオルサム教会-の服従から自

由であること｣などを確認しているO(RRAN,H,p.83,No.897.)
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このように､王妃マテイルダのオール ドゲイ ト修道院設立 ･支援に関しては､国王-ン

リー1世の許可 ･承認があったことは明白である｡しかし､このことは､律修聖職者たち

の修道院を設立する行為が､国王によって引き起こされたことを必ずしも意味するもので

はない｡むしろ､それは､上記の証書内容で明らかなように､大司教アンセルムの助言に

よりながらも､基本的には王妃マテイルダのイニシアテイヴによるものであったと判断し

てよかろう｡

大司教アンセルムの書簡は､かれが､王妃マテイルダの信頼の厚い精神的助言者 ･指導

者であったことを示 している｡(Schmitt,A,00,Mos.242,288,296,317,395.)アンセ

ルムは､マテイルダの結婚に際し､彼女の結婚資格を教会会議において検討 ･是認し､結

婚後､彼女を王妃として聖別してきていた｡(As°,1100年の項参照｡)前述したように､

アウグステイヌス派律修聖職者たちに対し個人的にも好意的であった大司教は､こうした

関係にある王妃に､律修聖職者たちの修道院を設立することを助言したのであろう｡ラス

カム､はアンセルムをオール ドゲイ ト修道院設立の仲介者 (agent)であったとしている｡

(Luscombe,R-Canons,p.87,)

王妃マテイルダは､修道院設立に際し､コルチェスターのセン ト-ボ トルフ修道院から

律修聖職者たちを招いた｡初代修道院長は､アウグステイヌス戒律をイングランド-と導

入したあのノルマンであった｡ノルマンは､非常に厚遇されたようである｡かれは､オー

ル ドゲイ ト修道院長となることで､宮廷サークル-と入っていった｡さらに､王妃は､ノ

ルマンを自分のチャプレン (聴罪司祭,confessor)に任 じている｡こうしてノルマンは､

宮廷と結び付き､アル ドゲイ ト修道院を卓越した存在とすることで､アウグステイヌス派

律修聖職者たちのさらなる発展を可能にする機会を手に入れたわけである｡(Dickinson,

Anselm,p,544;Luscombe,R-Canons,p.87.)

オール ドゲイ ト修道院設立をめぐる一連の動きの背後に､大司教アンセルムの働きがあ

ったことは十分に推測できる｡そもそも､セント-ボトルフ修道院の改革､ノルマンたち

による律修生活の導入にアンセルムが深く関わっていたことは既述したところである｡さ

らに､ノルマンがかつて教育を受けたのが､ノルマンディーのペック修道院にいたアンセ

ルムであったかもしれないという可能性が示唆されることがある｡ノルマンは､ガリアで

アンセルムの下で学んだとされるが､それが AnselmofLaonか AnselmofCanterbury

であったのかは不明である｡(Luscombe,R-Canons,pp.86-7.)イングランドのアウグステ

イヌス派律修聖職者たちの基盤確立の段階において､大司教アンセルム､王妃マテイルダ､
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そして修道院長ノルマンの人的結び付きが､きわめて重大な機能を果していたことはまち

がいないであろう｡

4 諸侯

諸侯たちにとっての修道院の建設は､その宗教的動機とともに､自己の所領内での支配の

確立を図るためでもあった｡ディキンソンは､ノルマン期イングランドの成金諸侯たち(the

neauveaurichebaronage)は､かれらの敬度さを､修道院を建設することで示そうとした､

とする｡さらに､ディキンソンは､そうした修道院の多くが､諸侯たちの母国の修道院と

結び付いていたことを指摘しているD(Dickinson,LNA,p.loo.) また､1150年にヨーク

シャーの Beverley近く､Holdemessにある Meaux(Melsa)にシトー派修道院を建設し

たWilliam〟leGros〝,CountofAumaleandEarlofYorkは､自分が若い頃にたてた聖

地巡礼の誓願を､老齢になり太ってきたため果せなくなったので､ローマ教皇エウゲニウ

ス 3世 (1145-53)か ら特免 を得 るかわ りとして､修道院を建設 したと伝えられる｡

(E.A.Bond,Melsa,p,76;B.D.Hill,Patrons,pp.5卜2.)

とりわけ､ノルマン征服のような大きな変化の後に獲得した新所領においては､支配を

確立することが必要であった｡修道院建設者 (パ トロン)たちは､新来の支配者である自

分と所領 (土地)との結合や一体化を意図した｡生前そして死後において､修道士たちの

祈りのなかで､自分の名前がくり返 し唱えられることで修道院と自分､修道院が建つ土地

と自分との結び付きが強調され､自己の存在が永続的に記憶されることを願ったのである｡

修道士たちの祈りは､修道院建設者にとって､征服地における精神的保護をもたらすもの

であった｡(D.J.A.Matthew,Monasteries,p.43.)さらに､かれの名前は､修道士たちの

ミサ典礼書の中に書き込まれることになったO(関口武彦｢祈祷兄弟盟約｣p,6.)この点は､

ウイリアム1世の作成 した 『ドゥームズディ-ブック』に記入されることで､自らの土地

保有の正当性を確認されるため､その調査に協力した諸侯たちの考え方に似ているかもし

れない｡

ノルマン期の修道院建設の時期は､おおまかに2つに区分される｡第 1は､ノルマン征服

直後の大陸修道院-の付属修道院 (alienpriories)が多く建設された時期である｡第2

は､12世紀に入って修道院が多く建設された時期､とりわけステイ-ヴン王治世である｡

(ド.Barlow,1066-,pp.90,207-8.)

大陸､とくにノルマンディー修道院-の付属修道院が多く建設されたのは､実際には､
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ノルマン諸侯たちが､イングランドで与えられた所領内に修道院を建て､それらを征服以

前から関係のあったノルマンディーの修道院-寄進したことを意味していた｡78のベネデ

ィクト派修道院が､付属修道院 (alienpriories)として知られている｡ノルマンディー

の修道院のうち､ Fecamp,Jumieges,Bee-Hellouin,Boscherville,WontStMichel修

道院などが､人気を博 したといわれる｡(Dickinson,LMA,p.101.)

したがって､ここで問われるべきは､他の場合と変わらない諸侯たちの修道院建設の一

般的動機ではなく､かれらの寄進の具体的動機であろう｡しかし､特定諸侯の具体的な寄

進動機を知ることは容易ではない｡この時期の多くの寄進は､記録証拠なしに行われてい

たようであり､また発給された証書も､オリジナルな形ではほとんど残存せず､国王の確

認状として知られているのみである｡その表現は一般的であり､多くは､本人､家族､友

人､主君たちのために修道士たちの祈りを依頼している｡ウイリアム1世ならびに諸侯た

ちによる具体的寄進事例が認められるが (Matthew,Monasteries,p.29,pp.30-34.)､1066

年の戦場虻にウイリアム1世が建設したバ トル修道院には､トウールの StMartin'sabbey

ofMarmoutierから修道士たちが派遣されている｡(OV,IV,p.320,n.3.)

諸侯たちは､ノルマン征服直後においては､修道院建設による自分とイングランド所領と

の結び付きよりも､ノルマンディーにおける､そして､おそらくは出身地に深くかかわる

修道院との結び付きを､より重視していた｡こうしたイングラン ドの修道院を寄進する行

為は､ノルマンディーにおける諸侯たちの地域支配と関係 していたことを示唆する｡そう

した事例として､オルデ リック-ヴィタ- リスの所属する Saint-Evroul修道院が､the

paysd'ouche出身のいくつかの異なった一族から､寄進を受けているのが注目されるO

(Matthew,Monasteries,p.32,)

それでは､大陸に母修道院がある付属修道院 (alienpriories)は､イングランドにおけ

る諸侯の所領支配にとって､他のタイプの修道院と比べて相違を生 じさせたのであろうか｡

D.∫.A.マスユー (Matthew)は､そうした付属修道院がもつ領主的性格を指摘 している｡多

くの小規模な付属修道院には､母修道院から数人の修道士が派遣されており､かれらは自

分たちのイングラン ド所領経営のために荘官のような役割を果 していた｡ (Matthew,

Monasteries,pp.29,43.)寄進を受けた母修道院の意図はここでは置くとして､少なくと

も､寄進を行った諸侯たちの目が､地域社会よりも､外国すなわち出身地であるノルマン

ディーの方を向いていたと言うことができるであろう｡ディキンソンは､ノルマン支配者

たちが､かれらの故郷 (nativeheath)との結び付きを確立したいという願望をもってい
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たことを指摘している｡(Dickinson,LMA,p.102.)

12世紀に入って､とくに1120年代から建設されていった修道院は､寄進された場合でも､

しだいにイングランドの修道院に対 して寄進されるようになっていった｡(Barlow,1066-,

p.193.)1100-35年のあいだに､ 80ほどの新修道院が建設されたが､その約半数以上が､

イングランド修道院の付属であった｡ したがって､この時期の修道院建設と第 1の時期と

の相違は何かというと､結論的には､修道院建設者である諸侯たちの目がイングランドに

向くようになっていたと言うことができるであろう｡すなわち､この時期から､諸侯たち

のあいだで､イングランドに自己の存立基盤をもつものとしての自覚が芽生え始めていた

のである｡言い換えれば､第 1の時期には､ノルマン征服後の第-世代であった諸侯たち

は､ノルマン人としてのアイデンティティーが強かったが､第 2の時期になると､かれら

に自分たちの土地と結び付いたイングランドの諸侯としてのアイデンティティーが芽生え

始めていたと解釈されるのではないか｡(Hill,Patrons,p､36;Barlow,1066-,p.207.)

マスユーは､諸侯たちがイングランドで修道院を建て､ノルマンディーとの結びつきを失

っていく過程は､-ンリー 1世治世中には､ほとんど気づかれることはなかったと考えて

いる｡(Matthew,Monasteries,p.28.)

ノルマン期の前半には､ノルマンディーにおける諸侯一族と修道院との結び付きが､イン

グランドでの修道院建設に影響を与えていた｡建設されたのは､ほとんどの場合､伝統的

で大規模なベネディクト派修道院かクリュニー派修道院であった｡後半期になると事情は

変わった｡とくに大陸からの新修道会の進出とともに､イングランドの諸侯たちは､自己

の所領に多くは′J､規模ながら､新修道会所属の修道院を建てていく｡1098年にはシ トー修

道院が建設されていた｡新しく建設されたシトー派修道院の多くが､寄進された基本財産

の不足ゆえに､多大の困難や貧困に直面し､他の場所-と移動するのを余儀なくされた場

合もあった｡(Dickinson,LMA,pp.109-110.)諸侯たちは､修道院建設により､自分とイ

ングランドにある所領との結び付きを強めつつ､地域支配を行っていったのである｡

ステイ-ヴン王治世における修道院建設については､B.D.ヒル (Hill)の注目すべき研

究がある｡(Hill,Patrons.)それは､諸侯一族の所領の所在地と特定修道会派の修道院建

設が､密接に関連していたことを指摘 している｡諸侯の地域支配にとって､城 と修道院の

建設はいわば重要な2本柱であった｡さらに､所領支配のためには村教会の建設を付け加

えるべきかもしれない｡

チェスター伯ラヌルフ (Ranulf,RalphII,d.1153)の一族は､チェスターからリンカー
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ンまでイングランドを横断する一連の城を建設していたが､(tlill,Patrons,p.25.ラヌ

ル フ が 建 て た 城 は ､ Tickhill Castle, Belvoir Castle, Torksey, Grimsby,

Newcastle-under-Lyne,Rathley, Mansfield,Stoneleigh,Nottingham,Staffordであ

った｡かれは､ 1140年の1年間､リンカーン城をめぐりステイ-ヴン王と攻防戦を行っ

ている｡それに対応するように同地域に､サグィニー派 ･シトー派の修道院を建設してい

ったのである｡Savigny修道院は､ 1112年､vitalisofSavignyにより建設されていた

が､(OV,Ⅳ,pp.330-3.)イングラン ドでの､国王即位前のステ イ- ヴンによる

Tulketh-Furness(Lancashire)修道院の建設(1123-27年)以下の事例については､F.バ

ーローの研究がある｡(Barlow,1066-,pp.90,206.)また､イングランドでのシトー派修

道院に関しては､ Waverley(Surrey)修道院の建設 (1128年)等の事例があるが､イン

グランド北部では､ Rievaulx(1132年)や Fountains(1132年)を中心としてシトー派

修道院が隆盛したo(Dickinson,LMA,pp.107-8,)それは､ステイ-ヴン王治世の混乱期

において､国王と対立した時､修道院が自分たち-の支援を期待していたと同時に､国王

に対立する勢力のネットワークづくりでもあったと解釈される｡チェスター伯とサグイニ

ー派やシトー派修道院との結び付きを示すものとして､ヒルが紹介しているラヌルフの最

初の修道院建設はBasingwerk(Flint,1131年,サグイニー派)であるO (Hill,Patrons,

pp.29-35,p.30図表｡)

ステイ-ヴン王自身も､1147年シ トー派と合併することになるサグィニー派 (Savigny)

に所属する幾つかの修道院を建設している｡チェスター伯一族の選択したのが､サグィニ

ー派 ･シ トー派であったということは､宗派的にはそれほど大きな相違をもたらさなかっ

たかもしれない｡しかし､同時に､1140年死亡したサースタン後のヨーク大司教選出をめ

ぐって､ステイ-ヴン王は､弟でイングランド教会の有力者でもあったクリュニー派修道

士出身のウインチェスター司教-ンリーと共に､シ トー派のリーグオー修道院長ウイリア

ムを中心とするヨーク周辺のシトー派勢力と対立した事実も見逃せない｡それは､司教-

ンリーに代表されるクリュニー派修道士と､聖ベルナールに指導されたシトー派修道士た

ちとの対立でもあった｡(山代宏道 ｢ステイ-ヴン王｣pp.78-80)チェスター伯による一連

のシトー派修道院の建設は､ステイ-ヴン王にとって､イングランド北部における無視L

がたい勢力を構成していたと判断されるのである｡

-ンリ- 1世のノスチル修道院建設に関連して見たように､国王が諸侯たちからの寄進を

行わせることで､諸侯たちの勢力の弱体化を図っていたとすれば､諸侯たちは､地域支配
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を確実にしながら､国王に対して抵抗する際､その行為を権威づけるべく建設 した修道院

からの支援を期待していたと言えるのである｡

おわりに

以上､イングランドにおけるアウグステイヌス派律修聖職者たちの修道院建設の具体的

事例の分析を手掛かりにしながら､律修聖職者たちによる基盤確立そして勢力拡大にとっ

て､どのような人々が大きな役割を果していたのかを明らかにしてきた｡それは､特定の

時代に､新しい宗派が登場するに際して､だれがパ トロンでありうるのかという問題の解

明でもあった｡アウグステイヌス派律修聖職者の場合､その初期段階に限定してみれば､

カンタベリー大司教アンセルム､国王-ンリー 1世､王妃マテイルダ､ヨーク大司教サー

スタン､そして国王や王妃のチャプレンたちが､大きな役割を果していたことが理解でき

た｡また､注目すべきは､これらの人々が､なんらかの関係で緊密に結び付いていた､と

いう事実である｡その意味での人的ネットワークが成立していた｡さらに､この人的ネッ

トワークは､イングランドにのみ限定されたものではなかった｡カーライル司教座設立に

関して見られたように､それは､ローマ教皇庁にまで及ぶものであったと言うことができ

るのである｡

また､この時期の地域支配にとっても､修道院建設は重要な機能を果してきていたといえ

る｡それは､国王 ･諸侯 ･地域共同体 (都市 ･農村)各レベルにおいて､いろいろの広が

りをもちながらも､各レベルを通じて､地域支配を考察する際の中心的テーマのひとつで

あろう｡ところで､ここでは､修道院建設の意義を､もっぱら地域支配を行 う者の視点か

ら見てきた｡ したがって､修道院建設のもっていた周辺住民にとっての影響については､

地域-の社会的サーヴィス､教育､手本としての役割といったポジテイヴな側面について

も (Dickinson,LMA,p.96.)､ あるいは､そのネガティブな側面についても､ほとんど論

じてはいない｡しかし､ノルマン征服によってイングランドの伝統的社会が大きく変化し､

そうした変化に適応できない人々が出現したはずである｡また､シトー派やアウグステイ

ヌス派も大陸から進出した勢力であり､かれらの持ち込んだ新たな理念 ･動向が､イング

ランドの伝統的地域社会に対して変化やプレシヤーを引き起こすことはなかったのであろ

うか｡逆に､遠隔地における厳格な修道生活の実践を本来の理想としていたシ トー派修道

士たちが､周辺住民に対して特別の関心を示していたわけではないと言える場合もあった

のではないか｡かれらは､修道院建設のために土地開発や開墾を積極的に行っていったが､
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必要な場合には､既存の村人たちの立ち退きさえ強制することがあったようである｡シト

ー派修道院は､牧羊のための土地を囲い込み､そこから農民たちを追放することもあった｡

(Dickinson,LMA,p.110.)こうした問題の検討も重要ではあるが､別の機会を期したい.

地域支配の確立に関連 して､城や軍事力による支配を ｢ハー ドな支配｣と呼ぶとすれば､

教会堂や修道院建設によってもたらされる宗教的権威や正当化に基づく支配を ｢ソフトな

支配｣と呼べるかもしれない｡ノルマン期は､征服直後の異民族による ｢力による支配｣

の時期､すなわち､支配権の確立が急務であり､｢ソフ トな支配｣を十分におこなう余裕 (時

間的余裕も含む)がなかった時期から､アングロ-サクソン人との融合過程を経て､1100

年以降になって､ノルマン人の間にも ｢イングラン ド人｣としての意識や自覚が芽生え始

めてくる頃に見られた､｢力 ･プラスアルファの支配｣､すなわち､宗教的権威に支えられ

た支配権の維持に向かう過程として捉えることができるのではないか｡それはまた､ノル

マン征服後の､ノルマン人たちの ｢セ トウルメン ト｣(定着 ･在地化 ･現地化)の問題とし

て考察できるかもしれない｡

(付記)本稿は既発表の 2論文 ｢中世イングラン ドにおける新宗派とパ トロネジ-修道院

建設と人的ネットワーク-｣(『広島大学文学部紀要』52(1992)pp.84-104.)｢中世イング

ランドにおける修道院建設と地域支配 (-ゲモニー)｣(『西洋史学報』21(1993)pp.1-18.)

を合作 したものである｡ベ リーニセント-エ ドムンド修道院やノリッジ司教座付属修道院

といった､11世紀末に拡張されたり新設された大規模なベネディクト派修道院に対して､

12世紀になると急速に普及 していったアウグステイヌス派律修聖職者の小規模な修道院

建設について､国王 ･王妃 ･大司教 ･諸侯レベルの戦略意図を比較するためもあって再録

した｡
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