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中世歴史記述にbける
理念と事実との分離
兼

岩

正

夫

シュベールル教授は，彼の中世史学研究史の中で，中世歴史記述の積極
的評価は，専門の歴史家でなく哲学者や文学史家によって行われた，と言
います。 たしかにディルタイ，トレルチュ， グローチェなどは，中世歴史
意識について我々に教える所少なくありませんが，その見方は主として，
西洋の歴史思想の発展に対す中世キリスト教 歴史観の意義を強調したもの
です。 ジルソ ンやレーヴィ ットが近代歴史哲学の源を中世の神学的歴史観
に求めているのも同様の立場でしょう。 然し中世のキリスト教歴史観は，
歴史記述に対して具体的にどの程度の明聞を与えているのでしょうか。 キ
リ スト教の理念、は，中世の歴史家の語る事実のすみずみにまで惨透してい
るのでしょうか。 トレルチュやドーソンの言うキリスト教統一文化は， 中
世の歴史記述にも実現されているでしょうか。
これに関する疑問は，すでに中世史学史の研究者達により提出されてい
ます。 たとえばリヒターは，中世の歴史家はキリスト教に基く一般的態度
と特殊的個別性との間の矛盾の中にあると言い， へルティングも，中世で
は歴史素材の形成と事実の過程が歴史の目標，意味の概念、と無関係に見え
る，と言います。 グルントマンも，中世歴史観は歴史過程の中から見出さ
れるものでなく，啓示と伝統によって決定されており，それが歴史過程の
中で再発見され立証されるにすぎない，と言っています。
一口に中世歴史記述と言ってもその種類は多様であり，時代によっても
相当の変化があること勿論です。 一般文 筆作品の展開に応じて歴史記述も
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また中世初期は不振であり，中世盛期が最も華かと言えますが，特に12世
紀は歴史に関する記述 ・考察がきわめて豊かな時期で， ヘーアはこの世紀
を「歴史の生誕」と名付けています。文学史家ゲラン

ペ:

附紀のラ テン

文学で歴史記述は第一位を占めていると言います。所で12世紀のあるいは
ひろく中世の歴史作品は，ほとんどすべて修道士の手に成るものです(シ
ュラ イパーは，修道参事会のの重要性を説いていますが〉。 ベトルス・ ダ
ミアニが"r id icu lose van i anna le s"と言って修道士の教養から排撃した歴
- リ
史が，それにも拘らず専ら修道士によって栄えたのは 「
で

益五 ぁ 長おJ

ある，とゲランクは言います。スコラ学が司教学校，大学で華やかに展開
しつつあった時， 女化の進展から取り残されようとしている修道院で歴史
記述は行われたのです。しかしゴルプレースによれば，修道院の中で歴史
記述の仕事に従事したのは d im f igure s だと言うことです。 キ リスト教は
最も歴史的な宗教だと言われますが，中世の キ リスト教 文化の中で歴史記
述は， むしろ軽視された分野と言えるようです。

スコラ学は一般に Ge 

schichtsfremd だ とされていますが，12世紀のスコラ学者の中で歴史的関心
を示したのは ジョン・オヴ・ソールズベリTこ だ一人であり，しかも彼の歴
)
史記述はその文筆活動のー小部分を占めるにすぎませ

怠

へーアは歴史が生誕した12世紀について，ドイツ・イタリア人は歴史を
考え，イギリス人は歴史を書いたと言います。12世紀の歴史哲学について
はすでにデンプがその重要性を指摘していますが，当時の歴史 思 想 家 た
ち， Ru fer t von Deu tz， Hu go v佃S t. Vic tor ， An sel m v，佃Ha ve lber g，
H ilde gard von Bin gen ， Ekber t von S ch ðnau ， Ger h oh von Re iche sber g，
Otto v on Fre isin g， Joa ch im v on F iore などの名をあげて見ますと，たしか
にドイツ中心だと言えましょう。その歴史思想はアウグステ ィンにもとず
ゲソヒツテオロギー

く象徴主義的歴史神学です。12世紀歴史思想を代表するフーゴ・ フォン・
ザン グト・ヴィ グトルによれば，歴史は キ リストによってのみ可能となっ
た神 の救済史であり，世界の歴史は自然法，モーゼの法，恩寵の法によっ
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て 三分されます。 然し彼等の中で最も問題とされているのは， ヨア キ ム ・
(16)

フォン・ フィオレのようです。 これは彼の極端な精神主義が革命的な作用
をもっと考えられるからでしょう。 フインクはヨアキ ムにより中世が破壊
されたと言います。 これらの象徴主義的歴史思想家達は， キ リスト教理念
によって歴史世界を構成するのに専らで， 具体的な歴史事実を無視する，
という批判が行われています。 12世紀の歴史思想は歴史的関心でなくして
形而上的， 神学的関心の対象であったとされています。 勿論オ ットー・ フ
ォン・ フラ イ ジングのように， 歴史の理念と歴史の事実とがある程度よく
調和している場合もないことはありません。 然し一般的に言えば， 12世紀
ドイツを中心とする歴史思想家達は， キ リスト教理念によって歴史をアプ
リオリに組立て， それに必要なだけ， あるいはそれにあてはまるように歴
史事実を取入れた， と言えましょう。 このような12世紀歴史思想の著しい
展開について， シ ュベールルもシ ュナイダーもその原因を政教闘争に求め
ています。 シ ュベールルは12世紀の歴史哲 学は聖職叙任権争いなしには考
えられないと言います。 へーマは政教闘争もふくめて， 彼のいうpoiltische
Reli giositllt

の旧世界が崩壊しようとする危機の表現だとしています。 社

会史家プルンナーは宗教上の変革と共に都市の展開などとも併せ考え， 当
時の歴史思想をひろくヨーロ ッパ社会史の一部として見ょうとして い ま
す。 フ'ルンナーの解釈は我々の興味をひきますが， 中世歴史意識の展開を
社会史的に説明するのは容易ではないと思います。
中世の歴史記述はしばしば a nn ales ， chr oni ca ， his t ori a

に三分され， ア

ナーレースは鉱石， グロニカは精製された金属， ヒストリアはこれを細工
した美術品とされることがあります。 然しこれは近代の史学から考えた分
類で， 中世の歴史家自身は三つの名称を内容と無関係に用いることが少く
ありません。 謙虚な歴史家は立派な作品でもアナーレースと名付け， 逆に
街学的な作者はつまらぬ作品に誇大 な名前をつけたとされています。 中世
の歴史作品の書名と内容との聞には複雑な関係があるようですが， カロリ
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ング時代のアナーレースが中世歴史記述の中で最も素朴なもので通うること
は否定出来ません。 歴史事実を一年毎に簡単に記入する歴史記述の形式は
ロ ーマ時代にも認められますが，中世のアナーレ{スはそれとは別の起源
をもつものです。 復活祭の年毎の日附を計算した表の欄外にその年々の出
来事を記入する風が起り，この記入が独立してアナーレースになったとさ
{幻)

れています。アナーレースはイギリスで始まり大陸に伝えられ， メロヴィ
ング時代にも書かれたと考えられますが伝わりません。 中世のアナ{レー
スで問題とされるのはカロリング時代のものです。 カロリング時代のアナ
ーレースについてはベルツが M GH の第1巻で論じて以来多くの学者が
取り上げて来ました。最
・ 近も "Annales M ett euses frio res" を中心とする ホ
(22)

フマンの研究が出ています。 これらの研究は作品の内容や文体からオリヂ
フェアローレネ

ナリテ ィ や依存関係を明かにしようとする歴史技術上の研究で，í失わ れ
ス ，ヴエルク

た作品」をめぐる論争やs ho rt er annals

と royal annals

との前後関係に

関する論争は有名です。それはアナ{レースの史料としての価値を決定し
ようとする史料批判の問題に外なりません。ヒストリオグラ フ ィ ーの方函
から歴史作品として見た場合には，アナーレースは貧弱で無味乾燥な歴史
記述として軽視されるのが普通です。 然しアナーレースの問題はそれだけ
ではすまないように思います。 次にかかげるのはカ ロリング時代のアナー
(23)

レースで最も古いとされている annal es s a ncti Amandi の一部です。
751.

Piwi nus

752.

(Nihil)

753.

Hi l degari us occ is us est in Sax onia.

in

reg em unctus est ap ud Suess io nes.

754， St ep hanus p ap a venit i n Franc i am
755.

Pipp泊 us rex c uw Franc is 泊ltali am peη ex i t， L剖gob ardω
s up era vit. C a rlo manuus ob i i t.

756.

(N幼il)

757.

Franc i obse derunt Pape i a.
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たしかにそれは最も素朴で簡単な歴史記述といえましょう。 然しこのよ
うにただ事実だけをありのままに記述して行くことは， やはり歴史に対す
る一つの態度を示しているのではないでしょうか。 そこにはある種の歴史
的精神が存在するのではないでしょうか。 しかもその精神は12世紀の象徴
主義的歴史哲学者のそれとは極めて大 きい距りをもつようです。 歴史を理
念、によってとらえる代りに， これを事実によって示しているわけです。 そ
して近代歴史学の系譜から見ますと， アウグスティーン的な キ リスト教歴
史哲学よりも， アナーレースに見られる卒直な事実の認識という歴史態度
の方が 一層重要のように思われます。 アナーレース的な歴史精神が近代社
会のもろもろの精神内容と結びついた時， 近代史学が展開したと言えない
でしょうか。
象徴主義的な歴史神学が理念、にかたよれ アナーレースが事実の記述に
ヴエルトタロ

とどまるのに対して， いわば両者の中聞に位するというべきものが世界年
(24)

代記です。 これについては最近フォン・デ ン・プリンケンの詳細な研究が
出ました。 それは キ リスト教によって初めて生み出された歴史記述のジャ
ンルで， 中世の歴史記述の中で最も特徴的な最も注目すべきものといえま
す。 世界年代記はすでに古代末期から現れておりますが， その頂点はやは
り12世紀です。 個々について見ますといろいろの相違が認められますが，
共通した基本構造を持っています。 まずそれは聖書にもとずいて救済史を
中心 としています。 年代記の初めは神による世界の創造ですが， 稀にアプ
ラハムから， また キ リストの生誕から始めたものもあります。 その後の時
代区分は， 神が6日間で世界万物を創造したという創世紀の記事にもとず
いて世界史を6分するいわゆる A etasセhr e によって行われます。 ダニエ
ル書による四帝国説も用いられることがありますが， 前者に比べると問題
になりません。 世界年代記の終りは， ほとんどすべて作者の生きる現代ま
でです。 世界年代記こそ キ リスト教理念に接透された中世記述の典型と見
られる所以です。 然し世界年代記において， 果して キ リスト教理念と歴史
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事実との融合が行われているでしょうか。 世界年代記は世界の創造から作
者の現代までを一つの歴史世界としてとらえているわけですが， 彼の現代
史 を除いた過去の部分は他の史書から引用です。 フォン・デン・プリンケ
シは世界年代記の聞の依存関係をグラ フで示していますが， それによりま
すと， ヒキロニムス， オロシウス， イシ ドルス， ペダが最も多く利用され
ています。 作者自身のオリジナルな部分は， 彼自身の現代史に限られます。
世界年代記のあるものでは， 作者の現代史の部分がきわめて大きいスペー
ス を占めています。 フォン・デン ・プリンケンによりますと， ラ ンベルト
・フォン・ ヘルスフェルトでは現代史が全体の 5 分の 4 ， グレゴール・フ
ォシ・ツールでは3分の 2 ， Annale s Quea lin bur gen舗では半分 を占めて
います。 これらの作品では作者の関心は この現代にあるのであり， 世界の
創造に始まる過去の部分は単なるそえ物の如き感じをうけます。 内容から
見ますと， 過去の部分が規模壮大 な世界史であるのに対して， 現代史にな
りますと一般に， 作者の住む国， 教 会， 修道院などの地方史に限定されて
しまいます。 中世の年代記は過去については世界的であり， 現在に関して
(25)

は 地 方 的 であるとされる所以です。 オルデリ グス・ウィタリスの「教会
史」は中世の最もすぐれた歴史作品のーっとされており， 現代史に関して
もその視野はヨーロ ッパ的だと言われますが， それにも拘わらず， ヴォル
(26)

タ{の言うようにやはりノルマン中心である ことは否定出来ません。 他の
史書による過去の部分と作者のオリジナルな現代史の部分とでは， 彼の歴
史感覚にある種の相違があると言えないでしょうか。 前者においては歴史
の事実よりも文学上の伝承が問題であり， しかも世界史の図式はこの部分
にふくまれているのです。 後者における歴史記述は本質的にはアナーレー
スと同じものだと思います。 世界年代記に対するキリスト教 歴史観の影響
は， 大きい枠の設定にとどまり， 個々の事実の記述にまで及んでいないよ
うに感ぜられます。
1 2世紀ドイツで、象徴的な歴史神学が発展したのに対して， イギリスでは
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実証的な歴史記述が栄えました。 多数の歴史家が出ていますが， 12世紀で
はEadm er ， Wi1liamo f Ma m esbury， 1 3世紀ではMa t hew Pari sが著名で
す。 エアドマーはイギリス現代史を， ウィリアムは 5 世紀以後のイギリス
史を書きました。 マシュー・パリスは「セントルパシ年代記」の代表的歴
(28)

史家です。 これらの歴史家遣はドイツのように歴史哲 学に関心 を持たず事
実をそのまま記述しており， かつ世界史ではなくして地方史， 特殊史にす
ぐれた点が認められます。 ドイツ歴史意識の理想主義的傾向に対して， イ
ギリスは自然主義を基調とすると言えます。 ここにはロパート・グロッス
テストやロージャー・ペーコンなどの自然科学研究史と相通ずる精神が感
ぜられます。 イギリス史学のこうした自然主義の傾向は， すでにペダに認
められます。 彼はその後のイギリス史学の発達に決定的な影響を与えまし
た。 ゴルプレースはイギリス中世史学の発展をグラ フで示していますが，
それによりますと， ペダが頂点です。 ペタ.の自然科学への関心 はよく知ら
れていますが"De t em po r ibu s" "De ra ti∞e tem por um " により後世に大
きい影響を与えた彼のグロノロジーは， そうした科学精神が歴史に適用さ
れたものといえます。 彼の代表的な歴史作品は「イギリ ス 教 会 史」です
が， これは世界史でなくしてイギリス国民史です。 彼は多数の文 書を史料
として利用し， しかもある程度の史料批判を行っています。 口伝や間接の
報道に対しては警戒の念を示します。 「イギリス教会史」 はこのよな実証
主義的研究の上に立って， 全体として調和の取れた作品になっています。
ドイツの歴史哲 学に比べてイギリスの自然主義的歴史記述の方が， 近代史
学に近いと思われます。
一般に中世の歴史観についてはしばしば論ぜられますが， その歴史技術
ゲシヒツチンケン

ゲγヒ

に関してはほとんど知られていません。 中 世 に は 歴史思考はあったが歴
ツヲオルシュング

史 研 究 はなかった， というのが通説のようです。 これに関する研究も僅
かです。 19世紀の終りにラッシュが中世の歴史批判の発展について書き，
今世紀の初めにシュルツが歴史の方法を論じています。 最近ではボイマン
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(32)

のヴィ ドゥキント研究，ヴォルターのオルデリ グス研究などの個人研究で
多少ふれられている外，まとまった研究を知りません。 シュルツによりま
すと，中世の歴史家達はまず第ーに真

実の追求を説いています。 歴史の

真実を得る方法としては，信頼出来る史料の利用があげられ，目撃者，口
伝， 文 書などが信頼性の程度により区別されています。 中世では一般に奇
蹟，迷信，伝説がそのまま盲信される場合が多いのですが，その内容があ
まりに荒唐無稽である時，またその異教的内容がキリスト教と矛盾する時
などには， これに対する疑惑と批判が加えられます。 ラ ッシュなどの研究
は歴史作品の序文 などを中心 として中世の歴史家がその課題，義務に関し
て述べた文章を集めて調べた結果です。 その歴史家が真実を追求すると言
っても，それは単なるレトリッ グである ことも可能ですの 中世歴史記述の
(33)

(34)

内容と表現との関係については， グルティ ウスやキルンの教えるように，
深甚の考慮が必要です。 然し中世意識の中に，事実をそのまま記述しよう
とする精神 ，そのため事実を確定しようとする努力がある程度行われた こ
とは認められます。 とうした批判精神 は， ソ連の学者などが説くように，
教会と対立して教会の外で生じたものでしょうか。 事情はもっと複雑のよ
うに思われます。 ペ ダにおいては，真実の追求，史料の批判が，強いキリ
スト教信仰と混じています。 キリスト教文 化の完成期が，同時に批判精神
の発展をもたらしています。 然しまた他では，キリスト教世界観が事実認
識，歴史批判を抑圧阻害した点も認めざるを得ません。 歴史批判は教会支
配が崩壊して初めて十分に発達し得たわけです。
キリスト教歴史観が西洋の歴史思想の発展に大きい影響を与えた ことは
否定出来ません。 また中世において独自のキリスト教的歴史記述が展開し
た こともたしかです。 然し中世の歴史記述の実際を見ますと，キリスト教
の歴史理念、と個々の歴史事実との間には，何らかの不調和が感 ぜ ら れ ま
す。 いわゆる中世のキリスト教統一文化は，スコラ学やゴシック美術では
美しいハーモユーを作り出していると言えますが，歴史記述の場合にはそ

中世鹿史記述における理舎と事実との分雌

41

のような高みにまで達していないように思われます。 中世の，特に，中世
盛期の歴史記述は，我々の想像以上に豊かですが，中世 キ リスト教文化の
所産としては歴史記述でなくしてスコラ学やゴシック美術が， 何と言って
もその代表と言うべきでしょう。それは当 時の学者によって歴史が中心問
題とされなかったためでしょうか。 或は理念・原理・法則による把握に抵
抗する歴史そのものの性格によるものでしょうか。
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