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野 町 啓

本書は ， Le opold F . G é ni cot をFo nd ate ur とし， 1972年同氏 の I ntrod ucti o nを

第1分間 として創刊 された {Typologie des S ources d u  Moye n Âge > と称するシリ

ーズ の第72分冊である. Typologie とは， ドイツ語の G attu ngs ges chi chte に 相当

するものであり ， 当シリーズ は， 中世における多岐 にわたる 歴史的諸 資料 それぞれの

特質 と定義を明確 化し， 歴史資料 としての 有効妥当性の基準 を批判的に 樹 立すること

を意図 して刊 行されている . 既刊 のリストを一覧 しても， A. De role z， Les catalo-

gues de Bibliothèques (1979)， A. G rab ois， Les sources hébraiques médiévales， 

v ol. 1 : Chroniques， Lettres et {Res，ρonsa> (1987)， v ol. II Les Commentaires 

exégètiques (1993) 等 ， 思想史上興味深 いテーマの 研究が含まれている.

本書は以 下 のような構成からなっている 一一chap. 1: The P rob le m; chap. II: 

Two Culture s; chap. III: Anthropology a nd H i story; chap. IV: The P rob le m 

of Oral Tradito n; chap. V: The Oral Tradi to n a nd Mediev al E pi c; chap. VI: 

Forms a nd Fu ncti o ns of the Oral Tradito n. 

近年 ， わが国においても， W. O ng， Orality and Literacy;・ The Technologizing 

o[ the Word (1982)， また1. lIIi ch による ABC The Alphabetization o[ the 

POρular Mind (1988)， In the Vineyard o[ Text (1993) の 訳出， さらに彼が来日

した際 の 講 演“AP le a  for Re se arch i n  Lay Lite racy" (1986. 11. 14) を含む 諸論

文の集成も『生きる思想Jl (桜井 等 訳， 藤原書庖， 1991) の書名 の 下 に 上梓 されるな

ど， 思想伝達の 媒体， ことに 声 としてのことば (se rmo) と文字に 基づく文化の相違

が着目され， それに対する関心 が高まっているように 考えられる. こうした観点から

する思想史研究は， 古代ギリシアについては， ホメ ロスの口論・口承叙事詩としての
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成立史に関する 1920年代の M.P arry の研究以降それに触発された E . H ave lockの

Pre[ace to Plato (1963) 等の諸研究により， oral it y と lit e racy のいずれを基調と

するかによる思想構造の相違が次第に明らかとなり つつあり， 本書においても， その

方法論と成果は， 主として第W章の j on gle urs の問題や第V章の Hi ldeb ran ds lied ，

N iebe lun gen lie d の研究に活用されている. しかし中世については， 聖書を基礎とす

るクリスト教の支配即l it e racy の社会という通念が一般的 であるため， そこにおけ

る oralt radit i on 自体の意義 はあまり 着目さ れ ず， この方面の研究は著者が自認す

るように un chart ed t e rrit ory を対象とす るものだといってよい. む ろんこの方面の

研究は皆無では なく， 著者が， 1985 年プリンストシ高等研究所で遜返し示唆を受

けたというA. G ourevi ch が， すでにCategories o[ the Medieval Culture (1984， 

ロシア語版1972， 邦訳 1992) において， 中世においては人口の圧倒的部分は読み書

きができず， í口承」という形でしか表現・伝達の手段をもたなかった ことを指摘し，

人口の広汎な層を占めるi di ot ae (= i llit e rat i )と主として聖職者からなる文字の知識

のある者との二極構造において 中世文化をとらえ ようとしており， またI lli ch の著

作にもこの点に関する言及は多々見受けられる . たしかに中世文化を「文書Jことに

グリスト教的なそれによって代表さすことは 問題がある. 例えば 12世紀になっても

イタリアのアキレイアの総大司教とトリエストの司教は文字が書けず， 13世紀末ザン

クト・ガレン修道院長は位階授与証書に自分で署名でき な かったことが， R. En gel

rin g によりすでに指摘されている(Anal.ρhabetentum und Lektüre， 1993， K ap. 1). 

著者も， 第E章に示されているように， 基本的には G ourevich のシェーマを継承し，

oralit y と lit e racy の共存において中世をみようとしてはL、る. ただし， 著者の場合，

G our evi chとはやや異なり， 5 世紀以降， 書き言葉としてのラテン語に依拠するクリ

スト教文化とそれを欠くサクソン， アラマンネシ， フランク等のいわゆる b arb ai an s

の共存というこ極構造からまず中世の成立と展開をみようとしている. そして後者の

諸 gent es は， l it e racy に 基づくことなしに， ローマの政体に入り込み， 固有の文化

を維持してきたことを指摘する. たしかにイ タリアを支配した東ゴートは， Cassi o

d orus のVariae にみられるように， ラテン語 によって行政・ 外交文書を記録した.

しかしこの王国は 5 25 年崩壊するまで， ローマ化 (ラテン化) することはなく， また

アング ロソクソン族の場合も， 5-7世紀の問， 書き言葉としてのラテン語アルファベ

ットの使用の痕跡はみられないというのである .
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口論・ 口承はそれに参加する複数の人々の存在を前提とし， 少なくとも一世代は先

行する oral m essag eを伝達しようとするが， それは， 単に過去の継承にとどまら

ず， 未来に向かつて g en tesといった 集団の形成 と維持， 存続に寄与していると 考え

られている. つまり oral ity は， {orga n ized}という 特色をもち， 書き言葉とは独

立に存続しうると 考えられているのである. 西方ラテン世界は， クリスト教化されて

も書き言葉， 換言すれば l ingua としてのラテン認が 普及していない地域が依然とし

て存在していたのであり， 6世紀フランク王C h ilp er ic は， ラテン語に対応しない母

国語の音を表記するため 3 つの文字を導入し， さらに 9世紀， フランク語で聖書を題

材とする叙事詩を創作しようとし たOffr ido f  Weissenb erg は， 母国語 を 表音文字

としてのラテンアルファベットで表記することの困難さを訴えている. クリスト教の

普及は即ラテン語の普及を意味しない. Ill ic h があげている例を引き合いに出すなら

ば， 85 0年頃， キリルとメ ソディウスがブルガリア人のために聖書を 訳出す るにあた

り， わざわざ「グラゴール文字」を創 出しているので ある. 著者は， 4- 9世紀間にお

けるクリスト教の浸透は緩慢なスピードで行 われたのであり， 中世初頭に成立したク

リスト教文書は， それが成立した地域のミリューを必ずしも典型的に示すものではな

く， 慎重な検討を要することを繰り返し主張し， ことに 7世紀においては文書がきわ

めて減少していることを指摘している. クリスト教文書なり教父の著作にしても， 結

果としてはl iteracyの産物ではあるが， その著作過程・成立過程をみるならば ， 例え

ばアウグスティヌスの場合の no tar iu s やクレルヴォーのベルナールにおける a ma .

nu en s isの存在が示すように， r口述J( dic tar e)によるものであり， 本来 oralwr iting 

(著者は W. L. Ong と軌をーにして， oral l itera tur eという術語を否定する ) なの

である. これは， 中世の特色が oral と l iteral の共存にあることを示す格好の例証

とし、ってよし\

本書において とりわけ注目に値するのは， 第W章以降， 演劇・音楽等の p erfor .

ma nc esを oral tra ditio nの要素として取り 上げ，クリスト教や宮廷生活における意義

に着目している点であろう. 中世に お け る p er for ma nc esとい えば， 何よりもまず

j o ngl eur( = ioc ula tor )， つまり吟遊詩人， 旅芸人， 曲芸師， 道化役者のそれが 思い浮

かぶ. ioc ula tor に 相当する古典ラテン語は sc urra， m imu s， h istor io であるが， jo ・

c ula tor さらにその派生語は， 著者によれば， ローマンス諸諸がラテン語から成立し

た当初， すでに 6世紀初頭から存在していた. また古代末期になると lu der eに代わ
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って i oc ar eが使用されるようになり， 例えばアウグスティヌスにお いても i oci が

ludi と同義に用いられているという (De vera religione， X LI X， 95 ). 

劇場で上 演されるものは， 口承されたものが主であると考えられるが， 436年カル

タゴで開かれた第4回公会議において， 聖職者の観劇や世俗的な娯楽への参加が禁止

された. このことは， 逆に， 聖職者の間に観劇がかなり普及していたことを例証する

ものといえる. 同様の観点は， アウグスティヌスの『神の国』の随所にもみられるも

のであり (1， 32; 11， 8; VI， 8 )， また『告白� (1， 16 ) におい ても， 演劇の台本によ

る言語の修練がいかに道徳的に悪影響を及ぼすかに関する言及がみうけられる. その

理由は， 上 演される劇 の 内容がギリシア・ ローマ伝来の 多神教にかかわるものであ

り， その他の見世物も卑猿かつ放埼な愚行であることに求められている.

しかも同趣旨の禁令は， フランク王国 においても， 813年マインツ， ランス， トウ

ール等で関かれた公会議でも出さ れ， アルグイヌスも 書簡 (175 ) において， アウグ

ステ4ヌスを権威としつつ， 聖職者が世俗的な事柄を主題とする劇や音楽に興ずるこ

とを戒めている. 特に同年シャロン=シュル=ソーヌの公会議においては， 聖職者の

みならず， 一般のグリスト教徒にまで， この禁止は及んでいる. これに対し， こうし

た禁止の見られないのは， ケルト諸国， アイルランド等， ラテン語の普及度の低い地

方であって， 例えばウエールズ においては， 逆に芸人は専門家として聖職者と同等の

位置を占めるか， あるいは畏怖されていたという. 一般に口論・ 口承のトレガーたち

は， 聖職者にかかわる文 書・ 資料 においては否定的な評価がなされていた. この点は

12世紀になると， P etru s  Ca n tor の Summa de sacramentis et animae consiliis 

にみられるように， i oc ula tor は， はたし て救済に与りうるかという問題提起を生み

出すもの と な る の で あ る. し かし 他面， グレルヴォーのベルナールのように (Ep.

87)， 自身を i oc u la tor， sal ta tor になぞ らえる聖職者もいるのであって， この点は].

L ec lerc q (L e T h èm e  d e  la jo ngl eur c h ez S. B er nard et s es co n tempora in es， 

Revue d'Hisloire de la Sρiritualité， 48， 1 992)の研究等を参看し つつ， 今後検討

する必要があるように思われる.

ora l tradi to nは， 著 書ものべているように， それが記録され文書化されてはじめて

伝存するのであって， 皮肉なことに著者やOng が術語としては否定する oral l itera . 

tur eからその内容を推量するし か な い. もっとも著者は， 文化人類学の手法等を活

用し， 中世初頭， ことに西方世界， Ro ma ni a 地域にお ける蛮族を中心に， 彼らの文
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化表現である oral tradi ti on に関する浩翰な著作を準備中だと述べており， その成果

を期待したい .

James M. Blythe: 

Ideal Government and the Mixed Constitution 

in the Middle Ages 

Princeton University Press， Princeton， New Jersey， 1992， pp. xvii+343 

土 橋 茂 樹

本書は， 著者Ja mes M. B lyt he がB . Tie rn ey の指導の下に理想 的統治と混合政

体 ( mix ed con sti tuti on ) をテーマにして書き 上けγ4博士論文 に 基づいている. ホメ

ロスから説き起こし， 混合政体論の変遷を近代初期 ま で追い続ける著者の手腕と博

識， さらには中世と近代の連 続性を通説に抗して強調していく姿勢はまさに師匠ゆず

りと言ってよい. しかし同時に， Q. Skinn e r やJ. G. A. P ocockらによって提起さ

れた思想 史における方法論 論争の洗干しを受けた世代らしい周到さで， 本題に入る前に

両者への自らの位置づけを明らかにして おくことを忘れ て は い な い . ま ずSkinn e r

に対しては， 一方で思想 家の意図を無視したテクスト主義を排し， 他方でコンテクス

ト主義による決定 論を回避すべく言語世界的コンテグストを思想 史研究に取り込もう

とする 彼の論究姿勢に著者は概ね共感を示すが， 従来の思想 史研究の方法から敢えて

逸脱する必要性までは認めていない. P ocockに対しては， 後で見るような見解の 相

違のため， ま た 彼の方法の没歴 史的傾向のために著者の対応は概ね批判的である.

さて， 一般に政治思想 史において， 混合政体論の古代ギリシア起源及び近代初期の

英国におけるその重要性は周知のところである. しかし， 混合政体論に関する古典期

のアリストテレス (以下Ar) 的 お よびポリュピオス (以下P ol ) 的伝統が， 一旦中

世の長い空白を経た後， 16世紀初めのP ol のラテン語翻 訳化に及んで， ょうやくル

ネッサンス思想 において再生した， という「誤解」がいまだに根強い. 本書が目 指す

ところは， 詳細な中世混合政体理論の研究によって， まさにこうした誤解を解き， 中

世Ar 主義の後世への影響力を正当に評価することにある. この目的はさらに大きく


