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5世紀初頭以来宗教改革まで，否，形を変えては宗教改革を越えて近代の

H仕rtlまで， 西ヨーロ ッパの信仰と教義との歴史を間断なく支配し続けたと
(1) 

考えられているア ウ グステ ィ ー ヌスについて， 復活のJEをHlいることはお

よそ不穏��の誹りを免れ難いように感じられはするけれど、も， 偉大な精神

に発する目、紅!やj�i-jfrJといえども， 11年代に即して制察すれば， その影響と作

用とに7i?に強弱・)亨況のj�!:動を看取しうるとする当然の歴史意識からする

と， 特に1 1ilk紀中期以後において西ヨーロ ソノ4がアウグスティーヌスに対

して新たにJムった顕著なr�)心と敬意とはやはりわれわれの注目を惹かざる

をえないし， その現象をし、ま1以;二復活の話をもって呼び， その事情の一面

な尋ねることはむしろアウグスティーヌスへの理解をよりリアルなものに

するに役立ちこそすれ， f皮の名を不当に庭めることにはならないだろう。

もとより， この再生の勅きを全面的に捉えることは容易ではないし， 本小

稿のよく為しうるところではない。 このためには少くとも教義の面ではい

わゆるI聖職叙任権守'-J義」におけるサケラメント論争におし、て ex opere 

operantis と定式化される人主:frìミ義をぽ-)た枢機卿フンベルトゥスのドナ

テイスト的見解と， これに対し 巴x opere cípera to の事効主義を採ったぺ

トルス ・ ダミ アニ の アウ グスティ ー ヌス 的見解とを双方の形成と対峠の具

体的経過に沿うて明らかにしなければならず， またその一環としては最近

グルト・ ラインデ、ルがぺトルス・ダミアニの著作の伝承に関して行った詳
(2) 

創11を極めた研究と何事Y<の方法と千続きによって， 逆にそのìl:rlì�Ç[を遡及して
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見なければならないだろう。 また， 政治論の面では中世の神政的概念、と し

て永い生命を保ったと言われる 「政治的アウグスティーヌス主義」の理論

を アルキリエールが主として問題にしている時期だけでなく， かつてミル

プトやランゲが取扱った如く， まさに11世紀中葉以降の時期について， し

かも新たな視点から追求しなければならないだろうし， 他面歴史哲学の領

域ではやがて現われるフライジングの司教オットーの筆になる「年代記，

二つの国 の歴史� CCh ronica sive h istoria de duabus civitatibus )に対

しアウグスティーヌスの『神国 論』が提供した思考契機や思惟構造の同時

代的意味を， 進んではこの作品を生み出すことになった12世紀前半の西ヨ

{ロッパの政治的， 社会的条件とオヅト一個人との必然的結びつきそのも

のを解明する用意が必要で、あろう。

しかしここでは， 主題に対しむしろ間接的と思われそうな問題， アウグ

スティーヌス派聖堂参事会CAugustinerchorh erren， Austin Canons)の

出現を対象とする乙とに満足しなければならないが， その出現の持つ意味

は歴史的にはかなり大きなものであるし， 主題の重要なー側面をなすこと

には変りがないであろう。

(1) Benjamin B. Warfield， Augustine， in ; James Hastings (edふ Encyc10paedia

of Religion and Ethics， vo1. rr， Edinburgh 1909， p. 220 : A. Harnack， 

Lehrbuch der Dogmengeschichte， 4. Auf1.， Tübingen 1910， S. 3: P. Vignaux， 

Inf1uence augustinienne， in ; Augustinus Magister， t. III.， Paris 1954， p.265 

273 : L. Christiani， Luther et saint Augustin， in ; Augustinus Magister， t. rr.， 

p. 1029-1038 : J. Cadier， Calvin et saint Augustin， in ; a. a. 0.， p. 1039 

1056 : E. Portalié， A Guide to the Thought of St. Augustine， London 1960， 

p.310-312. 

(2) Kurt Reindel， Studien zur überlieferung der Werke des Petrus Damiani 1 ，rr.， 

in; Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters， 15. Jahrgang， Heft 2 

(1959)， S.23--102， 16. Jg.， H. 1 (1960)， S.73-]54. 

(3) H. X. Arquillière， Réf1exions sur l'essence de l'augustinisme politique， in; 

Augustinus Magister， t. rr.， p.991-1001. 

(4) C. Mirbt， Die Stellu昭Augustins in der Publizistik der gre句goぽriぬ an出che把en1 
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Kirchenstreits， Leipzig 1888 : J. Lange， Das Staatensystem Gregors 可.， auf 

Grund des augustinischen Begriffs von der <Jibertas ecc1esiae>， Gr巴ifswald 1915. 

I 

修道士の共{i:生活 (coenobita ) は4 世紀初期パコミオ スによって修道

形態の一類JtIlとして基礎づけられ， 6 i:it紀 中葉以後聖ベネデグトゥスによ

って西ヨーロ、ソパに定着し， 8 世紀末からその主要な支配的形態となった

ものであるが， 聖職者の無所有の共同生活(vi ta communis )もそれと同

様に， 理念、上は『使徒行伝』第2章44-45節， 第4章32- 35節に基づくも
(1) 

のと言われ， 4 世紀初頭には歴史記述の中に明確な証跡を示し初める。 し

かし， 聖職者の共f主生活は， アウグ スティーヌスの場合もそうであるが，

特に初期においては制度上も実際ともしばしば修道士のそれと峻別し難い

状況にあったから， その発展経過も修道制とその歩みを共にした。 例えば，

アウグスティーヌ スは聖職者(c 1erici) の共住生活を説 き，また規定してい
(2) 

るが， その生活の場には常に修道院(monas teriu m)の語を当てているし，

19世紀まで一般にアウグスティーヌスの作とされていたR 巴gulaConsen 

soria は聖職者のための規定として適用されていたと考えら れ る の に，

c lerici の用語は一つもなく， f附es の語が使用されている: しかも， 修

道士とは異って聖職者の場合には， 無所有の共住生活がいつの時代にも要

求されたわけではなし、。 西ヨーロ ヴパでは修道制が著 るしく進捗したメロ

ヴィング時代においてさえ， 特に聖職者のための規定は作成 されなかった

し， また聖職者に関して幾多の法令を公布したメロヴィング王家の諸王た

ちも， 特に彼ら聖職者の生活様式を具体的に規定しようとはしなかった。

聖職者の共住生活の徹底という方向での明確な改革意図が現われるのは

カロリング時代に入ってからであり， その最初の例はピピン短身王 によっ

て平信徒からメッツ司教に叙任されたグローデガング(在位742-766年頃〉

においてである。 3但4章から成 る彼のR培1血Canoni c∞悶Oぽruぷぷ品2) はアウグステ

イ一ヌスの『説 教3お5 5引1および『説教3泊 5 6耐1に示唆をf得号て作られfたことも， ま
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(5) 
た『聖ベネデクトゥス会員lJjJに負うところ大であるとも言われるが， 彼自

身はこの規定者三広くフラγグ王国内に弘布させる意図l刻、トコていなかった

また無所有の共住生活を聖職者の唯一の理想、として徹底させるらし いし，

なぜなら， 彼は聖職者を二つのカテゴリーに分け一一つもりではなかった。

c1 austra なL、し cong regatio内に居住する者と cl austra外ないし civit as

内に居住する者一一一ているばかりでなく， 厳格な共住生活を履行するよう

期待されている前者についてさえ， 衣食住の共同と 共有というドラスティ

また共住聖職者の教 会へグなプログ ラムの実行し難いことを認めており，

の譲渡財産についても用益権は保留させるという配慮をしているからであ

カー

ル大主治下の 8 13 年 マ インツ公 会議および同年のトウール公 会議を通じて，

かなり一般化したと考えられ2c

カール大主とその後 継者ルーにヴィヒ敬!主主との問では， 修道制という

グローデガング の改革意図は伎の死 後も受け継がれ，ともあれ，る。

局面では 相当大 きな変化が見られるが， その内面的刷新という点、ではルー

このことはルードヴドヴィヒ敬漫王の時代が遥かに本質的に遂行された。

が如実に示す

だろうし，後代の修道院改革運動において当勅令が持払えた重要性も空だ

それを証するだろう。 しかし， 狭義の聖職者 canonesについて言えば，

Capitul are M onasticum ィヒによって817年に発令された

カ

さほど顕著な転換が行われたことは考

8 16年ルードヴィヒの命で召集されたアーヒ ヱ ン公 会議は教会生

活を統轄する canon es の完全な規律遵奉の必要を強調し， 彼らの聖務が

ールと J"，ードヴィヒの両時代聞に，

え難い。

守、44
 

生用水
上
日

，認小の
明
広

明

吋

v
」多くの場所で十全に成 就されるよう懲湿しているが，

その作たのが有名な『聖職者提則jJ (I nstitutio C anonicorum) 

者はメッツのアマラリウスともサン・ ヴアンドリル修道院長 アンセギスス

とも称されるが， 全 145章から成 るこの浩識なJ定則は修道制の!日IJでのf'l:1'，i1

C apitul are M onasticum むしろアニアスの

ベネデクトゥスの編纂になるC o dex R egul arumまたはC oncordiaR e-

よりは-，と 比較するならば，
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gu laru m に相応する性格を有するものであるが， いま主題に即し て注目

すべきはその第 1 14章以下である。 その内容は大部分グローデ ガ ン グ の

R egula Canonicorum に拠ったと思われるほど、甚だそれに近似しており，

事実そこで は グローデガングと同様， 居所・寝家・食堂・礼拝における共

同が詠われながら， 依然として私有財産の放棄が義務づけられていない点

で， 前代と何らの相異も認められない。 ただ， この 『掠則』は修道士とは

異った職能を持つ canon es という意識を明瞭に持っている.��仁C， クローデ

ガングのR egula が一部修道院にも適用されたのとは異った意図を示して

いる。 この『錠日Il�が以後のフランク王国にどの程度浸透したか， また教

会政策に格別の配慮をしたサグソニア王朝ドでどの程度継承されたか， そ

の詳細な実態、を尋ねる用意はないが， 9世紀末から1 1世紀初頭まで反シモ

ニーや聖職者独身制をめぐって教会人の改革努力が頻紫に繰り返えされた

事実がある にも拘らず， それと関連して型職者の共住生活が111]題にされた

り， また『提則Jの理念、やl勾容が 想起された例をほとんど聞かないことか

らすると， この『提則』もその作成後ほどなく有効な影響力を失ったので

はないかと推測される。 とは言っても， ルードヴィヒ敬�王以後1 1世紀中

葉まで聖職者の共住生活の例が 皆無であったわけではない。 例えば， 9 82 

年南仏Carp entras の司教 Ayrar d はプロヴァンス伯， アヴィニョン大司

教， オランジ司教らの意向に基づき彼の司掌する聖堂 Saint-Siffrein に

在勤する16人の聖職者に共住生活を課し， 次いでVa ison， Cavail lon の

両聖堂もそれに倣った。 99 1年には Apt のノートル・ダム 司教座聖堂でも

司教 Teudry によって当時12人であったここの聖職者に共住生活が導入

された。 そしてこの 場合 にもアルルの 司教Annon， エクスの 司教Amaury，

ア ヴィ ニョンの司教Garnier， カヴェヨンの司教 lng i lramの協力があった。

なぜこのプロヴァンス地方で最初にこの動きが始まったのか ， それは修道

院改革連日， 付;こここから近いイタリアの， あるいはゲリ1ニーのそれか

ら刺l�tQを交けたものか， と[íll与のクリヱニー修辺院長 M aieul (1'[1，'[:934-99 
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4年〉 はアヴィニョンの名門出身と言われるが， 彼との何らか直接的接触

があったものか， あるいは当時の反シモニー運動の明確なー支脈であった

のか， これらについてはなお明らかでない。 しかし， いずれにせよこのプ

ロヴァンス地方における共住生活への動きは， 993 年一一一説には 1000年

頃ー一一の P uy 司教座聖堂における， また1032年のデジョンのSt. Eti enne 
(12) 

聖堂における同種の改革とともに孤立した例に過ぎず， 間もなく中断され

てしまい， 再びその運動が開始されるのは11世紀中葉ないし12世紀以後に

属する。 エ 046年リヨン司教座聖堂で司教 Halinard によって試みられた共

住生活への復帰も成功しなかった。

聖職者の共住生活実践が強力に， しかも以後永続するものとして開始さ

れる決定的な時期と場所とを措定することは困難である。 しかし教皇レ オ

9 世( 在位1049-54年〕の時代にこの運動が重要な一転 期を迎えたことは

否定できないだろう。 登極の年の 2月ラテラノで， その10月ランスで， そ

の数週間後マインツで， 更に翌年2月再びラテラノで連続的に開催された

公会議で反シモニー改革運動 を積極的に展開し始めたことはともかくとし
(14) 

て， 教皇就任第3年目の105 1年には早くもルッ カの聖マルティ ヌス聖堂の

聖 職 者に対し， I当地に律修的生活を導入すべきことJ ( regulam vitam 

ini bi ducendo )， I彼らが所有し， 賛沢に生活するために各自に配分され

ている教会財産が規律正しく共住すたるめの共同の使用に帰せらるべきこ

とJ ( bona quae habent ecc1 esiastica， qua巴 illi luxuriose  vivendo 

dissipantur， in communem usum canonice cohabitantium redigantur， ) 

を命じてい と
)
もっともこれはルッ カのアンセルムス(後の教皇アレグサ

ンデル2世〉 の要請によるものだとも言われるし， 彼自身は聖職者の財産

処分権そのものを否定したわけでなかった点では， ルードヴィ ヒ敬愛王下

のカロリング 的伝統になお忠実であった。 とは言え， 105 6年にはイタリア

でシエナ司教区内の St. Agnet o  Talciona， Atina の聖マリア司教座聖

堂， Fano の司教座聖堂で共住生活が始められたし， フランスでは同年に



11. 12世紀におけるアウクスティーヌス復活の-JíÎ- アウグステイ戸ヌス派聖堂参事会の起源と意義 7 

一時中断していた Apt のノートル・ ダム聖堂で再開されていることから
(17) 

すれば， やはり注目すべき時期としなければならない. しかも， この方向

はレ オ9 世以降も弱まらなかった。 1059 ないし1060年にパリのサン・ マル

タン ・ デ・ シアンで， また同じ頃ここからほど近いサンリスのサン・ ヴァ

ンサン聖堂， Tr るJUS司教区内のBar jols， あるいは アルルのSt. Trophim巴

や近く のMaguelonne 司教座聖堂で 律修的共住生活が履行されるに 至

る。 イタリ アでも 1060 年に先立つてブィレンツェ司教区内のMosc iano

聖堂がこの運動に加わる。 教皇ニコラウス2世(在位1059 -61年〉臨席下に

行われた1059 年ラテラン公会議の議決第4 条はまさしくこの動きを担えて

使徒的共住生活を司祭・ 助祭・ 高Ij助祭に必須なるものとして宣明した， と

言うべきであろう。 「われらはわれらの同じ先任者に心服して貞節を守り

たる前述品級のこの者らが， あたかも律修的司祭らにおいてし か あ る 如

く， 共に食事しまた就寝し， 更に聖堂より彼らに帰したる物はなに物にも

せよ共同にて所有せんことを命じ定むるものなり。 かつわれらは彼らが使

徒的な， すなわち共同の生活へと， 最大の配慮もて到達せんと努めんこと

を要望し勧奨するものなり。」これによって改革は新しい次元で 推進され

ることになった。 というのは， レ オ9 世においては教会財産の共有と並ん

で聖職者の私財保有も認められていたが， ここに至って前者だけが合法的

とされたからである。 も ち ろ ん， "quidqu id eis ab ecc1esiis venit， 

c ommuniter habeant." という表現自体はなんら積極的に私財保有を禁止

する趣旨のものではない， とも考えられるだろう。 しかし， この公 会議に

主導的役割を演じたヒルデフ守ランドの席上での主張や教皇 座に就いてから

の彼の勅書からすれば， この条項の趣意は極めて明瞭である。 というのは，

彼はルードヴィヒ敬愛王の先の アーヒェン立法を再検討すべきもの， 否む

しろ非難すべきものとし， 単に共同生活を行うのみならず， あらゆる教会

財産を共同の利用に供し， かつ共通に使用すべく， 聖堂からのプレベンダ

スは聖堂の便益のために司教の手に返却すべきこと， を求めているからで
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ある。 永く伝統化していた カロリング的規範はここに正面切って攻撃され

るに至った。 もとより， これによって伝統的規範が直ちに地に墜ちたわけ

ではないし， I mo la の司教ウルリグスによる伝統擁護の抵抗もあった。 し

かし， 改革は着実に前進した。 1060年 1月31日ヴィエンヌにおける， 同年

3月 1 日トウールにおけるこつの公会議は前年ローマでの決議をフランス

で徹底化する。 1061年は枢機卿フンベルトゥスの没年に当り， またアレグ

サンデ、ル2世がヒルデフεランドの支持のもとに教室座に登った年でもある

が ， 翌1062年にはポアティテの聖ニコラス司教座聖堂およびクレルモン司

教区内の Pるbrac聖堂で共住生活が始まる。 翌1063年多数司教が参会した

ラテラノ公会議は4 年前同地の公会議における議決第4 条をほとんどその
(24) 

まま， しかも同じ第4 条として採択した。 1065年ないし1066年ベトルス・

ダミアニは「私財保有の律修司祭らを駁す._r， (Contra c lericos regu lares 

proprietario めをもってヒルデ、フcランドの主張を更に強化する。

このようにして， 105 0， 60年代には西ヨーロ ソパの聖職者の生活に極め

て重大な転期が訪れてくる。 使徒的生活への復帰という1型想は教会改革に

とってまことにヨ然すぎることのように見えるけれども， そかくとも200年

以 上も伝統化された私有財産保有の慣習を破棄する結果をもたらすもので

あることを思えば， 当時としては甚だ睦目すべき画期的改革であったに遣

いない。 なぜ彼らは改革にぎっていわゆる カロリング路線に満足しえなか

ったのか。 使徒的生活の理念を掲げざるをえなかった歴史的・ 社会的現実

はどのようなものであったか。 1059 年教皇への忠誠を友明したイタリアの

ノルマン人Rober t Guiscar d， Richar d de Capo ue の支援はこの方向に

なにほどかの作用を及ぼしえたのか。 レオ9 ttl�.Y;oフンベルトゥスを輩出さ

せたロートリンゲンの修道院改革とはどのような理念、上のみならず政治上

の連関があったのか。 フンベルトゥスが教皇使節としてコンスタンチノー

フ.ルに赴 きながら決定的な分裂に立ち至った1051年の点同教会の分離はこ

れに関係がなかったのか。 これらの問題はグレゴリウス改革がグリュニ{
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の修道改革の影響を受けること少なかったという最近の主張からしても，

また当時におけるシモニーの狛獄への対抗策ということからだけでは説明

し尽せないことからしでも， 重要な課題をなすと思われるが， こ こでは立

ち入って論ずることができない。 ただ主題に即して特に留意すべきことは，

このように使徒的共住生活が強調されながら， 1067年までは 後にこの生活

の拠るべき規範とされた 『聖アウグスティーヌス会則JJ (Regula Sancti 

August ini)の名称がどこにも表面に現われていないという事 実で あ る。

確かに1059年， 1063年の公会議で表明された改革フ。ログラムにはアウグス

ティーヌスの清貧に関する説教からの影響はあったろう。 しかし， それは

川副主行伝』 第4章， ヒエロニムスのNepotianus宛書簡， グローデガ

ング のRegulaCanonicoru m， ベトルス・ ダミアニの先掲書， ル ッ カ の

アンセルムスのCollect io第7巻等からの影響と平行して認められるに過
(26) 

ぎないものである。 しかも， アウグスティーヌスはイモ ラ司教ウルリクス

の場合に見られる如く， この改革を逆に阻止するためにも典拠とされてい

るのである。 アウグスティーヌスの著述は疑いもなく当時読まれていた。

しかし， この時点では聖職者の使徒的共住生活にとって， 彼に際立った催

械はなお与えられてはいなかった， と)5-えてよいだろう。

(1) {列えばEusebius， Historia Ecc1esiastica， ll， 17 (Loeb Classical Library， Eu

sebius， The Ecc1esiastical IIistory， 1， London 1949， p. 145--157.特にp.147)。

(2) S. Aurelii Augustini Sermones ad populum， Sermo CCCLV. De Vita et Mor

ibus c1ericorum suorum 1 (Migne， P. L .， t. XXXIX， co1. 1568--1574)の特に

cap. 1. 2(a.a.0.， co1.1569-70). いわゆるRegula S. Augustiniにおいても同線で

あるが， 偽作の疑いが淡いので ここでは典拠としない。

(3) これはRegula ClericiともRegula Prima とも呼ばれるくMigne， P. L.， t. 

XXXII， co1. 1447-1450所収入 なお， 州制「修道fliU史上における型ア ウグステ

ィーヌスJ (3)を参!!日されたし、。

(ωω4心) S. Cαhr吋ro吋de句ga叩n昭19釦i Meten凶IS叫1目s e句P旧蹴亡ωop似i 1民{e句gula Cano町mi

LXXXIはX， c∞01. 1097-1120肘). 1以|は占“t初初]刀r三i四7市戸から成つたさ当í Re勾gulaは後にf不刊〈守I明閃の竹作:若者[ 

により入六y収;E主にb噌百傾補iされTたこ(Mi唱gne鳥， a. a. 0.， co1.1057--1095). 
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(5) Adolar Zumkeller， Das M1\nchtum des heiligen Augustinus， WUrzburg 1950， 

S.118， Anm. 2: ].C. Dickinson， The Origins of the Austin Canons and their 

Introduction into England， London 1950， p. 17: A. Hauck， Kirchengeschichte 

Deutschlands， n ，8. Auf1.， Berlin 1954， S. 64-67. 

(6) ].C.Dickinson， a.a.O.， p.18，n.1， 2 : A. Hauck， a.a.O.， S.603 u. Anm.4， S. 643f. 

u. Anm.4， 5， 6. 

(7) 拙稿「ルードヴィヒ敬虞玉の817年勅令Capitulare Monasticumについて」

(1)， (2)を参照。

(8) Symphosius Amalarius presbyter Metensis et chorepiscopus， Forma Institut-

ionis Canonicorum et sanctimon凶山n cannonice vive凶um (Migne， P. L.， t. 

CV， co1. 815 --976). 通常Institutio Canonicorum と称されるものはミーニュ

版でのLiber Primus (co1.815-934)を指す。 版本によってはこの部分が二巻に分

れ， 113章と32章ずつ を含む。

(9) Institutio Canonicorum， Lib. 1 .  cap.115， “Quanquam enim canonicis， quia in 

sacris canonibus il1is prohibitum non legitur， liceat lineum inducere， carnibus 

vesci， dare et accipere， proprias res et ecclesiae cum humilitate et justitia 

habere， quod monachis， qui secundum regularem institutionem arctiorem ducunt 

vitam， penitus inhibitum est・. ." (Migne， a.a.O.， co1.914) 

日 A.Fliche et V. Martin， a.a.O.， t. 7， L'企glise au pouvoire des laiques (888 

1057)， Paris 1948， p.466-483. 

(ln B. Bligny， L'立glise et les ordres religieux dans le royaume de Bourgogne 

aux )í[e et )([e siècles， Paris p.158. 

(l� F. Lot et R. Fawtier， Histoire des institutions françaises au Moyen Age， 

t.m. Institutions ecclesiastiques， par ].F. Lemarignier， ]. Gaudemet et Mgr G. 

Mollat， Paris 1962， p.132 et n.4. 

(13) B.Bligny， a.a.O.， p.159. 

(14) これらの公会議につ いてはA. Fliche et V. Martin， a. a. 0.， t. 7， p.100-103: 

A. Hauck. a.a.o.，m， S.600-603 : B.Bligny， a a.0.，p.35-37を参照。

(1国S. Leonis lX majoris ecclesiae Lucensis canonicorum bona confirmat. (Migne， 

P.L.，t. CXLIII， co1.671-672. ) 

同 Privilegium S. Leonis lX Agaunensibus canonicis tributum. (Migne，a. a. 0.， 

co1.665-666). 

(1司].C.Dickinson， a.a.O.， p.40， 43: B.Bligny， a.a.0.，p.158f. 

(1司].C.Dickinson， a.a.O.， p. 42 ただしSt. Martin des Champs は1079年グリ

ュニー派修道院に転向する。
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11司Nicolai IIPapae Epistolae et Diplomata， VlII.-NicolausII omnibus episcopis 

cunctoque c1ero et populo decreta synodi Romae prescribit.， N.“Et praecipientes 

statuimus ut ii praedictorum ordinum， qui eidem praedecessori nostro obedien

tes， castitatem servaverunt iuxta ecc1esias quibus ordinati sunt， sicut oportet 

religiosos c1ericos， simul manducent et dormiant， et quidquid eis ab ecc1esiis ve

nit communiter habent. Et rogantes monemus， ut ad apostolicam， communem sci

licet， vitam summopere pervenire studeant." (Migne， P.L.， t. CXLIII， co1. 1316) 

剛].C.Dichinson， a.a.O.， p.30， and n.2， 3， 4. 

担11 Epistola sub ficto Ulrici nomine ad Nicolaum II papam ( Migne， P.し，t.

CXLIII， coI.1361-1366)の内容についてはA. Fliche et V. Martin， a.a. 0.，t.8， 

La Réforme gr毛gorienne et la Réconqnête chrétienne(1057-1125)， Paris 1950， 

p.29f.を参照。

凶 A. Fliche et V. Martin， a. a.O.， t. 8， p.31. 

凶].C. Dickinson， a.a.O.， p.43 and n.1， 2. 

凶 1059年の条文との相違は ii praedictorumがhi pra巴dictorumに， eidem pra

edicessori が iisdem praedecessoribus になって いる外は， 末尾にさほど重要で

ない ‘'quatenus perfectionem consecuti， eam his qui centesimo fructu ditantur 

in coelesti patria mercantur ascribi." が 新たに附されているだけである。く Mi

gne， P.L.，t. CXLVI， co1.1290) 

闘 Migne， P.L.， t. CXLV， co1.479-490. その第二章(Migne， a.a.0.，col.481-484) 

Oppugnat verbis sancti Augustini pertinaciam c1ericorumは大部分Augustinus，

De moribus c1ericorumからの引用である。

側 B.B1igny， aふ0.， p.204f. を参照。

E 

9世紀初頭アニアヌのベネデクトゥスによって編 纂 さ れたCo ncordia

Regularu m にその一部が収録された『聖 アウグスティーヌス会則』 の名

が， それ以後最初に史料に現われるのは恐らく1067 年， ランスのサン・ ド

ゥニ司教座聖堂が大司教Gervais によって改革された際， 当聖堂の聖職者

らがこの 会則に従って生活していたことを示す， 教皇 アレグサンドル2世

の特許状においてであろう。 しかし， ヨ教皇はこの 会則を他の聖堂にまで

遵奉させ普及させようと積極的に努力したわけで、はない。 というのは ca

no nici regulares のもと にある他の聖堂に附与された教皇文書にこの会則
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(2) 
への言及がなL、からである。 このことは聖職叙任権争議の唯Iflで教会改革

を精力的に推し進めた教皇グレゴリウス7世 (在位1 073-1085it二)の場合

も同様である。 なるほど彼もまた聖職者の共住生活と官、有財産の絶対的禁

止を強調し， そのために別に準則を編纂させたほどであるけれども， この
(3) 

会則に特に�慮:を払った形跡はない。

しかるに， ウルノ〈ーヌス2 世(在位1088-99年〕のJi年代に入ると， �聖

アウグスティーヌス会則』の名は教皇文苫ーの1[1に頻繁に現われてくる。 例

えば， カタルーニヤのSt.Ripoll聖堂に対ーする1089年の， ブールジェ司教

区内Miserayへの同年の， ソア ソソンSt. Jean des Vignesへの["j年の，

ア ヴィニョン郊外の St. Rufへの 1088-99年の， 卜'7ールーズ北方St.

Ant oin への109 0年の，トウールの St. Leo への 同年の， パイエルンの

Rottenbuchへの1 092年の， ナノレボンヌのSt.P aul およびポーヴェーのSt.

Ouintin への1093年の ， 卜'ìルネーのSt.Martinへの1094年の ， セプテマ

ニィのMaguelonne への 1095年の， メ ソツのSt. Sauveur への1 096年の，

教皇文書はいずれもこれらの聖堂で『聖アウグスティーヌス会則」が遵'ケt
(4) 

さるべきこと， ないしされていたことを示している。 もし， 聖職者の使徒

的生活という理念、と内容とに即して見るならば，ニコラウス2世からグ レゴ

リウス 7 世の時代まで教皇子枢機卿らによって強調され， 勧奨されたもの

とウルパーヌス2世Fのそれとは質的になんらの相異もなかった， と言っ

てよいだろう。 とすれば， アウスグ ティーヌスの会則がこのように比較的

急速に前面に現われてきた変化にはなにか別の立味があったのだろうか。

ところで， ù"聖アウグスティーヌス会則』は 『聖ペネデグトゥス会則』

の如く体系的な単一会則ではなく， それぞれ一応は独立した3 ないし2 の

会員IJから成っており， その中どれだけを会則の内容とするかは時代と場所

とによって異るので， 12世紀の20年代になってそれがやや明確になるまで

は， たとい:11会員IJの名が史料とに現われたからとi，って， jl{らにその内特

まで白明のこととするわけにはゆかないのである。 従って1067 年のランス
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聖堂に聞するアレ グサンデIl. 2刊:の者向の場介も， 1089年か ら1096年にわ

たるウルパーヌス2世の幾つかの教皇文書の場介も， そこで言う『聖アウ

グスティーヌス会則』なるものの具体的内容を確認することはできない。

しかし， レオ9 世以後聖職者の共住生活の実践と促進がローマ教皇庁の積

僚的政策となったこと， しかもニコラス2世の時代には教会財産の共有と

私有財産保持禁止という画期的段階に入ったこと，後者の政策にはヒルデ

ブランドの意志が強く作用していたこと， それにも拘らずこれらのいわゆ

る聖堂参事会の成立と助長 に当って教皇庁はウルパーヌス2世以前は『聖

アウグスティーヌス会則』を基準とすべきことを積極的には推進せず， こ

の会則の遵奉はなお地方的なものであったこと， ウルノミーヌス2世に至っ

て初めてそれが教皇庁の意図となったこと， これらは明らかに確認しうる

事柄である。 これとの関連でウルパーヌス2世以 前の時代に生きながら当

代第 一級のアウグスティ ニストであったぺトルス・ ダミアニ(1007ー72年〉

の位置づけがさi然問題となる。 デッキンスンによれば， ダミアニはアウグ

スティーヌスを regu lar canon とは考えておらず， むしろ「疑問の余地な

い修道士」とし， 従ってダミアニの著者にはアウグスティーヌスを righ t

living c1er ks の特別な擁護者とする観念、が全くなく， また 『聖アウグス

ティーヌス会則』についてもなんら述べるところがない， という。 確かに

ダミアニは聖職者の無所有の共住生活を基礎とする使徒的生活の理念をア

ウグスティーヌスを通じて知ってはいたが， その典拠となったものが明ら

かにアウグスティーヌスの説教『 カトリッ ク教会の徳義とマニ教徒の徳義
(6) 

について」の第 1巻31章67節であるという点では， この会員IJの存在を知ら

なかった， と言わざるをえなL、。 もし知っていたとすれば， それがRe

gu la P rima， Regu la Secun da， Regu la Ter tia のし、ずれであるにせよ，

彼の主張に一層直接的， 迎合的である会則は、IJ然利mされたはずである。

もっとも， アウグスティーヌスの苦作や思想に対する西ヨーロ ッパ知識人

の関心を而めるのに果したダミアニの貢献が1!1':jく評価さるべきは別言する
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までもないし， また後代の写本はこの会則の一部をすらダミアニの作とし
(7) 

たことは附言しなければならない。

このように見てくると， 当会則の普及， つまりいわゆるアウグスティー

ヌス派聖堂参事会の拡大にとっての決定 的な衝撃はやはりウルノミーヌス2

ttI:とその側近司教らによって与えられた， と考えなければならない だろう。

それまでローカルな， しかも問欧的な現象に過ぎなかった当会則に依拠す

る律修型職者団の設立が教皇庁の政策に組み入れ られたことはー一体なにを

意味するだろう。 周知のように， 先代教皇グレゴリウス7世において頂点

に達した有名な「聖職叙任権争議」は国 家と教会， 皇帝権と教F21権， 俗権

と教権との聞に未符有の緊張と分裂とそもたらしたが， それによって惹起

された深刻な政治的・社会的・ 思想的動揺はグレゴリウスの一時的勝利と

その悲運な最期によっても， 続くヴィグトル 3 世〔在位10 86- 87年〉の半

年ほどの短期間の施策によっても解決されなかった。 改革精神に溢れるク

リュニー修道院の修道士から教皇座に登ったウルノ〈ーヌス2世の教会政治

についても， グ レゴリウス7 世のそのままの後継者をそこに見る見解もな
(8) 

いわけではない。 確かに， 1皮が10 89年9月10日メノLフィに召集した公会議

で表明された改革口標は1074ー75年にグレゴリウスによっていわば公式化

された見解と原則的にはなんら異つてはいなし、。 しかし， その原則の適用

においてウルノミーヌスは極めて慎重な方法を採ったのであり， その政策の

理論と運用とはBer no l d de Co nsta nce やYv巴s de C hart res らの柔軟な

思考と現実的な施策に援けられた。 この 2 人はベトルス・ダミアニと同様

アウグステイ{ヌスに深い敬意を払い， また彼の著述から数多くつ11日 して

いることは， Ber no l d  de Co nsta nce が教皇特使たる Geb ha r d de Co ns . 

ta nc巴 の要望で1094年著わした『再叙品論j] (De reor di natio ne vita nda 

et de sal ute par vulo rum qui ab excommu nicatis baptizati su nt. )や，

Yves de C ha rt res が同じ頃ウルパーヌスの要求で編纂した 『教令集』
(10) 

(Dec retu m )の序文に明らかである。 ロートリンゲンや}]マルドリの厳格
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な禁欲主義的修道精神に強く鼓舞されたグ リゴリウス7世までの教皇庁は

聖職者に修道士とほとんど同ーの生活規範と様式とを要請し， 両者の区 別

を払拭しようとしたのに対し ， ウルパーヌス2世とイヴ・ドゥ・ シアルト

ルとは メ ソツのグ ローデガング の如く両者の相異に固執し， しかも両者に
(11) 

同等の価値を与えようとした。 もとより， ウルノ〈ーヌスは自 らの 出身地た

るグリュニー修道院に対しての みならず， マルセーュの聖ヴィグトル修道

院その他への特許状附与によって修道制の擁護に努めた。 しかし ， 反面修

道院が聖堂参事会を吸収しようとする動きに対しては極力これを抑制しよ

うとしたことは例えば聖ヴィグトル修道院に脅やかされていた St， Ama

nd d e  R odez， St. Nicolas d e  P oitiers に対する彼の支援を見ても知ら

れる。 イヴ・ドゥ ・ シアルトノレもまたサンス地方における諸聖堂の使徒的

生活の拡大に努力し， 1100年にはP oi ssyの聖堂て、それまで23年間 在住して

いたベッグ修道院 教皇 アレグサンデ、ル 2世の 出身修道院一ーからの修

道士らを共住司祭らと安替させた。 のみならず， この両人はグレゴリウス

やダミアニすら知らなかった「型アウグスティーヌス会則」の存在を明瞭

に知っていた。 すなわち， 既述した如く， この会則はSt. Ruf， R otten-

buch， St. P aul' s  Narvonne， St. Quintin Beauvais， M ague lonne， St. 

L eo Toul， St. Jean des Vignes Soisson ， Mi seray， St. M artin T ourn ai 

宛の特許状に言及されているばかりでなく， その前文はある 程度書式化さ

れていたと考えられるほど同文の内容を示しているものがよかくないのであ

る。 しかも， この 書式化された特許状前文は hanc martyr et pontifex 

U rbanus in stituit， hanc Augustinus suis reguli s ordinavit， の語句を有
(14) 

する一一イヴ・ドゥ ・ シア ルトルの『教令集』の 片lにも収録されている。

言うまでもなく， アウグスティーヌス派聖堂参事会の形成は聖堂参事会

一般の発展とその歩みを共にするものである限りでは10世紀 以降における

修道院改革運動や11世紀前半における異端運動および神の 平和運動という

広い背呆を有するものであったろうが， ウルベースス2 !H:治ドの教皇庁が
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r聖アウグスティーヌス会則Jに払った新たな格別の配慮、は， 聖職叙作権

争議の理論闘争中に堀り起されたアウグスティーヌスの思想がフンベルト

ゥスやグレゴリウスのドナテ イスト的理論のために非正統的とされていた

ものを一一一アレクサン デル2世によると思われるべトルス・ダミアニの杭

機卿罷免を想起一， 争議終束の方向で正統化してゆく政策の一環をなす

ものであった， と言えようし， また1140年に編纂された「グラティアーヌ

ス教 令集』にさえ反映しているところの， 11世紀末以降急速に増大する ア

ウグスティーヌス偽作に看取しうる西ヨ{ロッ パの特異な アウグスティー

ヌス復活現象の一部をもなすものであった， と考えられる。 もとより， ア

ウグスティ{ヌス派聖堂参事会はウォルムス協約以後も設定され続けるか

ら， それ以後のものまで同じ意義を持っていたわけではないし， またブリ

クセン司教 座 聖堂の場合の如く格別の意義がなかったものもあろう。 しか

し， 少くともその発端の事情は11世紀後半， 12世紀初頭の政治・社会史i:

看過 しえぬ重要性を持つものであったと言わなければならないだろう。

(1) Alexandri rr pontificis Romani Epistolae et Diplomata， LI， Alexandri rr

privilegium pro monasterio SS. Dionysii， R口stici et Eleutherii Remensis. (Mi

gne， P.L.，t. CXLVI， col. 1330-.1332) 

(2) 例えば1068年ノレッカのSan Lonato聖堂に対する， 1072年Verrèsの St. Gi1les 

型堂に対する同教皇の文書を見よ。 B.Bligny， a.a.O.， p.217を参照。

(3) この「準WLJに関しては G. Morin， R色glements inédits du pape saint Grふ

goire vrr pour les chanoines rきguliers， in Rev. Bénéd.，t. XVIII(1910)， p.177-

183， およひCh. Dereine， Note sur l'influence de la r主gle de Grégoire W，in 

Rev. d' hist. eccl.， t. XLill(1948)， p.512--514の研究があるが未見。 概要につ

いては B. Bligny， a.a.O.，p.205f. そ参照。 ].C.Dickinson( a.a.O.，p.56)によればア

ウグスティーヌスの著作からの 引用は 一箇所だけというn

(4) ].C.Dickinson， a.a.O.， p.55: A. Fliche et V. Martin， a.a.O.，t.8， p.223- 229， 290: 

A. Hauck， a.a.O.，N， S.358. 

(5) ].C. Dickinson， a.a.O.，p.36，56. 

(6) De moribus Ecclesiae Catholicae et de moribus manichaeorum， Lib. 1， cap. 

31， 67 (Migne， P.L.，t.XXXII， col. 1338) 

(7) K. H_eindel， a.a.O.，lI， S. 112f.を参照。
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(8) A. Fliche ct V. Martin， a.a.O.， p.207，229. 

(9) A. Flichc et V. Martin， a.a.O.， p.237 f. 

(l() A. Fliche et V. Martin， a.a.O.， p.254 -257. 

111) F. Lot et R. Fawtier， a.a.O.， t. m， p.137. 

112) A. Fliche et V. Mart:n， a.a.O.， p.223-225. 

間F. Lot et R. Fawtier， a.a.O.， t. m. p.136. 

凶J. C. Dickinson， a.a.O.， p.55 and n.14， このlìíj交はJ. C. Dickinson， a.a.O.， 

p.65，n.1に'J IIIJされている。

11司 この�I外泌レ川区lにつL、ては13. l3Iumenkranz， La survie m剖iるvale de saint 

Augustin à travers ses apocryphes， in “Augustinus Magister"， t. rr， Paris 19 

54， p.1004-1018. 

(1団Friederike Klos-Buzek， Zur Frage der “vita canonica" im Brixner Domka

pitel während d田Hochmittelalters， in MIÖG， Bd. LXVII， Heft 1 u.2. (1959)， 

S.101-.116 

(1964. 7 .  7 )  


