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イタリア中世宗教史研究の基本的枠組：宗教運動論の成果と課題

はじめに

　イタリア半島は、教皇庁の膝元であり、無数の司教座を有しており、多くの修道会を生み出し

てきた土地である。中世以来、教会と世俗権力が複雑な交渉を行ってきた場であり、近現代にお

いても人々と信仰の関係はなお濃密であった。こうした背景および恵まれた史料状況のもと、中

近世の教会や信仰をめぐって展開されてきたイタリアの歴史叙述は、質量ともに充実した蓄積を

有している。しかし、その性格や内容をめぐる分析は、これまで本邦では十分にはなされてこな

かったように思われる。

　本稿の目的は、19世紀末から今日に至るイタリア中世「宗教史 Storia religiosa」研究の基本的

な枠組を紹介し、以後の史学史理解および研究の発展に貢献することにある。もちろん、イタリ

アにおける「教会史 Storia della chiesa」の伝統は、16世紀後半のバローニオにまで遡る（１）。し

かし教会史の言説は、組織としてのローマ・カトリック教会を主体とし、その正統性の提示を目

的とするものであった（２）。教会の組織や教義・思想のみならず、俗人信徒の信仰実践や心性を

も対象とする今日の「宗教史」は、19世紀末から20世紀初頭という特定の歴史的瞬間において、

固有の目的・構造を備えた言説として誕生した。この歴史的言説としての性格によって、以降の

イタリアにおける研究は強く規定されていく。以下の論述が目指すのは、研究史上の論点の網羅

的・具体的な提示ではなく、こうした言説としての「宗教史」の成立・援用・継承過程の分析で

ある（３）。

１．ジョアッキーノ・ヴォルペと宗教運動論の誕生（1880-1922）

　今日の宗教史研究は、ネイションとしての「イタリア」を主語とする、19世紀国民史学の言説

を母体としている（４）。イタリア王国がローマ教皇庁との断絶とともに成立したため、19世紀後

半の国民史には、「イタリア」とキリスト教の異質性を強調する傾向があった（５）。F・デ・サン

クティスやA・クリヴェッルッチは、教会の重荷がイタリアの近代化・統一の遅れや文化的衰

退をもたらした、と主張した（６）。しかし19世紀末になると、多くの知識人が「イタリア」の歴

史と文化におけるキリスト教の重要性を認識し、国民史にキリスト教を統合するための新たな枠
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組を模索しはじめた（７）。単なる教会組織の分析を超えて、幅広い対象を設定する今日の宗教史

研究は、この試みの中から生まれてくる。

　19世紀末における最初期の宗教史研究は、その視点や歴史像において、大いに多様であった。

たとえば F・トッコによる『中世の異端』（1884年）は、カタリ派に始まる中世異端の知的・思

想的側面に注目し、思想の自由 La libertà del pensiero・国家の自立 L’autonomia dello stato・生

の復権 La riabilitazione della vita として把握することで、異端運動をリソルジメントの先駆と

して位置づけようと試みた（８）。彼の研究には、19世紀国民史学による世俗的「イタリア」とい

う枠組がなお反映されている。それに対してE・コンバの『我らがプロテスタントたち』（1895-97

年）は、原始教会時代から17世紀へと至るローマ教会への反抗者たちの系譜化を通じて、福音的・

反教権的「イタリア」という伝統を創造した（９）。彼の研究では、「イタリア」のキリスト教性が

再び強調されている。

　とはいえ、この時期に行われた多くの研究は、対象として「異端」を特権化し、二項対立的・

目的論的な語りを採用するという点では、いずれも共通していた（10）。トッコやコンバにとって、

異端とは教義的な誤謬を指すのではなく、権威的な教会に対する対立・抵抗を示す語であった。

彼らはローマ教会と異端者という対立構造を設定し、「イタリア」というネイションと後者の結

合によって、国民史学の枠内にキリスト教を回収した。彼らの言説において、「イタリア」は世

俗的なネイションではなく反教権的なネイション、むしろ「異端的」なネイションであった。そ

して中近世における異端の迫害・消滅は、そのままイタリアの衰退・停滞に重ね合わされた。興

味深いのは、彼らの二項対立的・目的論的な歴史観が新奇なものではなく、多くの異端者たち自

身のそれと重なり合っているという事実であろう（11）。

　こうした歴史像に呼応したのが、カトリック教会内部で生じた近代主義Modernismo の改革

運動である（12）。19世紀末から20世紀初頭にかけて、急進的なロンバルディアの近代主義者たちは、

近代科学や文献学・宗教学の成果を踏まえたキリスト教の再構築を目指す中で、ローマ教会に対

する鋭い批判者となった。彼らはカトリックの教義・組織の歴史性・人為性を認め、その廃棄を

要求するまでになった。近代主義者にとって、真の信仰とは個人的な神体験の中に存するもので

あった。彼らの主張は1907年の教勅によって「あらゆる異端の総合」として断罪されるが、教皇

庁と敵対するイタリア政府の保護のもと、1920年代末に至るまで思想・言論界に強い影響力を及

ぼし続ける。

　近代主義の内部から登場した歴史叙述（古代史・原始キリスト教史の S・ミノッキ、中世思想

史のE・ブオナユーティ、異端史のA・デ＝ステファノなど）は、キリスト教の歴史的な展開を

把握するために、国家や権力と結びついて堕落する「教会」と真の「信仰」を担う少数者、とい

う二項対立的・価値判断的な枠組を設定した（13）。聖職位階制やスコラ学を敵視する近代主義者

たちにとって、この二項対立は、「聖職者と俗人」や「エリートと民衆」に置換可能なものであっ



501

イタリア中世宗教史研究の基本的枠組：宗教運動論の成果と課題

た。こうした構造ゆえに、近代主義者の描くキリスト教史は、国民史学に根ざす試みとも親和性

を有したのである（特に P・フェデーレとデ＝ステファノの研究は、国民史としての性格を強く

帯びていく（14））。

　国民史学と近代主義の議論を結びつけ、以後の「宗教史」研究の基盤を作り上げたのは、ジョ

アッキーノ・ヴォルペによる宗教運動movimenti religiosi 論であった。ヴォルペは唯物史観や

同時代の大衆運動の影響を強く受けており、もともとは中世トスカーナの社会経済史に取り組ん

でいた（15）。しかし20世紀初頭からは、社会におけるキリスト教の役割に目を向けることになる。

その結実が、近代主義者の機関誌『刷新』に掲載された論文「社会的要因と背景から見る11-14

世紀の異端者と異端的運動」（1907年）であった（この論文は、加筆修正を施されて、『中世イタ

リア社会における宗教運動と異端的セクト』（1922年）へ収録される。本稿では、その2010年再

版に基づく（16））。

　ヴォルペの歴史像は次のようなものである。初期中世のイタリアでは、教会と貴族が結託して

権力を掌握し、封建的社会を形成していた。それに対して、11世紀に始まる経済的復興が生み出

した「新たな民」（都市の商工業者など）は、社会における自身の主体性を要求して、伝統的な

体制への反抗を始める。この要求は信仰の領域にも及び、俗人・民衆は救済への能動的な関与を

希求するようになる。これが宗教運動である。当初の運動は、教会改革を志向し、同時期のグレ

ゴリウス改革と手を携えて展開した。しかし、聖職者による信徒の支配を追求する改革教皇庁は、

本質的には俗人や民衆の運動とは異質であり、やがて彼らを抑圧し、霊的な疎外の状況へ追い込

んでいく。この「裏切り」の結果として、12世紀の宗教運動は、教会制度そのものに対する批判・

反抗の色彩を強め、その一部は「異端」へと転化する。それに対して教会の側では、宗教運動の

一部を托鉢修道会として体制に包摂する一方で、妥協を拒む集団を「異端」として迫害した。13

世紀になると、権力機関化を強める教会は再び世俗権力と結託し、社会内部の反抗や逸脱を「異

端」と名指し、民衆の活動を統制する。最終的に13世紀末から14世紀初頭までに「異端」は衰退

し、教皇を頂点とする教会組織が人々の信仰生活を掌握するようになる。その代償としてイタリ

ア社会は活力と自発性を喪失し、19世紀へ至る停滞に突入していく。

　こうしたヴォルペの枠組の特徴は、以下の３点に整理できよう。第一に、社会経済史を踏まえ

たアプローチである。ヴォルペ以前の教会史・異端研究は、教義・思想など知的・形而上的側面

に限定されており、その対象は知的エリート層に限定されていた。それに対してヴォルペは、「異

端とは、宗教的推進力と政治的＝社会的なそれの複合体である」（17）と宣言し、大衆としての信徒

の運動や実践を動態的に分析した。第二に、宗教運動という母体の設定による「正統と異端」の

相対化である。それまでの教会史研究において、「正統と異端」の差異は自明かつ本質的であった。

それに対してヴォルペの研究は、共通の土壌に育った宗教運動が、政治的・社会的諸関係の中で

「正統と異端」へ分かたれていく過程を指摘した。したがって彼の枠組における「正統と異端」
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とは、歴史的に構築・賦与された記号に他ならない。

　最後に、国民史的性格の強いナラティヴである。一読して分かるように、ヴォルペによる歴史

像は、近代主義的な「教会と信仰」・「聖職者と俗人」の二項対立を前提としている。しかし彼は、

それを国民史の枠組に結びつけて論じる。ヴォルペにとっての宗教運動は「イタリアにとっての

宗教改革」であり、教会による抑圧は「12世紀の対抗宗教改革」である。14世紀初頭における宗

教運動の敗北と教会の勝利は、近代へと至るイタリアの没落を規定するものとして目的論的に把

握されている。この点は従来見過ごされてきたが、ヴォルペ自身は自覚的であったと思われる。

　ヴォルペによる宗教運動論は、イタリアにおける宗教史言説の基本的な構造と語りを定め、以

後の研究を強く規定した。ただし、発表当初の反応は賛否両論であった（18）。イタリア国外ではE・

トレルチが高評価を与え、主著『キリスト教の社会教説』（1912年）のセクト論において、彼の

宗教運動論に強く依拠することになる（19）。それに対して、当時のイタリア思想界に強い影響力

を有していたクローチェは、世俗的「イタリア」という主張を護持し、ヴォルペの研究に否定的

であった。多くの教会史家たちも、教権の正統性を擁護する立場から、やはり反発を隠さなかっ

た。しかし、こうした批判に対するヴォルペの応答はなかった。1920年代後半になると彼は近代

史研究に転向し、ファシズム政権との緊密な関係のもとで、「イタリア」の過去を構築する作業

に従事していく（20）。中世における宗教運動研究と宗教史言説を担うのは、彼よりも若い世代の

任務であった。

２．ラッファエッロ・モルゲンとローマ学派の時代（1940-60年代）

　ヴォルペによる宗教運動論を継承したのは、ラッファエッロ・モルゲンである（21）。モルゲン

は20世紀イタリアの中世史研究に幅広い影響力を行使した人物であり、1948年から1966年までは

ローマ大学の教授、1952年から82年まではイタリア中世史研究所の所長を務めた。戦前にブオナ

ユーティから教えを受けた急進的な近代主義者であり、ヴォルペ以上に献身的な信徒であった。

そのためか、彼の描きだす宗教運動像は、運動よりも宗教の要素に大きな比重を置くものとなる。

　宗教史研究におけるモルゲンの主著は、『キリスト教的中世』（1951年）である（22）。ここで示

される歴史像は、ヴォルペのそれと多くの類似性を持っている。11世紀末における宗教運動の開

始、12世紀における「正統化と異端化」、13世紀における組織化と迫害、14世紀初頭における終

焉という基本的なナラティヴは、両者に共通している。しかし運動の意義や性質に対する両者の

解釈は、大きく異なる。上述のようにヴォルペの歴史像は、中世イタリアにおける俗人・民衆と

いう具体的・歴史的な主体と環境を前提とし、より大きな社会変動の一局面として宗教運動を捉

えるものであった。しかし近代主義者モルゲンにとって、信仰とは社会を構成する一要素などで

はなく、それを本質的に規定する基盤である。そのため、彼は包括的な「霊性 Spiritualità」の

概念を導入し、「聖職者の霊性と俗人・民衆の霊性」という普遍的・構造的な図式を提示した。
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11世紀における宗教運動の開始は、超歴史的な「福音的覚醒」の反映であり、単なる社会変動あ

るいは歴史的要因には還元できるものではない。こうしたモルゲンの歴史像は、ヴォルペが有し

ていた国民史的な色合いを薄める一方で、時には静態的な歴史解釈をもたらすこととなる。

　モルゲンの歴史像は、1950-60年代にかけて、イタリアの内外で議論の的となった。最も強く

反発したのは、伝統的な教会史の研究者（とりわけA・ドンデーヌと I・ダ・ミラーノ）である（23）。

彼らは、中世における異端は西欧キリスト教世界にとって異質な「他者」であり、その起源はビ

ザンツ世界にあると主張した。しかし、ローマ国際歴史学会議（1955年）やロワイヨーモン研究

集会（1960年）において、H・グルントマンや G・デュビィ、J・ル＝ゴフといった著名な研究

者たちは、こぞってモルゲンの見解に与した（24）。特にアナール派に属するデュビィとル＝ゴフ

の歴史観は、紀元千年前後における俗人の霊性の「覚醒」というテーゼ、中世宗教史の主体とし

ての民衆の措定、「心性」と類似した「霊性」概念の使用などの点において、モルゲンのそれと

一致していた。さらにモルゲンの盟友であるM・D・シュニュやY・コンガールが唱導する教会

改革運動が追い風となって、1960年前後にはモルゲンの研究──ひいては宗教運動論に基づく宗

教史の言説が、イタリア歴史学の内部でヘゲモニーを掌握していく。

　1950-60年代には、モルゲンのもとで学んだ多くの若手研究者たちが、師の枠組を継承・拡大・

深化させていった。この「ローマ学派 Scuola romana」と総称されるグループにおいて重要な研

究者は、パタリア研究の泰斗チンツィオ・ヴィオランテ、記憶・表象の領域へ研究を展開させた

アルセーニオ・フルゴーニ、民衆宗教史の泰斗として国際的に知られるラウル・マンセッリ、直

接の教え子ではないものの紀元千年前後の異端に取り組むジョルジョ・クラッコなどであろう（25）。

いずれも「教会と宗教運動」および「聖職者と俗人」という二項対立的・目的論的な歴史観を支

持し、それに基づく研究を次々と発表した（26）。中でもマンセッリは、同時期に活躍したアナー

ル派第３世代との協働を通じて、モルゲンの超歴史的な霊性概念をより具体的な「民衆宗教

Religione popolare」論へと昇華しようと努めた（27）。

　しかしモルゲンやローマ学派の研究には、重大な空白が存在した。既に述べたように、19世紀

末以来の宗教史研究は中近世の「異端者」たちを特権的な対象とし、近代の先駆者あるいは真の

信徒として高い評価を与えていた。その反動として、「迫害者」たる教会の論理や活動は、その

視野から抜け落ちていた。さらに「正統と異端」の同質性を強調するにも関わらず、托鉢修道会

のような正統化・制度化された信心形態も、ほとんどの研究者の関心を惹くことはなかった。そ

のため、彼らの研究する時期も、宗教運動の黄金時代とされた11-12世紀に限定されてきた。端

的に言えば、初期の宗教運動研究は、自ら定式化した「宗教運動」の全容を検討してこなかった

のである。聖職位階制や托鉢修道会に対する分析は、20世紀中盤になっても教義・組織を重視す

る伝統的な枠組に沿って行われており、両者のあいだには大きな断絶が生じていた（28）。1960年

代末頃までに、ローマ学派内外の多くの研究者がこの問題を自覚し、1970年代から80年代にかけ
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て、その解決に取り組んでいくことになる。

３．地平の拡大（1970-80年代）

　1970年代初頭から、宗教運動概念に基づく宗教史研究は、その領域を大きく拡大していく。そ

れ以前の限定的な関心を打破し、より豊かな歴史像を描こうとする試みは、ローマ学派の周縁部

や若手から生まれてきた。その中でも注目すべきは、オヴィディオ・カピターニを中心とする異

端研究のボローニャ学派、およびジョヴァンニ・ミッコリを契機とする托鉢修道会・贖罪運動の

研究である。

3. 1.　オヴィディオ・カピターニと異端研究のボローニャ学派

　宗教史研究に対するオヴィディオ・カピターニの貢献は、それまで欠けていた「上からの視点」

の導入、と要約できる（29）。もともとカピターニはモルゲンの教え子であったが、両者の関係は

良好とはいえなかった。モルゲンにとって、中世は信仰のない者には感応不能の対象であった。

それに対して懐疑主義者カピターニは、より知的・分析的なアプローチを好んだ。両者の乖離は、

若き日のカピターニに対して、ある種の罪悪感と劣等感を覚えさせた（30）。そのような背景がど

れほど影響したのかは定かでないが、カピターニが自己の専門としたのは、教会論や教会法の領

域であった。そのため、宗教史に対する彼の影響は、アンソロジーの編纂や方法論的議論を通じ

た間接的なものである（31）。とはいえ、「教会と宗教運動」の二項対立的構造において、両者の相

互関係を問題とするように促す彼の主張は、同世代あるいは若手の宗教史研究者たちに、大きな

インパクトを与えることになる。

　1970年代後半になると、カピターニの一連の提言を引き受けようとする新世代の研究者が、

次々と頭角を現しはじめた。彼らの多くはボローニャ大学でカピターニの門下生であっため、し

ばしばボローニャ学派と称される。代表的な研究者は、ロレンツォ・パオリーニ、ラニエロ・オ

リョーリ、ガブリエーレ・ザネッラ、そしてグラード・メルロである（32）。それぞれ専門とする

地域・対象・アプローチは大きく異なるものの、いずれもカピターニの視点と関心を引き継ぎ、

今日に至るまでイタリアの宗教史・異端研究を牽引してきた。この世代の異端研究者たちの大き

な特徴としては、先達のローマ学派による包括的・構造的なアプローチとは対照的な、より具体

的な地域研究の志向がある。パオリーニはエミーリア、オリョーリとメルロはピエモンテ、ザネッ

ラはヴェネトという特定の地域をフィールドとして、政治・社会・経済といった多角的な要因か

ら異端者の姿を考察していった。また、キャリア初期に史料の校訂・編纂で業績を上げ、後に史

料論に基づく研究を発表するのも、この学派に共通する点と言えよう（33）。

　とはいえ、彼らボローニャ学派の研究は確かに「上からの視点」に立脚しているものの、宗教

運動論の系譜に連なるものである。その証左となるのは、1980-90年代の英米圏で盛んになった
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脱構築アプローチへの態度であろう。異端史料の偏向性・構築性という認識自体は、フルゴーニ

によるアルナルド・ダ・ブレシャ研究（1954年）以来、イタリア歴史学全体に共有されていた（34）。

しかしイタリアの宗教史研究者のほとんどは、R・I・ムーアに代表される脱構築アプローチか

らは距離をとった（35）。ヴォルペ以来の宗教運動論は、確かに「異端」という記号の構築性を強

調するとはいえ、運動の主体性と実在性を前提としていた。そのため、「異端者」を単なる心性

の産物とする主張を認めるわけにはいかなかったのである（36）。この姿勢は、21世紀になっても

イタリアの異端研究の大きな特徴となっている（37）。

3. 2.　ジョヴァンニ・ミッコリと托鉢修道会研究

　カピターニと同世代であり、彼に呼応するようにイタリア宗教史の領域を大きく拡げたのは、

ジョヴァンニ・ミッコリである（38）。ミッコリはピサ高等研究院でカンティモーリとフルゴーニ

に学んでおり、学統上はローマ学派の第３世代と言えるだろう。初期の専門はグレゴリウス改革

で、1966年には名著『グレゴリウス改革期の教会』を上梓している（39）。しかし、1970年頃から

は13世紀の宗教運動、とりわけフランチェスコ会の研究へと転じた。さらに1990年代からは現代

史にも関心を向け、特に第二次世界大戦中のヴァティカンとユダヤ人迫害の関係に取り組んだ。

　ミッコリの歴史像は、1974年に発表された「宗教史」において、包括的に示されている（40）。

これは、エイナウディ版『イタリア史』のために執筆された650ページに及ぶ論考で、今日でも

イタリア宗教史最良の概説として高く評価されている（41）。ローマ帝国の崩壊から対抗宗教改革

までを扱う中で、基本的にはヴォルペ以来の宗教運動論の枠組に従っており、ローマ学派による

研究の集大成ともみなされる。ただし、ミッコリの論述は単純な総合には留まっていない。例え

ば教会の司牧活動に対する丁寧な記述や、異端運動における知的・社会的エリートの活動に対す

る注目は、カンティモーリの影響を強く感じさせる。また、モルゲンの宗教運動像が超歴史的で

あったのに対し、ミッコリは再びイタリア独自の環境や文脈を強調し、時には同時代の「イタリ

ア」と結びつけた議論を展開する。こうした姿勢は、国民史的な色合いの強い場で発表されたと

いう事実とあわせて、宗教史を再び国民史学の言説へと復帰させるものといえよう（42）。

　しかし、ミッコリの「宗教史」概説が有する最大の意義は、後期中世の托鉢修道会が果たした

役割に対する初めての本格的な検討という点にある（43）。もちろん同時期の托鉢修道会による俗

人の信仰生活の掌握というテーゼは、それ以前から示されていた。しかしローマ学派の研究が

11-12世紀に集中した結果、後期中世における修道会と宗教運動の関係の実態は、ほとんど明ら

かにされていなかった。ミッコリは、托鉢修道会による聖人崇敬の利用・管理や信仰共同体の組

織化・司牧活動の実践などに注目し、14-15世紀における教会と信仰文化を鮮やかに描き出した。

彼によれば、この時期の教会は宗教運動の体制への包摂によって俗人の生活を統御し、聖職位階

制のイデオロギーを内面化させていった。しかし、これは「キリスト教会と社会の妥協」の産物
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であって、信徒の信仰を高めることには結びつかず、一方ではルネサンスへと至るイタリア社会

の空疎化・堕落を、他方では現代へと至る反教権主義の誕生を引き起こしたのである（44）。

　ミッコリによる研究領域の拡大は、ローマ学派の内外で好意的に受け容れられた。学派の内部

では、1970年代後半から80年代にかけてのモルゲン自身が、アッシジのフランチェスコへの関心

を深めていく（45）。また、マンセッリも1970年代後半から異端審問の活動に関心を抱くようになり、

異端審問の変容を論じた「説得から強制へ」（1976年）や、「異端審問と女性の神秘家たち」（1983

年）のような画期的な論考を著している（46）。さらに、カピターニやボローニャ学派による「上

からの」異端研究にとっても、ミッコリがもたらした托鉢修道会研究は重要な意味を持った。彼

らの研究対象となった異端審問官や神学者の多くは、托鉢修道会から輩出されていたためであ

る（47）。1980年代になると、とりわけメルロとパオリーニの研究は、托鉢修道会による信仰生活

の幅広い統制へと広がっていくことになる（48）。

　このような宗教史の領域拡大には、教会史研究者も大きく貢献した。1960年代におけるカト

リックの体制変革は、多くの托鉢修道会士に対して、自身のアイデンティティを再検討を促した。

その一つの帰結が、修道会（特にフランチェスコ会）研究者たちの宗教運動研究への参画である。

1970年代になると、フランチェスコ会系の修道会士であるM・ダラトリ、S・ギーベン、S・ダ・

カンパニョーラ、L・テンペリーニ、R・パッツェッリらが、フランチェスコの霊的背景や彼と

13世紀イタリアの贖罪者団の関係、そして修道会と第三会組織の関係史に取り組みはじめた（49）。

彼らの研究は、自身の属する修道会に限定されたものではある。しかし、制度・組織を超えた俗

人の信心形態への関心や、托鉢修道会の聖職者化および修道会による俗人の統制という二重のプ

ロセスの問題設定などの点で、同時期の宗教史研究の言説から強く影響されていた。

　こうした背景のもとで大きな意義を持ったのが、この時期から中部イタリア各地で開催される

研究集会である。豊富な未刊行史料を有する修道会の研究者たちは、ここで膨大な地域的・実証

的な事例研究の成果報告を行い、宗教史研究の地平拡大に大きく貢献した。ただし1970年代の研

究は、いずれも「聖職者と俗人」の二項対立的構造および目的論的な図式を前提としており、古

典的な宗教運動論の内部に留まるものであった。それに対して1980年代における事例研究の進展

は、宗教史研究の伝統的なテーゼに対して、さまざまな点で再考と修正を迫った。この時期の新

たな研究潮流は、A・ベンヴェヌーティ＝パーピ、M・センシ、G・カーサグランデ、A・リゴー

ン、G・バローネ、M・P・アルベルツォーニ、G・デ・サンドレ・ガスパリーニらによって先導

され、預言・説教研究の R・ルスコーニ、聖人伝研究の C・レオナルディと E・パオリ、E・メ

ネスト、女性史のE・パストゥールとR・グアルニエーリ、都市史のA・バルトリ＝ランジェリ、

聖霊派研究の S・ブルファーニによって支えられた（50）。A・ヴォシェやK・エルムをはじめとす

る国外の研究者たちの役割にも無視できないものがある（51）。

　これらの実証研究の成果は、大別して３点に整理できよう。第一に、「聖職者と俗人」という
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二項対立的図式には収まらない、多くの信心形態の発見である。一連の研究は、13-14世紀にお

ける贖罪運動の参加者たちが、俗人と修道者の中間にある曖昧な立場にあり、律修・在俗の聖職

者たちと多くの信仰実践を共有していたことを示した。第二に、こうした制度的・非制度的な信

心形態や信仰共同体の、後期中世における自立性・独自性の指摘である。これによって、13世紀

後半における宗教運動の衰退・消滅というテーゼには、重大な疑義が突きつけられた（52）。第三に、

伝統的に托鉢修道会が有してきた特権的地位の相対化である。多くの事例研究は、13-14世紀に

おける宗教運動の自立性や伝統的修道会・在俗聖職者の役割の重要性を示し、後期中世のイタリ

アにおいて托鉢修道会は絶対的な存在ではなく、数多いアクターの一員にすぎなかったことを示

唆した（53）。

　とはいえ、1970-80年代に生じた歴史像の複層化にも関わらず、言説としての宗教史研究の基

本的な枠組は揺らがなかった。カピターニとボローニャ学派による「上からの視点」の導入は、

ある意味でローマ学派の研究に対する付加・補完として機能した。確かに彼らの研究は「異端」

像に豊かな広がりを与えたが、その根底においてモルゲンの理解を克服するものではなかった（54）。

ミッコリの「宗教史」も、研究の緻密化と拡張をもたらしたとはいえ、枠組そのものを批判する

ものではなかった。また、1980年代の実証志向も、あくまで伝統的な理解の修正をもたらすにと

どまった。むしろ多くの地域的な個別研究によって研究の細分化が進捗した結果、多くの研究者

が、ヴォルペ以来の宗教運動論への分析枠としての依拠を続けた（55）。そのため、13-14世紀にお

ける多様な信心形態・実践の自立性・独自性は、宗教運動側の抵抗あるいは制度化の失敗を示す

事例であり、やがてカトリック改革と対抗宗教改革によって克服されるべき残存とみなされたの

である（56）。端的に言えば、「実態」に対する認識が大きく変化したにも関わらず、この時期の宗

教史は新たな歴史解釈の提示に失敗し、二項対立的・目的論的な分析枠を温存した。この複雑化

しつつも古典的なイタリア宗教史の歴史像の一つの到達点は、1993年から1995年にかけてラテル

ツァ社から出版された『宗教的イタリアの歴史』全３巻に示されている（57）。

４．新たな研究動向──多元性と独自性を目指して（21世紀）

　これまで、イタリアにおける宗教史研究の形成から1990年代初頭に至るまでの歩みを概観して

きた。国民史学を母体とするイタリアの宗教史研究は、二項対立的・目的論的な言説として、19

世紀末から20世紀初頭にかけて成立した。その中でも、近代主義運動を背景とするヴォルペの宗

教運動論が、以後の研究を強く規定した。彼の枠組では、11世紀末から14世紀初頭（あるいは16

世紀末までの）イタリアにおける信仰生活は、エリート的・権力志向の「教会」と福音主義的な

俗人の宗教運動の相克として描かれ、最終的には前者による後者の統制・抑圧が達成されると考

えられてきた。この二項対立的・目的論的な枠組は、「イタリア」の近代化・統一の遅れを探求

する国民史学の要請に一致するものであった。
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　しかし、1990年代末から現在にかけて、こうした宗教史研究の構造そのものを問い直そうとす

る声が高まってきた。確かに宗教運動論は、その簡明さや利便性によって、数多くの成果をもた

らしてきた。しかし、そこで自明視されてきた「聖職者と俗人」あるいは「教会と宗教運動」の

二項対立は、80年代の諸研究が明らかにしたように、必ずしも現実に妥当するものではなかった。

また、これまで低評価を与えられてきた14-15世紀の信仰生活に対する検討が進むとともに、宗

教史の目的論的な性格に対しても再考の機運が高まっている。さらに、「市民的宗教論」による

都市史との架橋、近世史の規律化論・宗派化論との接続、ジェンダー史の導入など、既存の領域

を超えようとする試みも活発である（58）。本稿では、その中でも伝統的な宗教史領域の内部にお

ける批判・再構築の試みを紹介し、筆を置くことにしたい。

　まず目につくのは、托鉢修道会と地域社会の関係を再考する動きである。1990年頃までの研究

は、托鉢修道会の超地域的な性格を強調し、在地社会との関係を二項対立的に捉えてきた。これ

を鋭く批判したのが、リゴーンの論考「フランチェスコ会士と地域社会」（1997年）である（59）。

彼は、従来の「フランチェスコ会士と地域社会」という図式に替えて「地域社会におけるフラン

チェスコ会士」という捉え方を提唱し、多くの研究者から賛同を集めた。近年の研究集会の多く

が、彼の問題提起を多かれ少なかれ意識したテーマを設定するようになっている（60）。

　それに続くのは、「正統と異端」・「聖職者と俗人」という二項対立そのものを同時代の構築物

とみなし、その構築・表出・機能の過程・論理の解明を目指すアプローチである。この傾向は、

異端審問提要を論じるパオリーニ後期の研究のうちに既に見て取れる（61）。00年代以降に同様の

アプローチを採用しているのは、メルロの後継者M・ベネデッティを始め、ブルスキ、パルメッ

ジャーニ、I・ブエノといった異端研究者たちである（62）。特にベネデッティの近年の研究は、ド

メニコ会が異端審問を通じて北イタリアに文化的ヘゲモニーを確立する過程を丹念に追跡し、大

きな説得力を有している（63）。このアプローチでは、托鉢修道会士による司教・教皇特使・枢機

卿としての活動に光が当たる点も、これまでになかった点として評価できよう。

　第三のアプローチが、モルゲンに典型的な「聖職者の霊性と俗人の霊性」という区別の問い直

しである。D・ボーンステインのビアンキ研究（1993年）は、14世紀末に生じた信仰覚醒運動を

事例として、両者の区別を疑問に付している（64）。彼は序文においてイタリア・フランスの宗教

史・民衆文化研究を検討し、「聖職者と俗人」や「エリートと民衆」という二項対立を批判した。

この問題提起は、イタリア宗教史研究の歴史的な文脈を十分に踏まえたものではなかったとはい

え、適切かつ有意義なものであった。残念ながら、その後の研究は必ずしも彼の示した方向に進

んではいない（65）。しかし、この道はイタリア宗教史を再構築する上で最も生産的なものではな

いだろうか、と筆者には思われる。
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mento: l’invenzione dell’identità italiana nell’Ottocento, 2015が有益な概説である。

（５）　M. Moretti, “The search for a “national” history: Italian historiographical trends following unification”, in s. 
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