
『北欧史研究』25号 (バル トニスカンディナダイア研究会､2008年)

ここに掲載した英文原稿とその翻訳計 3本は､

2008年 4月 10日から 17日まで京都大学大学院

文学研究科の服部良彦教授を受け入れ教員として

来日され､東京と京都に滞在されたコペンハーゲ

ン大学教授ニルス･ヒュ-ベルの講演原稿である｡

第 1原稿は ｢TheWritingofMedievalHistoryfrom

aNationalPerspective｣､第2原稿は第 1原稿の翻

訳である ｢ネイションから見た中世デンマーク｣､

第 3原稿は ｢デンマークにおける宗教施設と大所

領の創設 :10世紀から 13世紀｣である｡このう

ち第 1原稿は､4月 12日午後 2時より､服部教

授の主催により京都大学文学部新館 2階第 2演習

室において開催されたヒュ-ベル教授講演会で読

み上げられたペーパーである｡他方第 3原稿は､

今後出版されるある論集に収録される論考である1｡

当初 4月 16日に開講された服部ゼミにおいて読

み上げることを意図していたが､内容が高度に専

門的ということもあり､別の論題に置き換えられ

た｡しかしながら､日本ではこれまで紹介された

ことすらない中世デンマークの社会経済史に関す

る論考であり､ヒュ-ベル氏も翻訳されることを

望んだので､ここに掲載する次第である｡

ニルス ･ヒュ-ベル氏は､1948年にデンマー

ク首都コペンハーゲン近郊のグロス トロップ村に

生まれた｡いわゆる68年の世代であるが､パリ5

月革命の時に学生であったわけではない｡彼は高

校卒業後の 1966年にコペンハーゲンにあるモー

ターシップス ･エージェンシーズ社に就職 し､

1969年に兵役を務め､1970年から73年まで､世

界的な運送企業シェンカー社に勤務した｡ヒュ-
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小 棒 実

ベル氏がロスキレ大学センターに入学したのは

1973年､すでに 25歳のときである｡大学世界の

中でのみキャリア ｡ステップを積むのが常道であ

る北欧の中世史家としては､きわめて特異な経歴

と言わねばならない｡

ヒュ-ベル氏は 1980年に修士号を取得した後､

オーフス大学に籍を移し､一方ではデンマーク国

立研究会議から奨学金を取得し､他方では様々な

大学で教鞭をとりながら､1989年に博士論文を

完成させた｡博士論文の対象は中世末期のイング

ランドであり､審査委員は､オーフス大学教授エ

リク ｡ウルシイ (ErikUIsig)､オーデンセ大学教

授エアリン ･ラゼビ･ベターセン (Erling

LadewigPetersen)､そしてイェテポリ大学教授 ト

マス ｡リンドクヴィスト (Thomas Lindkvist)が

っとめた｡いずれも中世から近世にかけての経済

史の重鎮である｡その博士論文は同年オーフス大

学出版局より､『危機か変化か｡中世末期イング

ランドの農村構造の再編より見た危機の概念』と

して出版された 2｡その後ヒュ-ベル氏は､中世

後期経済史の専門家として数多くのモノグラフを

専門誌に公表し､すでにデンマークを代表する経

済史家として誉れ高い｡たとえば､デンマーク中

世経済の生産局面や流通局面を扱った ｢デンマー

クにおける大規模生産の成立｣ 3､｢中世デンマー

クにおける土地所有､農業､農民｣ 4､デンマー

クを北ヨーロッパのコンテクス トの中に置きなお

す ｢1350年以前における北ヨーロッパの穀物交

易｣ 5 は､すでに当該分野における基本文献とし

ての役割を果たしていると言えるだろう｡

しかしながらヒュ-ベル氏の研究は､21世紀
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に入ってさらに飛躍する｡1つは､中世前期デン

マークの野心的な通史である 『ヨーロッパの中の

デンマーク』 (2003年)の刊行である 6｡ナショ

ナル ･ヒストリーとしての ｢デンマーク｣の自明

性を問い直す本書は､その刊行直後より､デンマ

ーク中世史家の間で大きな議論を巻き起こした｡

コペンハーゲン大学のヴァイキング時代の専門家

ニルス ･ロン (NielsLund)教授とは､とりわけ

ハ-ラル青歯王の位置づけを巡って､デンマーク

を代表する歴史学専門誌 『歴史学雑誌』上で激し

いやり取りを繰 り返し､なお双方矛を収める気配

はない 7｡966年に発給されたオットー大帝の国

王証書に記載される｢inmarcavetregnoDanorum ｣

という文言に､10世紀のデンマークをドイツの

実質的 ｢辺境伯｣である可能性を読み取るヒュ-

ベル氏の解釈は確かに独創的ではあるが､それは

ザ ンマークの独立性を信じる旧来の歴史家からは

受け入れ難いものと映るだろう｡

もう1つは､オーフス大学のビョーン ｡プルセ

ンとの共著である『デンマークのリソース』(2007

午)の刊行である 8｡すでに講演でも述べている

ように､本書はデンマーク中世の経済を通覧した､

驚くべきことに初めての著作である｡確かにこれ

までデンマークにも社会経済史の専門家- 例え

ばェリック ｡ウルシイやボウル ｡エネマルク-

は少なからずいた｡しかしながら彼らは重要なモ

ノグラフを残しはしたが､必ずしも総合的な著作

をまとめたわけではない｡ヒュ-ベル氏の言うよ

うに､やはり社会経済史家であったェリック ｡ア

ロツプによる百ページにも満たない短い通史が､

唯一の総合的記述であった 9｡そのようなデンマ

ークにおける歴史記述の伝統を踏まえてみるなら

ば､『デンマークのリソース』がいかに画期的な

著作であるかがわかるだろうし､さらに言えばそ

れが英語で執筆されていることから､今後全世界

の中世経済史や中世北欧史研究の基本書として参

照されるであろうことも容易に予想がっく｡

ここに紹介する2本の原稿は､以上のような研

究経歴をもつヒュ-ベル氏の精髄でもある｡最初

の ｢ネイションから見た中世デンマーク｣は､ヒ

ユーベル氏が近著『ヨーロッパの中のデンマーク』

で提起した議論を中心に､｢デンマーク｣という

国名の内包する構築性を､必ずしもデンマーク中

世史に明るくない日本人にむけて､よりわかりや

すく組みなおしたオリジナル原稿である｡注釈で

引用するパ トリック ｡ギアリやワルター ｡ポール

が精力的に推し進めてきた初期中世のネイション

構築論をデンマークという事例に適用するという

点で､きわめて斬新である｡90年代以降の初期

中世研究の柱のひとつであるこの議論は､国家形

成が遅れ独自アイデンティティの模索を急務とし

たように見えるヨーロッパの ｢辺境｣でこそ適用

されてしかるべきであったが､これまで北欧諸国

ではなぜか論じられることがなかった｡なぜなさ

れなかったのかという問いに対する回答はいくつ

かあるが､一つは史料が貧しいことであり､もう

一つは､ヒュ-ベル氏が鋭く指摘するように､ナ

ショナル ｡ヒス トリーの伝統である｡ローマ解体

以降から中世盛期にいたるまでの ｢国｣名の含意

と､それ以降の時代の含意を同一視してはならな

いというのはすでに常識であり､それはドイツ以

前の ｢ドイツ｣ネイションの構築プロセスを克明

に論じた､ ドイツの中世史家ヨハンネス ･フリー

トの名著 『歴史-の道』の序章に範を求めること

ができる｡

もう一つの ｢デンマークにおける宗教施設と大

所領の創設 :10世紀から13世紀｣は､第 1論文

の後半で正当化した中世デンマークという枠組み

の中で､教会や修道院といった宗教施設が大所領

の形成にどのように関わってきたのかを跡付ける

秀抜な論文である｡キリス ト教は単にイデオロギ

ーのみならず､従来の生活を根本的に変革する農

業システムをデンマークにもたらした｡デンマー

クに限らずスカンディナヴィア世界は､ブリテン

諸島や大陸に比べればきわめて貧しい歴史史料し

か有しておらず､それは様々な歴史事象の再現を

困難としてきた｡経済史とて例外ではないが､ヒ

ュ-ベル氏の議論は従来のデンマーク中世史では

提示されることのなかった様々な可能性を示唆し

ている｡ただし､確かにヒュ-ベル氏が述べるよ

うに教会組織がデンマークに流入する以前､デン

マークに大土地所有の具体的痕跡を史料上に認め

ることはできない かもしれないが､土地所有とそ

れを巡る争いが盛んであったことは周知の事実で

ある｡ヴァイキング時代にはルーン石碑が土地所



有のしるLであったとするビルギット･ソーヤー

の見解もあるし 10､また解題者も所有権確認がル

ーン石碑から国王証書-移行するプロセスについ

て論じたことがある ll｡宗教組織の革新性をヒュ

-ベル氏が論じるほど高く評価できるかどうか､

今後検討しなければならない問題である｡

このようなヒュ-ベル氏の業績を日本に紹介す

るという行為は､それ自体中世史学の可能性を拓

くという点で意味のあることであろう｡しかしな

がら､日本における中世デンマーク研究の現状を

振り返るに､この講演原稿の持つ意味はいっそう

明確となる｡デンマークは､欧州の大国とは異な

り､日本とはさほどの規模の経済的関係を持たな

い ｢辺境｣の小国であるためか､そしてまたデン

マーク語という言語の特殊性ゆえか､必ずしも日

本では十分に紹介されてこなかったし､研究者も､

とりわけ前近代に関しては満足のいく質と量に達

しているわけではない i2. 教科書や専門書におい

ても､せいぜいヴァイキングやカルマル連合とい

った言葉が表面的に触れられている程度であり､

デンマーク本国で関心の高い中世盛期や後期につ

いては紹介すらされていない｡日本の中世史家で

ヴァルデマ-大王の事績を知る者がいったいどれ

ほどいるだろうか｡私の知る限り､日本語で読む

ことのできるデンマーク中世の実情を伝える唯一

の論考は､かつて来日したキール大学名誉教授の

トマス ｡リース (ThomasRi主s)による3本の講演

のみである 13｡ヒュ-ベル氏の論考は､リース教

授の来日以来進展したデンマーク中世史研究の一

端を反映しており､日本の学会の抱える知的ギャ

ップを埋める一助となるだろう｡

なお､2稿の翻訳は､いずれも訳者の専門とは

必ずしも重ならないため､難渋を極めた｡そのさ

い､中世スペインの社会経済史を専攻する村上司

樹 (大阪市立大学文学研究科グローバル COE研

究員)と､中世スカンディナヴィア教会史を専門

とする成川岳大 (東京大学大学院文学研究科博士

課程)から有益な助言を頂いた｡ここで謝意を表

したい｡また､明らかに誤りと思われる年代や記

述も､特に断りなく修正した｡もちろん訳語や解

釈の最終的な判断は訳者によるものであり､印刷

に付されたこの訳稿に誤 りがあったとすれば-
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それは少なからずあるだろう- ､言うまでもな

くその責任はひとえに訳者個人に帰される｡

以上は公的な情報に基づくヒュ-ベル氏の業績

回顧であるが､ここからは､私が本人に接した範

囲での印象を記そう｡ヒュ-ベル氏は､コペンハ

ーゲンから東京に到着した 10日と11日､旧知の

仲であった早稲田大学大学院文学研究院の村井誠

人教授の私宅に滞在し､しばし東京観光を愉しん

だ｡12 日､村井教授に新幹線で送り出されたヒ

ュ-べ/レ氏を京都駅で迎えた私は､大学-案内す

るタクシーの中で､大学到着後は服部教授が準備

してくれた昼食会で､講演後はやはり服部教授が

準備してくれた晩餐会で､硬軟取り合わせた様々

な話をすることができた｡さらに翌日13日には､

ヒュ-ベル氏を二条城と清水寺に案内し､一日を

共にするという稀有な機会にも恵まれた｡ヒュ-

ベル氏は実に好奇心旺盛な人物であった｡それは

もちろん学問上の トピックに対してもそうである

が､日本で眼に入るあらゆることに関心を持って

いたかのようである｡自然景観､山林の空気､家

屋の構造､庭園の設え､学生の制服､満員電車､

社会保障制度など､これはと思う問題を矢継ぎ早

に質問する｡それはおそらくデンマークと日本の

差を敏感に感じる社会経済史家としての彼の知性

のなせる業であろう｡

なおヒュ-ベル氏は､今後社会経済史とは異な

る新しいテーマに移ると言う｡彼は酒席で ｢『デ
ンマークのリソース』は私の社会経済史に対する

遺言書 (testament)だ｣という言い方をしていた｡

彼の言にしたがえば､デンマークでは今や社会経

済史は途絶えつつあり､学生の関心は文化史に集

中しているという｡ 今の日本にも似たような傾向
敬

があるように感じるが､デンマークはいわゆるア

ナール派に熱狂したことはないため､現在の文化

史の隆盛は日本とは異なる文脈で興ってきたので

あろう｡何も文化史が悪いというわけではないが､

法制史や社会経済史のテーマが枯渇しているわけ

ではないし､初期中世史においてはむしろ盛んに

なりつつあるので､私もヒュ-ベル氏と同じく現

在の潮流にはいささかの寂しさを感じる｡とはい

え､コペンハーゲン大学のサクソ研究所には､中

世後期バル ト海経済史を専門とするカステン｡ヤ
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-ンケ氏も所属しており､ヒュ-ベル氏と共同研 は優秀な若手の登場で杷菱に終わると信じたい｡

究も進めているようである｡ヒュ-ベル氏の不安
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