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【基調講演「海洋世界と向き合う中世スカンディナヴィア」】 

 

 ただいま御紹介にあずかりました小澤です。現在立教大学で教えておりますが、大学院

生時代にコペンハーゲン大学に留学し、中世スカンディナヴィアの歴史を研究しておりま

した。本日は多くの皆様の前で、「海洋世界と向き合う中世スカンディナヴィア」と題しま

した、日本ではほとんど知られていない中世スカンディナヴィアの歴史を、とりわけ海に

かかわる観点からお話できることを大変うれしく思っております。 

 講演は全体で４部構成にしております。最初に日本でもよく知られているヴァイキング

についてこれまでどのようなイメージが抱かれてきたのかを概観する「ヴァイキングのイ

メージ」、次に、私自身の研究内容にかかわることですが、いかにヴァイキングたちが中世

ヨーロッパ世界の形成に寄与したのかを論じる「ヴァイキングの秩序」、その後にヴァイキ

ングたちの活動が終わった後、これについては日本ではほとんど何も語られていないので

すが、中世スカンディナヴィアの国々がどのような展開をとげたのかをまとめた「中世の

海洋王国」、そして最後に「海洋とスカンディナヴィア文化」と題しまして、この中世スカ

ンディナヴィアがいかに海と切っても切れない関係であったのかという点を、具体的な事

例を引き合いに出してお話ししたいと思います。 

 

１．ヴァイキングのイメージ 

 最初に、日本でヴァイキングがどのようにイメージされているかについてお話ししたい

と思います。 

現在、高校では世界史が必修科目となっているため、すべての高校生が世界史の教科書

に目を通すことになります。そういった意味では、高校の教科書は、最も多くの日本人に

世界史の情報を提供するメディアであり、教科書の記述が、日本人のおおよその世界史観

に大きな影響を与えると言っても過言ではありません。その教科書を繰ってみますと、北

欧に関する事項はほぼ以下の４点に限られます。 

 ひとつは 9 世紀から 11 世紀半ばにかけてのヴァイキング（ノルマン人）の活動です。２

つ目は、1397 年にデンマーク、ノルウェー、スウェーデンというスカンディナヴィア三国

が連合体制を築いたカルマル連合です。このとき実質的なカルマル連合の盟主と仰がれた

のがマルグレーテという女性であったことはよく知られています。なおマルグレーテ「女

王」と山川出版社の世界史Ｂの教科書にも書かれているのですが、これは間違いです。彼
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女は女王ではなくあくまでデンマーク王ヴァルデマー4 世の娘、ノルウェー王ホーコン６

世の妻、そしてノルウェー王にしてデンマーク王オーラヴの母であって、国制上は摂政と

いう地位です。その次に出てくるのは、スウェーデンとロシアが中心となって北ヨーロッ

パで展開された 1700～1721 年の大北方戦争です。そして最後に出てくるのは、20 世紀に

なって高度に発達した福祉国家としての北欧という姿です。現在の私たちの北欧に対する

イメージは、この中でも恐らく歴史上でいえばヴァイキング、そして現在の姿でいえば福

祉国家というところに収斂されているのではないかと思います。 

 それではヴァイキングそのものは私たちの間でどのように理解されているのでしょうか。

ここで『広辞苑』でヴァイキングがどういうふうに定義されているのか見てみましょう。

第四版をひきますと「８世紀後半から 11 世紀前半にかけて、スカンディナヴィア及びデン

マークから海洋を渡ってヨーロッパ各地に侵寇した北ゲルマン族」と定義されております。

歴史学的に間違っている定義ではありませんが、この定義が強調するのは、ヴァイキング

とはヨーロッパ各地に侵寇した海賊であり略奪者であるというイメージです。先ほどの山

川出版社の教科書では「商業や海賊・略奪行為を目的として、ヨーロッパ各地に本格的に

遠征を行うようになった」（134 頁）とありますので、「商人」としての役割も含めている

ことになりますが、その後の記述では商業活動に一切触れることなく、略奪と征服活動に

紙幅をさいております。 

 以上は教科書や一般書で言われている活字のイメージですが、アニメや漫画もとりわけ

若い世代の日本人のヴァイキング観に影響を与えております。ヴァイキングを主人公にし

たアニメとして有名なのは、スウェーデンの作家であったルーネル・ヨンソンが描いた「小

さなバイキング・ビッケ」というお話です。これはスウェーデンの絵本が原作ではあるの

ですが、1972～74 年に日本でアニメ化されました。私は 1973 年生まれですからちょうど

放映中に生まれたわけですが、小学生の間にテレビで見た記憶がありますから、何度も再

放送されていたのだと思います。最近では、講談社から幸村誠『ヴィンランド・サガ』と

いう漫画が刊行されております。この作者は必ずしも歴史学の教育を受けたわけではない

ようですが、かなりしっかりとした調査に基づいてヴァイキングたちの生活を描いており

ます。もちろんフィクションの部分が多いわけですが。なおビッケや『ヴィンランド・サ

ガ』は、略奪以外のヴァイキングの生活にも光を当てており、その点では教科書よりヴァ

イキングの現実をよく伝えているといって良いかもしれません。アニメや漫画は活字に比

べれば、読者数が、特に若い世代にとっては格段に違いますから、こうしたものをみてヴ
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ァイキングというのはどういったものかというイメージを抱いているのかもしれません。 

 以上は日本でどういうふうにヴァイキングが受け取られてきたのかというお話でしたが、

次に、では専門の研究者たちはどのようにしてヴァイキングをとらえてきたのかを、非常

に簡単ですが整理しておきたいと思います。 

 第一に略奪者としてのヴァイキング像です。先ほど述べた日本の私たちが持っているイ

メージと同じですが、これについてもう少し詳細にお話ししたいと思います。ヴァイキン

グが略奪者であるというイメージは北欧の外でつくられたイメージです。つまりデンマー

クやスウェーデンではなくて、フランスやイギリス、イタリアといった、言ってみればヴ

ァイキングの被害を受けた国の学者たちが構築したイメージです。そのようなイメージの

根拠は、歴史学で利用されてきた史料にあります。ブリテン諸島や大陸世界に伝来してい

るヴァイキングを描いた歴史の史料は、基本的にヴァイキングから被害を受けた教会や修

道院の聖職者の手になる、年代記や編年記と呼ばれる記録です。それらは毎年のようにヴ

ァイキングが略奪したという記述で埋め尽くされています。北欧諸国の外では、こうした

史料に基づいて研究が行われてきたので、ヴァイキングというのはひどいやつだと言われ

てきたわけです。 

 第二に、ヴァイキングというのは本質的に農民というイメージです。これは主として北

欧諸国の研究者が築き上げてきました。冷静に考えますと、確かにヴァイキングといえど

も年がら年中略奪しているわけではなく、故郷の北欧では家族とともに過ごす生活がある

わけです。狭い意味での農業かどうかは別として、故郷の村で家畜を飼い、魚をとり、山

野に分け入るという日々の生活があったことを私たちは想起しなければなりません。この

ようなヴァイキングの日々の生活を伝える中心的史料は、後々お話ししますが、「サガ」と

呼ばれる古いアイスランド語で書かれた記録です。この「サガ」の中では、もちろん略奪

の場面等もあるのですが、そうではなくてむしろヴァイキングが日々何をやっていたのか、

農民、漁民として何をやっていたのかが描かれております。 

 第三に、とりわけ第二次世界大戦後に急速に広まった、ヴァイキングは商人であるとい

うイメージです。これはなぜかと申しますと、特に大戦後、北欧の各地でヴァイキング時

代の都市の発掘が進展した結果です。現在はドイツ領ですがヴァイキング時代はデンマー

ク領だったユトランド半島のつけ根にあるヘゼビュー、スウェーデンのビルカ、ノルウェ

ーのスキリングサルといった港湾都市は以前より知られていましたが、その発掘がどんど

ん進展し、その全体像が明らかになると、ヴァイキングの商業が大変な規模であったこと
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がわかってきたのです。それ以外にも、北欧やヴァイキングの拡大圏においていくつもの

商業地の発掘が進み、いまや中世考古学においてヴァイキング都市は一つの分野になった

観があります。 

以上が研究者が描き出してきたヴァイキングのイメージです。ここで重要であるのは、

年代記、サガ、考古資料といった、研究者が依拠する史資料によって、全く別のイメージ

がヴァイキングに対して与えられてしまったことです。ここには北欧諸国／非北欧諸国、

文献史料／考古資料、同時代証言／後世の証言といった学問上重要な論点が見え隠れして

いますが、本論から外れますので、これ以上は追求いたしません。 

 ここで、様々なイメージで語られてきたヴァイキングは、中世以来の世界史にいったい

どのような影響を与えてきたのだろうかということを問うてみたいと思います。単なる略

奪者であるとか、単なる農民、単なる商人であるとしたならば、ヴァイキングは特に世界

史の流れに大きな影響を与えたとは恐らく言えないでしょう。しかしわたくしは、自分の

研究を進めている限りにおいて、そうではないと思っております。以下では、今述べた三

つのイメージとは異なるヴァイキングの姿をお話ししたいと思います。 

 

２．ヴァイキングの秩序 

 ここで私が紹介したいのは、略奪者ではなく農民ではなく商人でもなく、植民者として

のヴァイキングという観点です。これはしばしば言われていることですが、ヴァイキング

は９世紀から 11 世紀半ばにかけての 250 年間にヨーロッパ各地に展開しました。展開した

こと自体は世界史の教科書にも書かれていることですが、実は展開した先で、そこの歴史

を大きく変える役割を担っていたことは強調しておかねばなりません。 

 この図がヴァイキングの活動範囲です。彼らは故地スカンディナヴィアから、４つの方

向に展開しました。第一に南方です。南方というのは具体的にどこかと申しますと、北欧

から見て南、まずイングランドの南部です。そしてモンサンミシェルという島に建てられ

た修道院で有名なフランスのノルマンディ、さらに地中海です。ヴァイキングはイベリア

半島を回り、イタリアに入り、当時ビザンツ帝国領であったエーゲ海方面まで進んでおり

ます。これが１つ目の展開ルートです。 

 第二に西方です。ブリテンの北にあるオークニー諸島、シェトランド諸島、スコットラ

ンドの沿岸部から、島嶼部を経て、アイリッシュ海に浮かぶサーキットで有名なマン島か

らアイルランド、さらにウェールズ。それだけではなく、さらにフェロー諸島、そしてア

-6-



イスランド、グリーンランド、そしてヴィンランドと呼ばれるその先の世界まで、ヴァイ

キングたちは紀元 1000 年の段階で到達しておりました。彼らは現地にコロニーをつくり、

そこに故地スカンディナヴィアの文化を移出していたわけです。ヨーロッパ人で初めてア

メリカ大陸に渡ったのはコロンブスと記憶されている方もいらっしゃるかもしれませんが、

これは現在では間違いです。カナダのニューファンドランド島のランス・オ・メドでの発

掘は、スカンディナヴィア人が紀元千年前後にそこにたどり着いていたことを明らかにし

ています。 

 第三に東方です。先ほど述べた北海側への展開とは逆に、特にスウェーデン・ヴァイキ

ングが中心となり、バルト海を越えて東のユーラシア世界へ移動した集団がいます。彼ら

は、現在のフィンランドやバルト三国を越え、ラドガ湖から現在のロシアに入り、さらに

当時栄華を究めていたアッバース朝のイスラム世界、そして黒海を経てビザンツ帝国にま

で入り込んでいます。しばしばヴァイキングといえば西の道と南の道ばかり強調されるの

ですが、それと同じ重要性でもって東のほうにも展開しております。 

 最後に北方です。北極圏から白海あたりの空間にもヴァイキングは展開しております。

我々からしたら、なぜこのような何もないところに行くのかと思われるかもしれません。

実は、これも後で触れるかもしれませんが、北ヨーロッパの特産と言っても良い交易産品

を入手するために極北まで展開しているのです。スカンディナヴィア人とは言語体系も文

化慣習も異なるサーミやクベンといった集団がこのあたりに住んでおり、彼らと交渉しな

がら小動物の毛皮やアザラシやセイウチなどの牙―これは彫刻などにするのですが―を入

手して本国に戻ってくるということを行っておりました。 

 さらに話を進めましょう。ヴァイキングはスカンディナヴィアから東西南北に展開した

だけではなく、その展開先で彼ら独自の政治空間をつくり上げました。その政治空間を若

干堅苦しい言い方で大きく３つに分類しておきます。１つ目は「王国内での独立空間」で

あり、このカテゴリーにおいては、もともとあった別の民族による王国内で半独立の彼ら

の生活空間を確立します。具体的にはイングランド王国におけるデーンローという地域と

西フランク王国におけるノルマンディ公領です。 

 まずデーンローを説明しておきましょう。よく教科書ではアングロサクソン七王国（ヘ

プターキー）という言葉が出てきますが、そのうちのウェセックス王国が９世紀のアルフ

レッド大王以降強大となりましてイングランドを統一しました。しかしながらまさにこの

アルフレッド大王の時代に、とりわけデンマーク出身のヴァイキングたちが大挙してイン
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グランドに押し寄せ、ハンバー川より北はデーン人の法慣習が優越する地域だとする協定

をアルフレッド王との間で交わしております。つまりデーンローというのは、国ではない

のですが、イングランド王国という国家の中にあってイングランドのではなくデンマーク

の法秩序が優越する空間が現出したのです。その期間や実効性については専門家の間で

様々な議論があるのですが、アルフレッド大王が協定を結んだことは歴史的事実であるこ

とは銘記すべきでしょう。 

 次にノルマンディ公領です。先ほども触れましたが、フランスの北方にノルマンディと

いう地域がありまして、ノルマンディのノルマンというのは北の人ですから、北欧人つま

りヴァイキングの地という意味です。もともとこの地域は西フランク王国という王国の一

部であったわけですが、ここにも大挙してヴァイキングたちがやってまいりまして、911

年、西フランク王シャルル肥満王に彼らの土地であることを認めさせるに至りました。ノ

ルマンディの有力者たちは、形式的には西フランク王に臣従し、封土を認めてもらうので

すが、実際にはフランク王国そして 987 年以降はその後継国家であるフランス王国のなか

に半独立的な政治空間をつくり上げたわけです。 

 ２つ目は「権力のはざまにおける国家建設」です。これは元々存在した権力体の空隙に

建設された「国家」です。具体的にはダブリン・ヨーク王国、キエフ・ルーシ国家、オー

クニー公領です。まずはダブリン・ヨーク王国を例にとりましょう。ダブリンは現在アイ

ルランドの首都ですが、もともとノルウェー・ヴァイキングが建設した交易地のひとつで

す。他方でヨークはかのコンスタンティヌス大帝が皇帝即位の宣言をしたように、ローマ

時代から重要な都市でした。9 世紀後半以降、様々なプロセスを経て、この二つの都市を

同時に支配するダブリン・ヨーク王国が成立します。9 世紀におけるアイルランド本島は

群小の政権が割拠する政治空間でしたが、ダブリンはそのアイルランドの東端に位置し、

その視線の方向はアイリッシュ海とその沿岸部の交易地群に向いていました。他方で 9 世

紀のヨークはノーサンブリア王国の一部でしたが、イングランド南部を拠点とするウェセ

ックス王権と北方のスコット人集団との狭間に位置していました。つまりダブリンもヨー

クも、同時代の優勢的支配政体の直接的接触からは距離を保っていたのです。この政治地

理学的な特徴を利用し、ヴァイキングたちはダブリン・ヨーク王国という、アイリッシュ

海を挟む王国を建設しました。 

 同様の国家建設は、ロシア平原やブリテン北部の島嶼でもおこります。9 世紀の段階で

は強力な支配政体が確認できず、ヨーロッパ諸国、ビザンツ帝国、アッバース朝の緩衝地
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帯でもあったロシア平原に、現在のロシアの起源となるキエフ・ルーシという国が建設さ

れます。他方でブリテン諸島の北にオークニー諸島が浮かんでおりますが、ここにもノル

ウェー・ヴァイキングが来訪し、オークニー公領と呼ばれる、スコットランドに従属しな

い「国家」を建設します。 

 三つ目は「無主地での社会建設」です。もちろん、ニューファンドランド島のランス・

オ・メドのように、ヴァイキングは至る所に北欧の小社会を輸出したのですが、その中で

も、特別な事例があります。それがアイスランドです。ノルウェー・ヴァイキングの一部

は、870 年ごろ、ほぼ誰も居住していなかったと思われるアイスランドに移住して、ここ

で社会建設を行います。これは最後に触れることになりますが、アイスランドは、国王が

いないため他の中世王国から「国家」として認知されたわけではありませんが、それ自体

で完結した「国家」を建設します。 

このようにヴァイキングは北欧の外に展開し、本来現地で構築されていた秩序に変更を

迫り新秩序を形成しつつありましたが、他方でヴァイキング時代の後半、つまり 10～11

世紀にかけて、北欧の中でも国家形成が始まります。実は現在、北欧はデンマーク、スウ

ェーデン、ノルウェー、アイスランド、フィンランドの５カ国から構成されておりますが、

10 世紀より前には北欧にこれらの国家はありませんでした。たしかに史料上「王」は確認

できますが、彼らが中世王国であるデンマーク、ノルウェー、スウェーデンの起源であっ

たわけではなく、各地に「王」を含めた豪族たちが盤踞し互いに争っているのが現状だっ

たわけです。 

 デンマークの場合、10 世紀の前半に出てきたイェリング王朝という新王朝が、国家建設

の中心となりました。開祖のゴームは出自が不明ですが、彼の血筋が現在のデンマーク王

家につながっています。このイェリング王朝が 10 世紀末までに、ユトランド半島、島嶼部、

さらに現在はスウェーデン領ですが中世においてはデンマーク領だったスカンディナヴィ

ア半島南部からなる、中世デンマーク王国の基礎を築きます。さらに申し上げるならば、

1017 年から 1042 年に至ってはイェリング王朝出身のスヴェン双髭王、クヌート、ハーデ

クヌーズという三代のデンマーク王がイングランド王を兼ね、北海を挟んだ双方を同時に

支配する海上支配体制を築きます。 

 他方ノルウェーやスウェーデンでの国家形成のプロセスはデンマークより複雑なのです

が、紀元千年前後にノルウェーではオーラヴ・トリュッグヴァッソンとオーラヴ聖王とい

う２人のオーラヴが中世ノルウェー王国の、スウェーデンにおいては、エーリク勝利王と
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いう王が中世スウェーデン王国の基礎を築きます。政治体制の確立を図ったスカンディナ

ヴィア３国は、もともとはゲルマン人特有の宗教を持っていたのですが、ヨーロッパから

キリスト教を受容することによってキリスト教国家となり、中世ヨーロッパ世界の一部と

して紀元千年以降の時代は展開することになります。 

 以上たどってきましたように、ヴァイキングというのは、まさに紀元千年前後の時代に

デンマーク、ノルウェー、スウェーデンという３つの国を北欧の中に打ち立てると同時に、

東西南北に展開して、その移住先で彼ら独自の支配領域を形成し、従来あった秩序に変更

を迫ります。11 世紀以降にヨーロッパ中世世界は大きく変わっていくわけですが、まさに

この北ヨーロッパ世界の政治秩序を決定づける一つの要因となったのはヴァイキングの存

在であったと言うことができるわけです。 

 さらに申し上げますと、ヴァイキングが建設した支配領域の１つであったノルマンディ

公領は、さらに大きな展開を見せます。1066 年にノルマンディ公ギヨーム、英語でウィリ

アムといいますが、ウィリアム征服王というのがイギリスに渡ってノルマン朝イングラン

ドという新しい王朝を開きます。イギリスは英語の国と思っておられる方がほとんどかと

思いますが、中世を通じてイギリスの宮廷言語はノルマンディで用いられていたフランス

語でした。つまりイギリスは、フランス抜き、さらに言えばノルマンディを築いた北欧、

ヴァイキング抜きには考えられない存在なのです。 

 他方で、このノルマンディ公領から北のイングランドだけでなく地中海に展開して、現

在のシチリア島とイタリア南部を同時に支配する、ノルマン・シチリア王国というもの建

てました。ここで注意しておきたいのは、ノルマンディとイングランドを同時に支配する

ノルマン朝イングランドも、シチリア島と南イタリアを支配するノルマン・シチリア王国

も、いずれも海上支配体制であると言う点です。イェリング王朝の後半も、イングランド

とデンマークを支配する同様の体制でしたが、こうした海上王国の存在はもっと注目され

てしかるべきであると思われます。 

 ここで話題を経済に移しましょう。実はヴァイキングは、西のヨーロッパ世界と東のユ

ーラシア世界を結ぶ役割も果たしておりました。これは現在のヨーロッパで発見された、

イスラム世界でつくられた貨幣の分布図です。その発見された貨幣のほとんどは、北欧に

集中しております。これらの貨幣が埋められたとされる時代はおおよそ 9～11 世紀であり、

それはまさにヴァイキング時代に属するものであったのです。これは一体何を意味してい

るのでしょうか。それはすなわち、ヴァイキングの時代は、イスラムからの商品とヨーロ
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ッパからの商品の仲介をする地域が北欧であったということになります。 

 一体何を取引していたのでしょうか。ひとつは先ほども申し上げた毛皮ですが、もう１

つは奴隷です。ヴァイキングたちは略奪行にでることがしばしばあったわけですが、とり

わけアイルランドやブリテンで人狩りをして、それをビザンツ世界やイスラム世界に売却

していました。その経路が実は北海からバルト海を超えロシア平原を通る経路で、その経

済ネットワークに乗り込んでいたのがヴァイキングであったと言うことができます。ヨー

ロッパ中世経済は地中海を中心に論じられるのですが、実は、北欧を挟んだ北海・バルト

海の海路も考慮しないと中世ヨーロッパ世界は必ずしも理解できません。さらに申し上げ

ると、ユーラシア世界とヨーロッパ世界の関係も理解できないということになります。 

 

３．中世の海洋王国 

 それではここで中世のお話に移りましょう。まずデンマークです。地図をご覧ください。

こちらが現在のデンマークで、ユトランド半島の北半分、そしてフューン島とシェラン島

という大きな２つの島からなっています。現在のコペンハーゲンはこちらのシェラン島の

端にございまして、先ほど中村先生のお話に出てきましたカストロップ国際空港は、さら

にコペンハーゲンの先にあるアマーという小さな島の上に建設されております。ただこれ

は現在のデンマークの姿で、実は中世のデンマークは全く別の領域を持っておりました。 

 こちらを見てもらえばわかるように、ユトランド半島と島嶼部に加えて、シュレスヴィ

ヒ・ホルシュタイン――1864 年にドイツに取られてしまうのですが、このドイツの北から

ポーランドにかけて、さらにはエストニアとその周辺も中世デンマーク王国の一部でした。

つまりバルト海の南側をデンマークはほぼ領有していたのです。これは 12 世紀以降、バル

ト海の沿岸部にデンマークが十字軍―異教徒にキリスト教への回収を迫る運動―を派遣し

たことによる結果です。 

 多くの人にはヨーロッパ世界はすなわちキリスト教世界というイメージがありますが、

中世の早い段階では私たちが想定するヨーロッパの全領域がキリスト教化されていたわけ

ではありません。特にバルト海周縁部はヨーロッパで最もキリスト教化の進展が遅かった

地域でした。そこにデンマークは目をつけて十字軍を派遣し、キリスト教を受け入れた地

域に自らの支配権をうちこんでいたわけです。中世のデンマークは、バルト海と北海の端

境両を支配領域として、北海とバルト海を往来する船舶に課税し、国家の収入としていま

した。つまり中世デンマーク王国は、両海のネットワークをコントロール下に置くことに

-11-



より、国家を稼働させていたのです。 

 次にノルウェーに移ります。これも地図を見ていただきましょう。中世ノルウェー王国

は、現在の国土であるこのスカンディナヴィア半島の西側にとどまることなく、ブリテン

諸島の北側の島々、加えてここにマン島がありますが、アイリッシュ海までその支配圏に

おいていました。さらにのち、アイスランドやグリーンランドも中世ノルウェー王国の一

部となりました。この下地は、すでに述べましたように、ノルウェー・ヴァイキングがこ

れらの島々に移住したことにあったわけですが、本来こうした島嶼部は、すでに述べたア

イスランドやオークニー公領がそうであったように、半ば独立した形をとっていました。

往来はありましたが、本土のノルウェー王国とは別個の空間であったわけです。しかし 13

世紀半ばには、アイスランドを含め多くの地域がノルウェー王に税金を納める貢納地とな

り、ノルウェー王国は海上王国となったわけです。 

 なお中世のノルウェー王国にノルウェー独自の王がいたのは 1319 年までです。それ以降

は独立した後継者がおらず、1319 年から 1380 年まではスウェーデン王が、1380 年以降は

デンマーク王がノルウェーの王位も兼ねておりました。もちろん法や王国参事会はデンマ

ークやスウェーデンとは別れており、戴冠式も各国で別個に行っております。そういった

点で 1319 年以降のノルウェーの歴史は複雑であり、国王だけ見ていると、ノルウェーの歴

史なのかスウェーデンの歴史なのかわからないということになってしまいます。 

 最後に中世のスウェーデン王国です。ヴァイキングの時代から中世初頭にかけて、スウ

ェーデンには、単独王権ではなくヨータとスヴェアという２つの王権が併存していたとい

われています。そのうちの現在のストックホルム周辺にいたスヴェアが最終的には勝利し

て、中世スウェーデン王国の基礎をつくることになります。スウェーデンも、現在はこう

いう形を支配しておりますが、中世においては今でいうフィンランドもスウェーデン領で

した。フィンランドという国が独立したのは 20 世紀に入ってからの 1917 年です。それま

ではスウェーデン、その後はロシアの一部である大公国として、独立国家ではありません

でした。なぜフィンランドをスウェーデンが支配したかというと、デンマークがバルト海

沿岸部を支配したのと同様に、十字軍を派遣してキリスト教化するという名目のもとに、

スウェーデン王権が領土に組み込んだわけです。こうして中世のスウェーデン王国は、バ

ルト海の南側を手にしたデンマークとは対照的に、バルト海の北側を我がものとしました。

そしてデンマーク、ドイツ、ポーランド、ロシア、ドイツ騎士団といったバルト海沿岸諸

国とさまざまな交渉や対立を繰り返しながら国家経営を行っておりました。 
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 以上、中世の北欧の３つの国を見てまいりましたが、そこにはいくつかの共通性がござ

います。たとえば、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの３つの王国では、王権や貴

族が国を超えてしばしば家門間の婚姻をおこないます。すなわち、三国に渡る血縁ネット

ワークができあがっており、その結果として、先ほどノルウェーのところで申しましたよ

うに、ノルウェー王にスウェーデン王がなったりするわけです。そうした婚姻ネットワー

クと直接的に連動するのかどうかはわかりませんが、法や行政システムもまた、北欧三国

の間で共通性を確認することができます。 

さらに重要なことですが、北欧三国は、いずれも船舶を移動手段とする、海を挟んだ支

配領域を抱える海上王国であった点です。このような領域を持った王権は拠点から拠点に

移動するときは必ず船を使わなければいけません。これは、ノルマン朝以降のイングラン

ドは別として、フランスやドイツのような中世のほかの主要な王国とは大きく異なる点で

す。海はさまざまなものをもたらす道であるとすれば、デンマークは北海の対岸のブリテ

ンと南方のドイツ、ノルウェーはブリテン、スウェーデンはドイツとポーランドといった

対岸の権力から中世を通じて様々な影響を受けていたと言えます。 

 

４．海洋とスカンディナヴィア文化 

 ここでは以上の話を前提としてスカンディナヴィア文化と海洋との関係について考えて

みたいと思います。（１）船舶、（２）港、（３）アイスランドの順番でお話しいたします。 

（１）船舶 

船舶は本来的に移動手段です。もちろんヨーロッパに限らず世界各国において船はあっ

たわけですが、先ほど見ましたように、ヴァイキング時代においても中世においても、ス

カンディナヴィア国家は必ず海を移動しなければならない領域構成になっていました。し

たがって船というのは王権、貴族、それ以外の人たちにとっても本質的な移動手段であっ

たわけです。北欧では陸上移動ではなく海上・河川移動というのが基本であったため、用

途に応じたさまざまなタイプの船舶が発達いたしました。 

 しかしながら船舶はただ物理的な移動手段としてではなく、スカンディナヴィアにおい

ては社会的にも大きな意味を持っておりました。つまり２つ目の役割は、共同体のきずな

としての役割です。これも非常に興味深いことですが、特にヴァイキング時代以降、各共

同体というか各村といった単位で船を持つ必要があったと推測されます。これはどういう

ことかというと、海外遠征などがあったとき、各共同体単位で船を拠出し、その遠征に参
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加する必要があったからです。ただ船というのは、現在もそうかもしれませんが、非常に

高価なものでした。普段の生活で利用する小舟はともかく、オスロやロスキレの博物館に

見られるようなヴァイキング時代の立派な船を作製するには、およそ１隻につき１年かか

ったと言われます。王権や大豪族はともかく、それほどのリソースを持たない個人がおい

それと個人用の外洋船舶を購入することはできません。そのためにどうするかといいます

と、複数の人たちが共同出資して船を購入するわけです。つまりそこには共同体は船舶を

共同出資することによってつくられる共同体が存在していたのです。このような共同体で

結ばれたヴァイキングは、外洋に勇躍すし、戦闘や略奪を行い、その戦勝品を本国に持ち

帰り、栄誉をたたえられました。そういった意味で戦士ヴァイキングにとって、船舶は本

質的な意味を持っていたのです。 

 さらにこうした共同体のきずなとしての船は、ヴァイキングたちの精神生活にも深い影

響を与えます。第三の機能として、現世と来世をつなぐ乗り物としての機能をあげること

ができます。スウェーデンの南にイスタードという町があるのですが、その近くにあるア

ッレ・ステナールと呼ばれる船の形に石を並べた遺跡があります。他方でこちらは現在の

イギリスのイーストアングリアにあるサットン・フーというところで出てきた遺跡のレプ

リカです。いずれもヴァイキング時代以前のものですが、ヴァイキング時代にもこうした

船の形をした船葬墓をつくる習慣がありましたし、10 世紀初頭にイブン・ファドラーンと

いうアッバース朝の使節が記録した『旅行記』には、船の中で遺体を火葬する船葬の儀礼

が詳しく述べられています。なぜこのような葬送儀礼が行われたのでしょうか。それは彼

らヴァイキングの精神世界では、来世に旅立つのは船の乗ってであるという考え方が根づ

いていたからです。船舶はヴァイキングの死後の世界をも規定していたのです。 

（２）港 

 私たちは、えてして陸地からものを考えがちです。人間の生活は基本的には陸ですから

それは当然かもしれませんが、北欧はそうではありません。まず北欧はどこも海に面して

います。その海の玄関となるのが港です。港は北欧の歴史においてどのような役割を果た

したのかを整理しておきましょう。１つ目は集積地としての港です。イギリスや大陸諸国

では、ロンドン、パリ、ミラノやローマといったように内陸部に中心的な都市が多く建設

されていますが、北欧の場合はほとんどが海に面した港湾都市です。ヴァイキング時代の

ヘゼビュー、ビルカ、スキリングサルと言った交易地から容易に理解されるように、そう

した港にヒトやモノやカネが集中的に結集していきます。この港の２つ目の役割は、一つ
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目の役割と深くつながっていますが、ネットワークのハブとしての役割です。北海やバル

ト海にはたくさんの島々が点在しており、港から海へ、そして島々を経由してさらに港へ

と移動する。その港を経由して内陸に、ヒトやモノやカネが流れていくという構造があり

ます。港は集積地ではあるけれども終着点ではなく、港を介して中のものが外へ、外のも

のが中へとはいってゆく。つまり港が北欧においては１つ本質的な役割を果たしていると

言うことができます。三つ目は行政中心地としての港の機能です。北欧の都市がほぼ例外

なく港であり、首都的な機能を持つ都市もまたそうでした。デンマークにおいて中世の中

心地はロスキレと言われる現在のコペンハーゲンから幾らか離れたところですが、このロ

スキレにせよコペンハーゲンにせよ港町でした。中世ノルウェーの中心地はベルゲンで、

中世後期になるとオスロに移ってくるわけですが、これもいずれも湾の中にある港町です。

そしてスウェーデンは、ヴァイキング時代の中心地はメーラレン湖に浮かぶビルカという

島の上にある町ですが、その後河川交通の要所シグトゥーナ、さらに 13 世紀になるとやは

りメーラレン湖の島の上に建設されたストックホルムへと移動してきます。これは偶然で

はなく、港に関する第一や第二の役割で確認したように、ヒト・モノ・カネの集積地であ

り、ネットワークハブの役割を担っているが故に、海上王国の行政を担うことが可能にな

ったわけです。 

（３）アイスランド 

 アイスランドは海の上に浮かぶ孤島です。先ほども申しましたように 870 年にノルウェ

ーから大挙して移住したという伝承がありますが、それ以来 13 世紀半ばにノルウェーに支

配されるまでは、王や支配者のいない「自由共和国」と言われてきました。これは現在研

究が進んでおりまして、必ずしもかつて信じられた「自由国」ではないことがわかってき

ているわけですが、王がいない空間であることは確かでした。 

 このアイスランドは、その閉鎖性のせいでしょうか、きわめて特殊な歴史意識の育まれ

た空間でした。すでに述べましたように、ここにおいては、9 世紀の移住から 11 世紀にい

たるヴァイキング時代の記憶が連綿と後世まで伝わっております。中世に入っても、ヴァ

イキング時代にアイスランドの中で起こったことが記憶によって共同体の中で伝承されて

おります。それが最終的には 12～13 世紀にかけてアイスランド独自の「サガ」と呼ばれる

独特の文学へと結晶いたします。この「サガ」というのは、古いアイスランド語で書かれ

たフィクションとノンフィクションのはざまにある一種の歴史文学です。実は、これは中

世ヨーロッパでも特異な文学です。大量のテキストが現在に伝わっておりまして、中世の
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代表的文学である「アーサー王物語」などにも負けないくらいの内容を誇ります。なぜア

イスランドのような人がほとんどいない孤島でこうしたものが生まれたのかということで

すが、これはアイスランドがほかの地域から影響を受けにくい島であったゆえに独自の発

達を遂げたのが一つの理由であるということはできるかと思います。 

 

さいごに 

 以上の話を受けて、最後に私たちが中世スカンディナヴィアの歴史から学び得るものは

何かということをお話ししておきたいと思います。きょうの話は結局のところ、歴史にお

ける海の重要性、海で生きる人間、そして海との関係において人間が何を生み出してきた

のかというところに焦点を当ててまいりました。どうしても陸から私たちは発想しがちに

なりますが、やはり海という観点から歴史を見ていかないと、特にスカンディナヴィアに

ついては何もわからないのではないかと思っております。 

 より具体的に申しますと、海というのは１つの側面としては、つなぐ空間である。中世

のスカンディナヴィアというのは、海上支配体制を築き、海の向こうからヒト、モノ、カ

ネを呼び込む特異な国家体制を築いておりました。これは先ほどお話ししたとおりです。

他方で、海というのは隔てる海でもありまして、これは今さっき申し上げたアイスランド

の事例ですが、アイスランドはある意味、ヨーロッパ世界とつながっていなかったがゆえ

に独特の文化、つまりアイスランド語でものを考えものを書いた。北欧のほかの地域は中

世が進むに従ってラテン語というヨーロッパ共通の言語に、少なくとも知識人たちは移行

しつつあったのですが、アイスランドはそうではなかったのです。もともとのアイスラン

ド語をずっと大事に使い続けておりました。そして「サガ」という文学を生み出してきた

わけです。 

 そういうことがございまして、海というところにもっと関心を持って私たちは歴史を見

ていかなければならないということになります。そして中世の北欧は、海上国家として理

解することが可能ではあるのですが、これが近代から現代にかけてどのように変化してい

くのか。中世の遺産がどういうふうに受け継がれていたのか。これを私たちは念頭に置い

た上で考えていかなければならないと考えております。御清聴ありがとうございました。 
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