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2017 年 12 月 2 日、熊本大学黒髪キャンパ

スの学術交流の場である「くすのき会館」にて、

九州西洋史学会主催のシンポジウム「バイユー

の綴織（タペストリ）の世界」が開催された。

本シンポジウムは、2015 年 8 月に山川出版社

より刊行された、鶴島博和氏（熊本大学教育学

部）の著書『バイユーの綴織を読む―中世のイ

ングランドと環海峡世界―』をめぐり、そこに

展開された多彩な論点を手掛かりに自由に議論

を展開してみようという企画である。

あらためてバイユーの綴織を解説する必要は

なかろう。以下では概略のみを記しておきたい。

英語でタペストリ tapestry、フランス語で

tapisserie と表記されるため一般には「綴織」

と訳されるのだが、実際には 10 色の毛糸を用

いた長大にして幅広な刺繍である。主題はノル

マンディ公ウィリアムによるイングランド征服

の歴史（一般に「ノルマン征服」と呼ばれる一

連の出来事）である。1066 年のヘイスティン

グズの戦いをはじめとする主要な事件が、長さ

68 メートル超の布地に織り込まれる。描かれ

るのは戦いのシーンばかりではない。前後して

起きた政治的・社会的な事件（例えば彗星の飛

来など）まで織り込まれている。さらに言えば、

モット・アンド・ベーリー Motte and Beiley

と一般に言われる当時の城砦の様相、英仏海峡

（マンシュ海）で生活した人々の暮らしぶり（衣

食住）、船を建造する様子、農作業で使った道

具の描写など、数多くの非文字情報にこの絵巻

物は充ち満ちている。むろん、ときおり刻まれ

る文字情報もまた重要である。鶴島氏は、この

一大絵巻物の全シーンを取り上げて、ポワティ

エのウィリアム作『ノルマン人の公ウィリアム

の事績録』、マームズベリのウィリアム作『イ

ングランド人の国王たちの事績録』、あるいは

ノルマンディのオルデリクス・ヴィターリスに

よる『教会史』等々、現存する主要な記述史料

の文言をひもとき解説し、さらに歴史学的な検
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証を加えている。そして、氏は本書の後半部分

においては、「ノルマン征服史」の時代に関し

て実に多角的にメスを入れている。紛争解決の

あり方、あるいは地域社会のあり方、さらには

「ノルマン」の持つ意味と実態など、各論のす

べては最新の研究成果に基づいている。

総合するならば、10 色で編まれた刺繍絵巻

は、今や関連史料と最新の研究成果に裏打ちさ

れたオールカラー刷りの中世史入門書として、

しかも日本語版に生まれ変わった。この貴重な

歴史資料から何を発見し、何を読み解き、何を

学ぶかは、日本の研究者一人ひとりの問題意識

と史料読解力に委ねられているといえる。今回

のシンポジウムも、そのような認識のもと、報

告者一人ひとりが固有の分析視角をもってのぞ

んでいる。強いてこのシンポジウムの意義を表

現するならば、最新版の解説と研究が付された

中世西欧の図像史料を「ネタ」にして、11・

12 世紀のイングランドとその周辺世界、ある

いは広く「ノルマン」と形容されうる諸世界を

再検討することにつきよう。なお、この企画が

このタイミングで行われたのは、2018 年 3 月

をもって著者の鶴島氏が定年退職を迎えられる

ことにあわせたことによる。その意味では、本

シンポジウムは鶴島博和氏の退職記念の意味も

兼ねていることを付言しておきたい。

以下、司会の一人として当日のシンポジウム

に立ち会った者として、シンポジウムの概要を

紹介したい。

まず、トップバッターの小澤報告は、綴織に

描かれる海民と船に焦点を当てている。英仏海

峡で活動する海民の存在を位置づけるために、

10 世紀から 11 世紀にかけて北ヨーロッパ全

土で活動した海民、特にスカンディナヴィア人

による船舶共同体の実態と、その歴史的役割が

考察の対照とされる。ヴァイキング船研究の現

在など問題は多岐にわたるが、最後はノルマン

人定着以降のノルマンディと北欧世界の関係に

ついても、その積極的な交渉関係に触れるなど、

11 世紀の英仏海峡世界が北海からスカンディ

ナヴィア世界に連なって、より広大な海域世界

の一部として展開していた事実を小澤氏は強調

している。

続く山辺報告は、一転して南イタリア・シチ

リアで起きた、もう一つの「ノルマン征服」の

実相と意義を問題としている。南の「ノルマン

征服」が本家のそれと実態においてもその後の

歴史的経緯においてもまったく異なるものであ

ることは自明のこととは言え、あえて両者の相

違点を議論しているのは興味深い。ノルマン騎

士の実態、船の使用状況、ローマ教会との関係

など、他報告の論点にも関連づけながら、山辺

氏は南のノルマン征服といわれる事件の意義を

ヨーロッパ史的な枠組みの中に相対視すること

につとめている。

第 3 の森報告は、ノルマン征服期の特定の

司教の政治動向に注目し、それを国内教会の動

静のみならず、ローマ教会との関係まで見据え

て理解しようとした個別事例報告である。具体

的にはウスター司教ウルフスタン 2 世という、

1066 年のノルマン征服をまたいでイングラン

ドの教会政治に長く関わった人物をめぐる、い

わば壮大な生き残り戦略が語られる。しかし、

むろんそれは単なる個人史や一司教座の歴史と

して扱われているのではない。より一般的に、

ノルマン征服期前後のイングランド教会の動き

が微細な問題まで西方教会本山（ローマ）の動

きと常に連動していた様子を描き出していると

いえよう。

最後の保立報告は、鶴島氏が本書において述

べる当時の王国、王権、貴族、教会に関わる議

論をとりあげて、これをマルク・ブロックの封

建社会論の読み込みを織り交ぜながら、広く世

界史的な文脈で捉え直そうとしたものであろう。

保立氏は「ノルマン征服」が一種の帝国的構造

を導きだしたと見るが、ここで述べられる帝国

とは分権的な政治構造であり、また連邦的（＝

半連邦的）な政治世界を表現するものである。
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ひいてはこの地域分立的な構造自体が王と侯伯

の間のレーエン制による双務性に由来するとし、

ヨーロッパのパトリオティズムの原点と捉える

連邦性的な「ラント」意識の強さとレーエン制

の自立的・双務的性格は裏腹な関係にあるとす

る。この論に立ちつつ氏は、日本史上において

封建制という社会システムを措定することは難

しく、また諸国の対等を基本原則とするような

連邦制は存在しなかったと主張した。報告では

他に日本の海民の事情などについても言及され

たが、やはり本報告の最大の論点は、封建制、

連邦制、帝国といった政治 ･ 制度史に関わる高

度に理論的な問題の提起であった。

4 本の報告はすべて、各々 30 分程度の報告

時間を守って行われたが、それぞれの内容の詳

細はこのあとの頁を参照いただきたい。

休憩を挟んでその後直ちに『綴織を読む』の

著者である鶴島博和氏より、諸報告に対する返

答報告が行われた。氏によるその返答内容もま

た、本シンポジウム報告の最後に掲載している。

氏は保立氏による壮大な問題提起にもていねい

に応答し、また個々の議論の詳細に関しても適

格なコメントをもって返答している。また、時

には鶴島氏自身が報告者に問題を提起している

箇所も見られた。

実際、鶴島氏の報告後の全体討論時間では、

報告者それぞれがまた鶴島氏の返答に対して再

返答を行い、また自身の報告の弁明をする光景

が見られた。一つの書をめぐってコメンテー

ターとオーサー間での双方向的な議論が活発に

行われたといえる。ただしその分、フロア全体

を巻き込んでの討論に関しては、時間的な制約

から十分にそれを展開させることはできなかっ

た。それでも、森報告に関してイングランド史

の側からより具体的な問題に関わる質問がなさ

れ、さらには保立報告が提起した封建制議論を

めぐっては複数の考え方が提示されるなど、興

味深い議論が行われた。

全体として、個々の報告は明確な問題意識の

もとに『綴織を読む』の諸論点を下敷きにして

おり、報告論点も明確であったうえに、著者自

身がそれに直ちに応答するという方法をとるこ

とで多岐にわたる双方向的な議論を活発に展開

することにつながった。当日は中世史関係者に

限らず、実に多彩な分野の専門家の方々が参加

されていたが、参加者一同、一冊の書物をめぐ

る熱い議論のおもしろさを経験することができ

たことは確かであろう。その意味では、本シン

ポジウムは文字通り学術交流の「宴」として、

相応の意義を果たすことができたように思う。
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ヴァイキング船と船舶共同体

小　澤　　　実

本報告では、鶴島博和氏の近著『バイユーの

綴織（タペストリ）を読む。中世のイングラン

ドと環海峡世界』（山川出版社、2016）の強調

する英仏海峡で活動する海民の存在を位置づけ

るために、同時代の 10 世紀から 11 世紀にか

けて北ヨーロッパ全土で活動した海民であるス

カンディナヴィア人による共同体形成について

整理し、海民の持つ歴史的役割を考察する。

1．ヴァイキング船研究の現在

最初に、海民の生活の基盤となる船舶、つま

りいわゆるヴァイキング船の研究状況を整理し

ておきたい。ヴァイキングが用いていた船は、

帆とオールを備え、多くの場合は、竜骨にオー

ク材の一本木をもちい、板技を重ね貼りして、

水漏れしないように板と板との間にまいはだを

詰めていた。こうしたヴァイキング船には実に

様々なタイプの船舶があり、王侯クラスが所有

する立派な船舶から、そうした大型船に積まれ

る数人乗りの小さな沿岸用ボートまで、用途に

よって様々であったことは推測される。

ヴァイキング船へのアプローチは 3 つある。

第 1 に考古学資料である。とりわけ 19 世紀末

から 20 世紀初頭にかけてオスロ湾沿岸で発見さ

れた 3 隻と、20 世紀半ばならびに 21 世紀初頭

にロスキレ湾で発見された合計 6 隻は、ヴァイ

キングが実際に何らかの目的で用いていた船舶

である。とりわけロスキレで発見されヴァイキ

ング船博物館で列品されているヴァイキング船

は、船舶構造の分析、原料供給地の比定、再現

実験による船舶スピードの検証などが行われて

いる。第 2 に図像資料である。ヴァイキングが

建立したルーン石碑に描かれたものと、写本挿

絵として描かれたものに大別される。前者は、

同時代かつ利用者の直接認識という点で第一級

の価値を持つものの、極めて模式化されたもの

である。他方で後者は、とりわけ記述史料にお

ける現地政権とヴァイキングとの戦闘場面の再

現図像であり、詳細に描かれているものが多い。

ただし、写本が後世のものであるため、図像そ

のものも 12 世紀のイングランドといった後世に

おける同時代船舶をヴァイキング船として描出

している可能性が高く、そのまま史料として扱

うことは困難である。第 3 に文献史料である。

それらは攻撃した側である北欧側史料と攻撃さ

れた側である周辺諸国の史料に大別できる。北

欧側史料にはルーン石碑とスカルド詩という同

時代史料とサガ史料群という後世の史料があり、

ヴァイキング自身の認識を確認することができ

る。他方で周辺諸国の史料は、主としてヴァイ

キングとの戦闘ならびに記述者の関心に関わる

範囲での記述が多く、戦闘場面や船の数など具

体的な記述が多い。前者は同時代認識が反映さ

れているが詳細とはいえず、後者は詳細ではあ

るが現実を反映しているとは思われない記述が

多々見られるという問題がある。

すでに述べたようにヴァイキング船には様々

なタイプがあるが、同時代の船舶が基本的に沿

岸航海やせいぜい英仏海峡の往来といった近距

離航海を目的としていた一方で、ヴァイキング

船は、遠洋航海に適した構造をとっていた。強

靭な一本木の竜骨構造は、強風や波浪で船体が

崩壊しないためであり、そのような構造がある

おかげで、（沈没も相当程度あったはずだが）

アメリカ大陸に至る北大西洋を航海することが
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可能になった。こうしたヴァイキング船はヴァ

イキングの生活と密接していた。そのひとつの

現れとして、とりわけ王侯貴族は、オスロの

ヴァイキング船がそうであるように、自らの遺

体を船に乗せて埋葬したり、イブン・ファド

ラーンの記録に見えるように、船に乗せて火葬

したりした。船葬墓（ship burial）と呼ばれる

慣習であり、それ以外にも、石を船の形に並べ

る船型列石（ship setting）という慣習も認めら

れる。これらは死後の世界に船でゆくという

ヴァイキングの宗教観念を反映している。海民

たる彼らの生活は、ゆりかごから墓場まで、船

と縁付けられている。

2．海域世界としてのスカンディナヴィア

ヴァイキングの故郷スカンディナヴィアは、

現在のデンマーク・ノルウェー・スウェーデン

が中核であり、地理空間で言えば、ユトランド

半島・島嶼部・スカンディナヴィア半島となる。

こうした地域は、北方地域であるが、メキシコ

湾流・北大西洋海流が流れてくるため、相対的

に暖かく、北極圏に近いトロムセでも 1 月の平

均気温がマイナス 3 度である。特筆すべきは、

スカンディナヴィアは全体として平野部、それ

も可耕地として利用可能な空間が極端に少ない

ことである。ユトランド半島は全体として平野

であるが、沼沢地も多く、灌漑などを行わなけ

れば、農業には適さない。グーグルアースなど

で平野部として一定規模の空間を確認できるの

は、ユトランド半島からスカンディナヴィア半

島南部にかけて、スウェーデンのメーラレン湖

周辺、オスロ湾とトロンヘイム周辺である。加

えて重要なことは、これら平野部は、いずれも

海域と接しているという点である。10 世紀後

半以降、デンマーク、ノルウェー、スウェーデ

ンに中世王国の基礎となる国家が成立し始める

が、それらはいずれも、こうした平野部を拠点

としている。

ヴァイキングの活動空間を考えるにあたって、

さらに重要な点は、その活動空間が海域と接し

ており、大陸だけでなく島嶼が大きな意味を

持っており、その大陸と海域を結ぶ河川も利用

しているという点である。ヴァイキングの故郷

である北欧は北海とバルト海に挟まれた世界で

あり、すでに述べたようにいずれの定住地もい

ずれかの海に短時間でアクセス可能であった。

8 世紀半ばより、北欧人はヴァイキングとして

北大西洋から黒海にいたるまで広範囲に拡大し、

各地に植民空間をともなうスカンディナヴィア

影響圏をひろげていった。

かくしてヴァイキングは、北アメリカから黒

海沿岸部に至るまでの海域におけるシーレーン

を支配した。彼らは海域に点在する島嶼にコロ

ニーを形成し、ロワール川、セーヌ川、テムズ

川、ライン川、ヴォルガ川といった河川の河口

部に拠点を置き、内陸部へと遡行した。沿岸部

や内陸部にはモノの売買を可能とするマーケッ

トを備えた都市的集落を創設、もしくは旧来か

らあったものを活性化させた。海域・島嶼・河

川をおさえ、都市と都市をつなぎ、その間をモ

ノと銀が行き来するネットワークを作り上げた。

このような北方世界に張り巡らされた経済ネッ

トワークを行き来したのがヴァイキングであり、

彼らが活動舞台としたヴァイキング世界であっ

た。彼らの支配は、面の支配ではなく点の支配

であった。

3．船舶共同体

ゲルマン人の共同体がどのようなものであっ

たのかという問いに対しては様々な議論があり

うるが、おおよそにおいて、共通の共同体物語

と慣習を共有する集団が構成され、それらが各

地に定住することによって地域共同体が成立し

た。中にはフランク人やランゴバルド人のよう

に巨大な集団となりゲルマン人国家を成立せし

めるものもいたが、スカンディナヴィアに定住
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した集団は長期間小集団のままとどまっていた。

ゲルマン人共同体論においては、自由農民の間

で問題がおこったときに裁判で解決を図る法的

共同体がまず想定されるが、スカンディナヴィ

アにおいても、そうした法的共同体の存在は否

定し得ないとは言え、農地による富の生産を前

提に土地所有に大きな意味をもたせる大陸とは

コンテクストが異なることは留意せねばならな

い。

ではスカンディナヴィアではどのようなタイ

プの共同体が機能していたのだろうか。すでに

『ゲルマーニア』においてタキトゥスは、スカ

ンディナヴィア（と想定される地域）に定住す

る集団の特徴として、海軍の存在（44 章）と

琥珀による富の生産（45 章）を指摘している

ことは示唆的である。様々なゲルマン人部族に

ついて観察もしくは伝聞を通じた情報収集によ

りまとめ上げた『ゲルマーニア』において指摘

される北欧の特徴は、ローマ時代においてすで

に海域とその海域で入手しうる産品に基づく交

易の重要性を意味していないだろうか。すでに

確認したようにスカンディナヴィアは海域並び

にそこを移動する手段である船舶と不可分な社

会である。ではそのような社会においては、ど

のような社会編成がなされるのであろうか。

一つの仮説として提示しうるのは、すべての

スカンディナヴィア人に不可欠である船舶を核

とした共同体意識と共同体生活の想定である。

現在発見されているヴァイキング船のなかで最

大のものはロスキレ 6 である。全長 37 メート

ルで、およそ 70 名が操船のためにオールを手

にし、およそ 100 名程度まで乗船可能であった。

再現実験によれば、完成までに 1 年ほどは必要

との結果が出ている。これほど巨大なものは稀

であるとしても、20 － 30 人の乗船程度のヴァ

イキング船が多数を構成していたであろう。こ

のようなヴァイキング船は、船頭のもとに、あ

る種の人的紐帯で結ばれた船員らによる一種の

共同体が成立していた可能性を想定してもよい。

そもそも特定地域から出港する特定の船には、

当該地域に居住する漕ぎ手が同時に乗船する必

要がある。このように一つの船を構成する漕手

集団は、史料中 skipari（船仲間）という名詞で

表現される。DR218 は、記念されるべき対象

のスパーレという人物が、エスバーン・ネブと

いう人物の skipari であることを伝えている。

エステンの息子たちは、その兄弟にして、エ

スバーン・ネブの skipari スパーレを記念し

てこの石を立てた。

おそらくエスバーン・ネブは名のしれたヴァイ

キングで、彼の船仲間であることは名誉であっ

たのだろう。そのために、建立者で兄弟である

エステンの息子たちは、スパーレを称えるため

にエスバーン・ネブの名前をわざわざ付加した

のであろう。

こうした船単位の船舶共同体は、必ずしも常

に同一の主君とともに行動をするわけではない。

たしかに、10 世紀後半以降、国家が生成する

段階になると、国王が巨大な艦隊を動かすよう

になり、それに伴い、国王に所属する戦士も増

えてはくるが、それでも各地よりあつまる在地

有力者はそれぞれの利害に基づき、行動をとも

にする相手を変更した。

ウルヴは三度ゲルドを手中にした。最初はト

スティが支払い、ソルケルが、そしてクヌー

トが（U344）。

ウルヴなる人物は、最初はトスティに、次にソ

ルケルに、その後クヌートとともに行動をとも

にし、ヴァイキング活動に参加し功績を上げた

報奨として分配金（ゲルド）を手中にしている。

自分の利害に従って、協力する相手を変更する

ヴァイキングの実体を示している。

こうした共同体意識の基礎となりうるヴァイ

キング船はそれ自体が高価な動産であり、通常、

個人で購入所有できるものではなかった。もち

ろん王侯クラスであれば個人で巨大船を所有す

ることも可能であろうが、そうではない共同体

の自由農民戦士層クラスの場合は、一隻を個人
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で用意することは困難である。DR68 によれば、

船舶の共同所有が確認できる。

トステ（？）とホーヴェは、その仲間にして

大変勇敢な戦士アッサー・サクセを記念して、

フレビョルンと共にこの石を立てた。彼は、

戦士たちの中でも最強の者として死んだ。彼

はアルネと船を共同所有していた。

ここではアッサー・サクセなる人物がアルネと

いう人物と船を共有していた（ati skib miþ）こ

とが記録されている。共同所有の情報はあえて

付け加えた情報である。船を所有していたこと

が名誉なことであるのか、アルネという人物の

名前を出すことが名誉なことかは分からないが、

いずれにせよ船を共同で所有していたという事

実は、アッサー・サクセの属性として重要であ

ると建立者のトステとホーヴェが理解していた

ことはわかる。

とりわけ 10 世紀後半以降巨大化するヴァイ

キング船団を構成するヴァイキング船は、ヴァ

イキング社会の中でそれぞれのヴァイキング同

士を結びつけ共同体として機能させる役割を果

たしていた。

4．ノルマンディは北欧世界の延長か

最後に、ヴァイキングによる定住で公領化し

たノルマンディについて触れておきたい。一般

的にヴァイキングとノルマン人は、言語、慣習、

法制度いずれも異なる集団とみなされている。

ただし、絶えることなく、北欧とノルマンディ

との間で往来はあり、ルアンもまたヴァイキン

グによる海域ネットワークのひとつの拠点とし

て機能していた。ギヨーム・ド・ジュミエー

ジュ『ノルマン人公の事績』5 章 7 節にみえる、

11 世紀初頭のスヴェン双髭王とノルマンディ

公リシャール 2 世との協定をみても、両者の間

には強固なつながりがあったことが想起される。

その後ノルマン征服の時期においても、ノルマ

ンディはスカンディナヴィア本土と人や情報の

往来があった地域として理解しておくべきであ

る。定住したヴァイキングは次第に在地化し、

船舶共同体とはことなる土地に根ざした共同体

意識をもつものもでてきたであろうが、そうで

あったとしても『バイユー・タペストリ』を見

る限り船舶がこの地域でも重要な役割を果たし

ていたことは間違いない。
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もう一つのノルマン・コンクェスト
―南イタリアのノルマン征服―

山　辺　規　子

はじめに

「バイユーの綴織」は、11 世紀半ばのノルマ

ンディ公ウィリアムによるイングランド征服を

刺繍で描いた希有のすばらしい作品だが、ノル

マンディ出身者は同時期に南イタリアも征服し

た。同じ 11 世紀におこなわれたこともあり、

この二つのノルマン征服はまとめて紹介される

ことが多い。しかし、この二つのノルマン征服

には共通点もあれば相違点もある。本報告では、

イングランドのノルマン征服と比較して、南イ

タリアのノルマン征服が持つ特徴について述べ

るために、まずは全体としての特徴を示す。そ

のうえで、シンポジウムの他の報告者小澤実氏、

森貴子氏の報告内容とも関連する「船の利用」

「教会との関わり」の二点について取り上げる。

「バイユーの綴織」が伝えるノルマン征服とは

異なる「もう一つのノルマン征服」を取り上げ

ることは、ノルマン征服が持つ意味を問い直す

ことにつながるものと考える。

1．南のノルマン征服の特徴

南イタリアのノルマン征服を定義することは

難しい。

南イタリアのノルマン征服は、南イタリアの

人々が通りかかったノルマン人騎士に救援要請

をしたことから始まるが、この端緒については

場所も年代も異なる話が伝えられており、最初

のノルマン人の名前も出自も出身地も伝えられ

ていない。明らかなのは、1020 年代には既に、

北から来た騎士たちが南イタリアで傭兵として

雇われていたことだけである。

問題をさらに難しくしているのは、11 世紀

の南イタリアが分裂状態にあったことである。

同じビザンツ帝国直轄支配の地域でも、ギリシ

アに近いテマ・ランゴバルディアはカトリック

圏に属し、ギリシア系の入植があったテマ・カ

ラブリアには正教系の修道院があるなど正教勢

力も強かった。その間に位置するテマ・ルカニ

アは短い間のみ存在したようだが、実態はよく

わからない。同じビザンツ皇帝の支配下にある

ナポリ、ガエタ、ソレント、アマルフィなどの

公国は、事実上自立しており、宗教的にはカト

リック圏に属する。その近くにあるベネヴェン

ト侯国、カプア侯国、サレルノ侯国はランゴバ

ルド系だが、時に西の皇帝の支援をうけていた。

ベネヴェントは、ノルマン人の侵攻が続くなか、

教皇支配のもとに入ることを決めたため、形式

的には教皇領の飛び地である。ベネヴェントの

みならず、ランゴバルド系の侯国は原則的にカ

トリックである。この地域にはさらに、西欧修

道制の祖とされる聖ベネディクトゥスのモン

テ・カッシーノ修道院をはじめ大修道院がいく

つもあり、教皇直属の免属修道院として独立し

た所領を持っていた。

シチリア島は北アフリカに拠点をおくムスリ

ム勢力下にあったが、各地の支配を担うアミー

ルは対立して半ば独立していた。また、島の東

側にはギリシア系の住民が多いのに対して、西

側はムスリムが多いなどの差もあった。つまり、

傭兵が活躍できる場だが、統一するのは至難の
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業という状況だったのである。

傭兵として傭われたノルマン人は、称号など

を持たない下層の騎士たちであった。日常的に

実力で領地拡大を図っており、傭兵として敵に

も味方にもなる。女性もいたが、おそらく大半

が男性で、婚姻で在地勢力と結びついた。最初

の例は、1030 年サレルノ侯のもとアヴェルサ

伯となったレイヌルフであるが、その後とりわ

け成功を収めたのがオートヴィル家（伊：アル

タヴィッラ家）であり、やがてシチリア王国と

いうかたちで、南イタリア、シチリアを統一す

る。

このシチリア王国の成立は、イタリア史の中

での大きな画期である。シチリア王国の成立に

よって、南部が「王国」の枠組で捉えられるこ

とになる。つまり、中世前期には北イタリアが

統一王国・南イタリアが分裂状態であったのが、

中世後期には北・中部イタリアが都市など諸勢

力分立状態、南イタリアが統一王国ということ

になったのである。イタリア南北問題とこの支

配構造の変化を結びつけ、外国人支配が始まる

シチリア王国の成立をイタリア南部の貧困化と

直結させることがよくある。しかし、少なくと

もノルマン時代のシチリア王国を「貧しい王国」

とすることはできないし、一般的な外国勢力に

よる征服と南イタリアのノルマン征服は異なる

性格を持つとするべきである。

地図 2　コムーネ時代のイタリア
Atlante della Storia d’Italia, Novara: De Agostini, 1997, 
p.119.

地図 1　ノルマン征服前の南イタリア
Atlante della Storia d’Italia, Novara: De Agostini, 1997, p.104
から作成。
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2．南のノルマン征服における船の利用

鶴島氏の『バイユーの綴織の世界』では、た

とえ戦いそのものが陸上における野戦であった

としても、多くの馬や食糧などを運ぶためには

船が活用されたことが強調されているが、南の

ノルマン人は、まずは少数の下級騎士であって、

船の扱いには慣れておらず、海で活躍するヴァ

イキングではなかった。おそらく南イタリアへ

も船ではなく、巡礼路でもあるフランチージェ

ナ街道を通りローマを経て入ったと思われる。

南のノルマン人たちは、地中海での戦いに長

けた在地の人々、ビザンツ帝国軍、ムスリムな

どを利用することによって、海戦、港の攻略を

していくことになる。11 世紀半ばには、ビザ

ンツ帝国軍やピサなどが船を用いた攻撃をおこ

なっており、ノルマン人もそれを目にしたはず

である。それは、たとえば、ビザンツ帝国の海

軍の武器「ギリシアの火」を利用した攻撃が図

示されている写本が、11-12 世紀のシチリア島

で作成されたと考えられていることからもうか

がえる。

また、ノルマン人の南イタリア征服において

は、1070 年代のビザンツ帝国の支配の中心地

バリ攻略とシチリア最大の都市パレルモ攻略が

大きな画期となるが、この攻略はいずれも水陸

両方からおこなわれた。そして、征服後、各都

市が持っていた海軍力が活用され、ギリシアや

北アフリカ攻撃がおこなわれた。

イタリアの海港都市との関係でいえば、アマ

ルフィは文字通り現地の海港都市であり、ピサ

はパレルモ攻略の共同攻撃を提案した。南のノ

ルマン人は、海港都市を攻略し、制海権を確保

するために船を利用したが、それは地中海で繰

り広げられていた海事行為を取り入れたもので

あったと考えるべきであろう。

3．南のノルマン征服と教会

南のノルマン征服と教会との関係を考えるポ

イントを三点挙げる。

第一は巡礼である。中世の大きな巡礼地とし

ては、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステ

ラ、ローマ、エルサレムが挙げられるが、北か

ら聖地をめざす巡礼は、ローマ、そして、南イ

タリアを通ったと考えられる。ウィリアム征服

王の父ノルマンディ公が聖地巡礼に出かけてお

り、南イタリアにノルマン人が来訪したことに

も関係しているかもしれない。ローマから東へ

向かう場合ベネヴェントを経て、ブリンディシ

から乗船するというアッピア街道が使われたで

あろう。また、ローマは、二大使徒聖ペテロと

聖パウロの墓所があり、初期キリスト教時代か

らの多くの聖遺物もあり、巡礼者を引きつけた。

さらに、ローマにはローマ司教座、ローマ教皇

庁がある。当初は義務でなかったが、各地の司

教は、二大使徒の墓とローマ教皇を訪問するこ

とが求められるようになり、多くの人々がこの

巡礼路を利用することになったものと思われる。

南イタリアのアドリア海側には、大天使ミカ

エル関連の巡礼地モンテ・ガルガーノ（モン

地図 3　南のノルマン人の海に関わる動き
Charles D. Stanton, Norman Naval Operations in the 
Mediterranean, The Boydell Press, 2011, p. 65.
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テ・サンタンジェロ）があった。「バイユーの

綴織」にも描かれるモン・サン・ミッシェルが

ノルマン人になじみの巡礼地だとすると、この

モンテ・ガルガーノもまたノルマン人を引きつ

けたと考えられている。巡礼が、人々の大きな

移動、新たな秩序形成にもつながっていること

に注目できよう。

第二に挙げるのは東西教会の分裂問題である。

1054 年、東西教会は分裂するとされるが、

その原因の一つに南イタリア管轄問題がある。

キリスト教公認後ローマ帝国下で、ローマ司

教（教皇）は、南イタリアを含むイタリア管区

を管轄することとされたが、8 世紀ビザンツ皇

帝は、南イタリアをコンスタンティノープル総

大主教管轄に移管するとした。ローマ教皇はこ

れを認めず、南イタリアの管轄問題は東西教会

間で問題となっていた。1054 年の東西教会相

互破門の原因としては教義上の問題の対立がよ

く取り上げられるが、教会の首位権問題にもつ

ながるイタリアの管轄権をめぐる東西対立とい

う視点も注目すべきである。この対立のなかで、

南のノルマン人の勢力拡大は、教会体制におい

てもローマ教会による南イタリア管轄の確立、

ひいては西方教会の権威確立につながったとい

えよう。

最後に挙げるのは、まさにそのローマ教会と

の関係である。

ノルマン人は、征服の過程で教皇としばしば

対立したが、1059 年に教皇ニコラウス 2 世は

ノルマン人のリーダーから忠誠誓約をうけ、

オートヴィル家のロベール・ギスカール（伊：

ロベルト・イル・ギスカルド）、カプア侯リ

シャールは征服地の支配を承認された。その後

もノルマン人の勢力は教皇領の領域を侵犯し破

門されたり、ベネヴェントの支配権をめぐって

対立したりするなど、両者は必ずしも良好な関

係を保ったとは言えないが、教皇は、皇帝との

対立の中で強力な支援者を得るとともに、南イ

タリアの聖俗支配権を主張し、その後のシチリ

ア王国の継承問題に関わることになる。

また、シチリア島についていえば、ローマ教

皇ウルバヌス 2 世は、ムスリム支配を終わらせ

たノルマン人のシチリア伯に教皇使節としての

資格を与えた。しかし、ノルマン支配のシチリ

アではムスリムがそのまま活動しており、教皇

使節の資格を持つ俗人支配者とローマ教皇との

関係は、その後の両者の関係の問題の種となった。

征服時代のローマ教皇とノルマン人の関係を

語る際に忘れてはならないのが、モンテ・カッ

シーノ修道院である。この由緒ある修道院は諸

勢力の和平の仲介者として活躍する一方、教会

改革を進めるローマ教皇庁に多くの修道士を送

りだし、ローマ教皇庁の組織化に寄与したほか、

ノルマン人の支援を受けて修道院の再建に取り

組んだ。

ノルマン朝シチリア王国では、ビザンツ文化

やイスラム系の文化がよく知られているが、ノ

ルマン人支配がカトリック文化の発展とも関連

して語ることができる側面である。

地図 4　南イタリアの巡礼路
P. Oldfield, Sanctity and Pilgrimage in Medieval Southern 
Italy, 1000-1200, Cambridge University Press, 2014, p.xvi.
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以上のように、南のノルマン征服は、11-12

世紀の地中海世界、西方キリスト教世界におい

て大きな意味を持つ征服であるといえる。した

がって、ヴァイキングの文脈で語るよりも、征

服がおこなわれた場の文脈で語ることが望まし

いといえる。他方、同時代におこなわれた征服

の過程においてもその後の発展においても、教

会改革を進めながら権威を確立しようとする

ローマ教会の関係を考察する際に、もう一つの

ノルマン征服のありかたが参考になるのではな

いだろうか。
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はじめに

ウスター司教ウルフスタン 2 世（司教在任

1062 ～ 1095 年）は、1095 年に 87 歳あるいは

88歳で死去するまで、司教として4人の国王（エ

ドワード証聖王、ハロルド 2 世、ウィリアム 1

世、ウィリアム 2 世）の統治を経験してきた人

物である。長寿に恵まれたこと、またやがて列

聖されるほど（1203 年に列聖）の名声を得て

いたことが、33 年におよぶ司教在任を可能に

したと言える。しかしそれだけではなかった。

実は彼は、11 世紀中葉の変動のなかでウスター

司教座の権利を守るために、時には手段を選ば

ずに行動した人物でもあった。

ここでは、11 世紀のイングランド社会を生

き抜いた司教の例としてウルフスタン 2 世を取

り上げ、当時の司教が置かれていた環境を浮か

び上がらせることを目的とする。具体的には、

ウルフスタンがとある係争に如何にして勝利し

たのかを整理し、そこから困難を乗り切ろうと

奮闘する司教の姿を描写する。

Ⅰ．ウスター司教座の創設と展開

まず、王国統治におけるウスター司教座の位

置づけについてである。680 年に創設されたウ

スター司教座は、イングランド王国統合を進め

たエドガー王のもとで、西部における防衛基地

の役目を担うことになった。そして国王の腹心

であるオズワルドが司教に据えられた（司教在

任：961 ～ 992 年）ちょうどこの時期に、ウス

ター司教がヨーク大司教を兼ねるという政策が

とられ始めた。その背景には、ヨーク大司教座

の位置する北部地域が、スカンディナヴィア人

の侵略によって経済的に疲弊していたこと、

ノーザンブリアの貴顕たちの行動が政情不安を

引き起こしていたことがあったと思われる。裕

福で国王の信頼が厚いウスター司教がヨーク大

司教を兼職することで、こうした問題を解決す

る意図があったのだろう（1）。

Ⅱ．ウルフスタンの司教就任を巡る経緯

1008 年頃にウォリックシャーに生まれたウ

ルフスタンは、1033 年にウスター司教に仕え

始め、1055 年には、当時のウスター司教エア

ルドレッド（司教在任 1046 ～ 1062 年）によっ

て、司教座附属修道院の修道院長に任命された。

そしてウルフスタンの司教就任は、このエアル

ドレッドの事情に影響されて実現することにな

るのだった。

1060 年 12 月、エアルドレッドは、エドワー

ド証聖王によってヨーク大司教に任命された

（ヨーク大司教在任 1061 ～ 1069 年）。しかし

1061 年にローマに赴いた際、彼は時の教皇ニ

コラウス 2 世によって、パリウム（大司教用肩

掛。これは教皇に由来する権威のシンボルであ

り、儀式の際に着用することになっていた）の

授与を拒否されてしまう。ウィリアム＝マーム

ズベリーの『ウルフスタン伝』は、その理由を、

エアルドレッドがウスター司教職との兼職を望

んだからだと説明している（2）。紆余曲折を経て

「ノルマン征服」と教会
―ウスター司教ウルフスタン２世の事例から―

森　　　貴　子
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エアルドレッドがウスター司教をあきらめた後

に、やむなく選ばれたウスター司教、それがウ

ルフスタン 2 世（以下ウルフスタンと略記）で

あった。ウスター司教を辞したエアルドレッド

は、しかし司教座に実質的な影響を及ぼし続け

た。とくにウルフスタンと司教座共同体にとっ

て深刻だったのは、彼がウスター司教用の財産

を自分のために利用（奪取）したことであり、

これが後述する係争に発展してしまうのだった。

Ⅲ．ウルフスタン2世と「ノルマン征服」

（1）	ウルフスタンとトマスの係争

ノルマン征服ののち、1069 年にエアルドレッ

ドが死去する。次のヨーク大司教は、ノルマン

ディ出身のトマス 1 世（在任 1070 ～ 1100 年）

であった。これを機に、ウルフスタンはヨーク

大司教に対する所領の返還要求を開始する。し

かしトマスは所領返還を拒否するどころか、ウ

スター司教にヨーク大司教への従属を要求した。

彼としては、前任者であるエアルドレッドの態

度を踏襲するつもりだったのだろう。『ウルフ

スタン伝』およびジョン＝ウスターの『諸年代

記からの年代記』によれば、彼らの係争はペ

ザートン Petherton の集会で審議され、ウルフ

スタンの勝利で終結した（所領はウスター司教

座に返還され、ヨーク大司教への服属は否定さ

れた）。ウルフスタンの聖人らしい振舞いや、

証拠としての文書の提出が勝利の要因とされて

いる（3）。またイヴシャム修道院に由来する情報

からは、ウルフスタンが同修道院長に借金をし

て、それを賄賂として活用していたことも判明

する（4）。さらに目を引くのが、カンタベリー大

司教ランフランク（以前はカーンのサン・テ

ティエンヌ修道院長であった。大司教在任は

1070 ～ 89 年）による支援である。『ウルフス

タン伝』によれば、集会に参加した貴顕の大部

分がトマスに賛同する中で、「ただ一人ランフ

ランクのみが、正義の側を援護した」（5）。ラン

フランクによるウルフスタン支持の背景には、

何があったのだろうか？

（2）	首位権論争との関連

実は、ウルフスタンがトマスに対する訴えを

開始したちょうどその頃、カンタベリー大司教

とヨーク大司教との間で、首位権論争が勃発し

ていた。首位権論争は、1070 年のヨーク大司教

の叙任式で、ランフランクがトマスに服従を要

求したことを契機に始まったとされる。イング

ランドの二つの大司教座のうち、ヨーク大司教

座はカンタベリー大司教座に従属しなければな

らないとするランフランクのこの主張を、トマ

スは否定した。論争の過程でトマスは、ドーチェ

スター、ウスターそしてリチフィールドという

三司教座の、ヨーク大司教への帰属を要求する

に至った。すなわちトマスによるウスター司教

座の服属要求は、二人の大司教の間に存在した

勢力争いを背景としていたのである。この対立

は、1072 年 5 月にウィンザーで開催された会議

で、カンタベリー大司教の権利が認められる形

で決着を見た。つまり、ヨーク大司教はカンタ

ベリー大司教に服属することが定められ、管轄

については、主としてハンバー川から北がヨー

ク大司教の管轄とされて、この時点ではダラム

司教のみがヨーク大司教の属司教とされた（6）。

ウスター司教は、カンタベリー大司教に所属す

ることになったのだった。

ウルフスタンとトマスの係争を、この首位権

論争の経過の中に位置付けてみよう。集会が開

か れ た ペ ザ ー ト ン に つ い て は、1086 年 の

『ドゥームズデイ・ブック』に、サマセットに

位置する王領として、South Petherton と North 

Petherton が登場する。しかし R・R・ダーリン

トンによれば、これらはいずれも、イングラン

ド中の貴顕が集まる会議の場所としては相応し

くない（7）。A・ウィリアムズは、ペザートンの

集会を、裁判に向けて論点を整理するために行

われた、予備審問と位置付けている。ウルフス
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タンとトマスの係争に最終的決着をもたらした

のは、首位権と属司教に関する決議が出された

前述のウィンザー会議であり、この点で『ウル

フスタン伝』と『諸年代記からの年代記』の記

述は正確ではないという（8）。そうすると、トマ

スのヨーク大司教就任／首位権論争の勃発→ウ

ルフスタンによる訴え／ペザートンの集会（予

備審問）→ウィンザー会議（首位権と属司教に

関する決議／ウルフスタン対トマスの係争の決

着）という時間的経過を辿ったことになり、ウ

ルフスタンとトマスの係争が、二人の大司教の

論争とまさに並行して進んでいたことを確認で

きる。とすれば、対ヨーク大司教という点で利

害の一致していたカンタベリー大司教ランフラ

ンクが、そこでウルフスタンを支持した理由も

納得できよう。

（3）	ウルフスタンによる「ランフランクへの服

従宣誓」

ところで、このプロセスと関連して、ヨーク

大司教の干渉から何としてもウスター司教座を

解放しなければならないという、ウルフスタン

の断固たる姿勢を示す、さらなる史料が伝来し

ている。ウルフスタンによる「ランフランクへ

の服従宣誓」である。服従宣誓は、司教就任式

においては聖別の前に大司教に対して行うのが

通例であり、ウルフスタンの場合、司式を執り

行った当時のヨーク大司教エアルドレッドに対

して宣誓したはずである。しかし「ランフラン

クへの服従宣誓」の中でウルフスタンは、エア

ルドレッドから聖別されたことは認めながらも、

彼に対して服従宣誓を行わなかったと主張して

いるのである（9）。なぜこのような嘘をついたの

か。「ランフランクへの服従宣誓」が作成され

た時期については、ウィンザー会議の直前ある

いは直後の可能性が考えられる（10）。いずれの

場合でも、ウルフスタンがエアルドレッドに服

従宣誓した事実を否定したのは、係争の渦中あ

るいは決着の直後にあって、後任のヨーク大司

教であるトマスのウスター司教座に対する要求

について、裏付けを与えるようなことはしては

ならないという、強い意志が働いたためだと思

われる。その上でカンタベリー大司教ランフラ

ンクに対して服従を表明することは、ウルフス

タンにとって、ヨーク大司教の支配から逃れる

ための有効な手段だったのだろう。

おわりに

最後に、以上の検討を、より一般的な文脈で

整理しておく。まず、11 世紀半ばに、大司教

へのパリウム授与をめぐって、ローマ教皇の態

度に変化が生じていたことが注目される。11

世紀以前のイングランドでは、パリウムはロー

マから送付してもらうのが通例であり、特別な

事情がある場合にのみ、大司教がローマを訪問

していた。例えば前述のオズワルドは、ヨーク

大司教として自らパリウムを受け取りに行った

最初の人物とされるが、その理由は、ウスター

司教とヨーク大司教の兼職という特異な事態に

ついて、教皇の承認を得るためだったと言われ

る（11）。ところが 11 世紀半ば以降には、パリウ

ム受領のためのローマ訪問が義務化される。こ

れはイングランドの大司教に限った話ではない。

教皇は教会改革を進める上で有効なツールとし

て、パリウム授受の機会を利用するようになっ

たのである（12）。前述のように、エアルドレッ

ドはパリウムをもらうため、ウスター司教との

兼職を諦めねばならなかった。教会改革の影響

は、イングランドについては相対的に遅いとみ

るのが一般的であるが、少なくともパリウム授

与の観点からは、11 世紀半ばにはその影響力

が増大してきていることを指摘できよう。

次に、征服後にノルマンディ出身の聖職者た

ちがイングランドの教会に与えた影響である。

本稿では特に、カンタベリー大司教ランフラン

クが始めた教会組織再編成の動きについて触れ

た。ヨーク大司教トマスが持ち出した属司教問
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題についても、以前の大司教たちの間では特段

意識されていなかったとされているため、二人

の大司教たちのもとで初めて、首位権と属司教

の管轄が明確に議論され始めたことになる。彼

らの主張の背景とそれらが及ぼした影響につい

ての評価は難しいが、ここで興味深いのはウル

フスタンのとった行動である。前掲の「ランフ

ランクへの服従宣誓」の中で彼は、彼個人に限

らず「ウスター司教は昔からカンタベリー大司

教に属すことになっていた」のだと主張してい

る（13）。属司教をめぐる論争を利用してカンタ

ベリー大司教を味方につけ、ヨーク大司教によ

る支配からの脱却を目指すという、ウルフスタ

ンの戦略が垣間見える。

ウスター司教ウルフスタン 2 世は、「バイ

ユーの綴織」には登場しない。しかし間違いな

く、「バイユーの綴織」が描くその時代を生き

抜いた人物であり、彼の軌跡をたどることで、

当時のイングランド社会の変動とその影響を吟

味することができるのである。
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日本史からの感想
―封建制・連邦・帝国―

保　立　道　久

はじめに

最初のご依頼は、私の専門である絵画史料論

や漁業史に関わって本書を書評せよというもの

であったが、他国史のものがタペストリーとい

う材質で描かれた歴史物語を論ずるのは困難で

あり、それは早々に諦めた。

ただ、本書がノルマン・コンクェストの実像

を、英仏海峡という境界地帯における民衆レベ

ルの生業・漁業や交流の中でとらえている点に

ついては強い興味をひかれた。鶴島は、ノルマ

ン軍は、イングランドのサセックスのニシン漁

船団がグレート・ヤーマス沖のニシンの群れを

目指して出立し、海防がゆるむのを見計らって、

ペヴェンシとへースティングスに上陸した。逆

にノルマンディ側の船団の繁忙期は、この群れ

が英仏海峡にまで入ってくる 12 月であるから、

ノルマンディ側の船団を軍事的に動員すること

も可能であった。ニシン漁集団の出現は 11 世

紀であるというが、このような環海峡世界の海

民集団の漁撈や交易、さらにはそれに関係する

塩業の実態などが 800 年のノルマン侵入の開

始以来、どのように変遷してきたのかはきわめ

て興味深い問題であると思えた。

とくに、かって読んで歯が立たなかったブ

ロックの『封建社会』第一巻の「最後の蛮族侵

入」の章を読み直し、本書によって、それが海

域史や漁業史の問題に関わってくることを知っ

た。また漁業史については、ずっと以前に書い

たままになっている拙稿まで参照して下さって

いることに気づいた。そこで、あるいは英仏海

峡を対馬海峡と比較して考えるというような議

論も可能ではないかと妄想したが、しかし、こ

のような漁業と海峡地帯の比較史というような

論点を提出することはまったく新しい大量の作

業を必要とすることもすぐに分かった。

そういうことで、お引き受けした後にたいへ

ん困ったのであるが、その中で、ノルマン人の

西ヨーロッパへの民族移動は、おそらく海の民

の大規模な民族移動としては世界史においても

特筆すべきものであったことに気づいた。ブ

ロックは、ノルマン・コンクェストの時代、本

来は放牧民族であったゲルマン諸民族は「海事

に関してはほとんど完全に不慣れ」という状態

であり、逆にノルマンの征服者達は「過度に拡

散すること、海から余りに離れることを避け

た」と述べている（『封建社会』第一巻Ⅰ、1、

第二章）。このような「最後の蛮族侵入」、より

正確にはユーラシアにおける、紀元後、二度目

の民族移動の比較史ということならば、他分野

のものでも、精密にくみ上げられた鶴島著書の

書評会に参加することが許されるのではないか

と考えた。

もちろん、それは視角ということにすぎず、

以下に述べることは我田引水の大ざっぱな比較

史的な議論にすぎないものであるが、ともかく

これが限界であるので、最初にお赦しを乞うて

おきたいと思う。

1．	二度目の民族移動とイングランド・

ノルマンディ王国
紀元前後からの世界史は激しさをましたユー
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ラシアの民族大移動の流れによって左右された。

いうまでもなく、民族移動後の世界史の中心は、

16 世紀の資本の原始蓄積の時代まで、中東地

域とイスラムの動きにあったが、その中で、

ユーラシアの東西は、幾分は相似した歩みを

辿った。つまりまずヨーロッパにおいてはロー

マ皇帝はビザンツに移動し、ゲルマンの部族国

家が共通の権威としてローマ教会をいただくと

いう「辺境」による文明の継承である。この世

界はメロヴィング王朝によるフランク王国の統

一からカロリング王朝に進み、800 年、シャル

ル・マルテルはローマ皇帝となった。

これに対して中国では、3 世紀以降、北部に

成立した五胡十六国と呼ばれる諸国家が覇権を

握る。ヨーロッパとは違って「蛮族」は「辺境」

を占拠したのではなく、華北の文明中枢を占拠

したのである。漢族の晋王朝は崩壊し、江南で

「東晋」となったが、これはいわばローマ皇帝

の東遷にあたるだろう。それに対して、鮮卑拓

跋系の北魏が 5 世紀末に洛陽に遷都して、漢族

をも統合する北朝国家となった。こうして南北

朝時代が開始されたが、その中で、北魏は中絶

し、結局、隋、唐による国家統一という経過と

なった。ただ、隋・唐の王家の血統は鮮卑系の

人々であり、その点では北魏との連続性がある。

北魏－隋唐帝国は、いわばメロヴィング・カロ

リングにあたるといってよい。

もちろん、中国においては、いわば東ローマ

帝国と「蛮族」支配地域の両方が同じ大陸平野

に揚子江を隔てて向き合いつづけ、「中華－蛮

族」の対立的な動きが生き続けたことが逆に統

一王朝の再生の衝動を持続させた。それに対し

て、ヨーロッパではゲルマン側がギリシャ・

ローマ文明の辺境の全域を掌握したことは大き

な相違であった。しかし、決定的に東西の分岐

を作り出したのは、むしろ二度目の民族大移動

であったのではないだろうか。

つまり、中華圏では 9 世紀、ウイグル・吐蕃

などが侵攻するなかで唐帝国が崩壊し、宋が建

国されるが、キタイ（契丹＝遼）などの遊牧諸

民族が北部を占拠する。それは女真（「金」）、

モンゴル（「元」）・女真（「清」）と 17 世紀ま

で連続していったのである。中国史では内藤湖

南が、紀元前後からの民族大移動を重視して

ヨーロッパとの同時代性を論じたが、同時に内

藤（およびそれをうけた宮崎市定）は、中国「近

世」の開始を唐宋変革期におき、9・10 世紀で

中国史を大区分する議論を展開した。しかし、

東ユーラシアでは二度目の民族移動がさらに強

力なものとして持続したことを重視して、むし

ろ唐・宋の連続性も評価したい。この中で、中

国大陸は統一的な帝国の型式が維持されたので

ある。

これに対して、ヨーロッパでも 9 世紀、東欧

にはマジャールが侵入、南イタリアなどへはイ

スラム勢力が、ある場合は海賊化しつつ内陸に

まで侵入し、さらに全ヨーロッパに海の民、

ヴァイキングが侵入する。それとほぼ同時に、

カロリング帝国はイタリア・東フランク・西フ

ランクに分裂していった。しかし、問題は、ブ

ロックのいうように、「この時以降、ヨーロッ

パは外民族の侵入を免れることになるが、世界

の他の部分はそうならなかった」、そして「ほ

とんど日本以外の地域とは共有していない、こ

の異例の特権」が「ヨーロッパ文明の基本的要

素の一つ」となったことである（ブロック『封

建社会』一巻Ⅰ、1、第三章）。

以下、ブロック『封建社会』と鶴島著書によっ

て、ブリテン島とフランスを中心にヴァイキン

グの侵入がもたらした結果を略述してみると、

まず、ブリテンでは、ヴァイキングの侵攻に対

してウェセックス王家は権威を維持したが、エ

セルレッド 2 世（978 ～ 1016）が死去した後、

ウェセックス王家の人々はエセルレッドの妻の

エマの所縁をたよってノルマンディ公リチャー

ド 3 世のもとガリアに逃れた（エマはリチャー

ド 3 世の伯母にあたる）。イングランド王位は

デンマークのクヌートに回るが、クヌートは自
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己の統治の正統性を主張するためにエマを妻と

し、翌年デンマーク王に即位し北海をまたぐ広

域領域を形成した。アングロサクソンとノルマ

ンの混住と相互影響が進む中で、この王権は、

「継承の条件さえ満たせば、所属する民集団に

関係なく、王位を継承できるものとなってい

た」（鶴島 204 頁）。そして、クヌートの死後の

王位にはエマとエセルレッド 2 世の子、エド

ワードが就いた。エマから言えば、イングラン

ド王位は、先夫エセルレッド（1002 年婚）→

後夫クヌート→子息エドワードと持ち回られた

ことになる。

フランスでも、ヴァイキング侵入はカロリン

グ家の西フランク王位の喪失をもたらした。

カールの曾孫ルイ 2 世の子のシャルル 3 世（898

～ 922）は、911 年、ノルマンのロロにセーヌ

下流域を授封した（ノルマンディー公領の原

型）。そして、987 年、ユグ・カペーの即位に

よってカロリング王家の西フランク王位は終

わった。その前からノルマンディー公領は確立

し、ウィリアム 1 世（1035 ～ 87）にいたる。

このようにヴァイキング侵入の影響は政治的

にも大きく、英仏の王朝の血統を変更したので

あるが、その中で、すでにブリテンとノルマン

ディの王族・貴族が混淆し共通する関係のなか

におかれていた。ここに、ノルマン人王族・貴

族をふくめて、英仏の王侯・貴族の間での人的

な結合が密接に再編された。そして鶴島著書は、

それのみならず、ブルターニュが対岸の諸地域

とケルト系の歴史をも共有していることを確認

し、それらをふくめて第二部第五章を「ノルマ

ン征服か」と題し、「この一大プロジェクトを

ウィリアムの王位継承だけに求めてはならな

い」として、環海峡地帯の動態の全体を問題に

すべきであると論じた。

こういうヴァイキングの侵入からノルマン・

コンクェストという経過が、ヨーロッパの広域

的な結合の条件、さらには現代にまで続くヨー

ロッパ王家相互の深い関係の原点となった。ま

た、ブロックがノルマン・コンクェストの前に

は、海の防備が弱かったとすることは、西ヨー

ロッパの海軍力、航行能力は、ノルマンの侵入

の不可測の結果として成長し、それがヨーロッ

パの海上発展の基礎条件となったのではないか

とも考えさせられた。フランス・イギリスがそ

こで牽引的な役割を果たしたのも、あるいはそ

のような由来があったのではないか。

2．ヨーロッパの連邦帝国構造と封建制
森本芳樹は、ヨーロッパ中世における人間と

自然の関係を平和的・融和的なものとみる通説

的な見方に対して、A・W・クロスビー『生態

的帝国主義』のように「特殊ヨーロッパ的帝国

主義」の自然への野心を強調する見方にも一定

の意味があるとしたが、これを海という自然に

則して考えることが重要なのであろう（森本

「ヨーロッパ中世における自然の領有」『シリー

ズ世界史への問い』1989 年）。

いずれにせよ、ヨーロッパが外民族の侵入を

免れたのは、二度目の民族移動が一種の対外的

なまとまりを形成する方向に結果したためなの

であろう。そして、これはヨーロッパが対外的

には一つの「帝国」として機能していたことを

意味するのではないだろうか。もちろん、ヨー

ロッパにおける帝国的構造とは、ヨーロッパ規

模の世俗帝国の成立ではなく、カソリック教権

の下で同一の大陸平野に複数の帝国が分立する

という構造である。つまり、渡辺節夫がいう、

アンジュー帝国、神聖ローマ帝国、カペー王朝

（それを継いだヴァロア朝）という三つの帝国

の競合する世界である（『中世英仏関係史』終章、

朝治啓三、渡辺節夫、加藤玄編、創元社、2012

年）。そして、本書を読んでいると、そのうち

のアンジュー帝国の成立はノルマン・コンクェ

ストの歴史的結果であるという見通しに導かれ

るように思う。

これは東アジア、中華圏において外民族の恒

常的な圧力の下、大陸平野規模の集権的な一つ
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の帝国が維持されたことと明瞭に区別されるが、

このようなヨーロッパと中華圏の国家形態の相

違は、さらに突き詰めれば「帝国」的構造の内

部における分権制あるいは連邦制の存否という

問題に帰着するのではないだろうか。

普通、中国の国制は「郡県制」か、「封建制」

かという枠組みで議論されるが、老子の「小国

寡民」の政治思想は、秦帝国の前夜という情勢

を見すえて、大国・小国の対等な連邦制を構想

したものであったらしい（拙著『現代語訳　老

子』、近刊）。この時期の『老子』の影響の大き

さからすると、「郡県・封建」という枠組みは、

むしろ老子的な連邦制の志向の挫折の上に展開

したものであるという見通しも可能であるよう

に思う。

これに対してヨーロッパにおいては、ゲルマ

ンの諸部族国家が大陸平野の全域をおおって分

立したことが、直接にフェデラルな関係、連邦

制の原点となった。その分権的構造は、ヨー

ロッパ内部の各帝国内部に維持され続けたので

ある。つまり、これらの帝国においては、侯

国・領邦レヴェルにおいて裁判権・軍事権を有

する公権力が存在していた。彼らは「国主」と

いう点で共通する半ば対等な身分であった。カ

ロリング王朝では克服されていたものの、それ

は従来の部族的な小王の伝統も引いていたので

あろう。侯国の「国主」は、指輪・剣・旗幡・

王冠にいたるまで王位を表示する様々な物を教

会儀式において手交された（『封建社会』二巻 2、

第二章）。彼らの地位にともなう代表権・儀

礼・領主権などの結晶化は、「国王」と呼ぶほ

どには確実な制度実態をもたないとしても、身

分的には王侯に近い。

このような東西の国家形態の歴史的相違は、

その社会構成の相違をどう考えるかにも深く関

係してくる。つまり社会構成の範疇が下部構

造・上部構造の双方を覆うものとすれば（池享

「社会構成体論と社会構成史」『歴史学が挑んだ

課題』大月書店）、連邦制は古典的規定として

のレーエン制と並んで、封建制を構成する範疇

となるはずである。そもそもレーエン制の中枢

は王と侯伯の間の双務的な関係であって、それ

は地域構造からいうと連邦制と表裏一体の側面

をもっているのではないか。レーエンは「帝

国」・王国を超えて展開し各領邦は閉じられて

いた訳ではなく、また連邦制的な関係は法的関

係というよりも人的な紐帯によって組織されて

いるから「半」連邦制というべきかもしれない

が、これまではこのような問題を構造的にとら

えず、分権制一般の問題として抽象的に捉えす

ぎていたようにも感じる。有名なヨーロッパの

レーエン制の双務性なるものも、国家の地域構

造が連邦制的な色彩をもっていたことに規定さ

れていたのではないか。ヨーロッパのパトリオ

ティズムは要するに郷土＝ラントの意識である

が、この連邦的なラント意識の強さとレーエン

制の自立的・双務的性格も裏腹の関係というこ

とになるだろう。

またブロックがいうように、ヨーロッパ封建

制に特徴的な「動く宮廷」は権力の地域分裂が

前提になって、王も貴族も動き、その動く宮廷

に全貴族が集うという独特な体制である。これ

は中村敦子「ノルマン征服とアングロ・ノルマ

ン帝国」（前掲『中世英仏関係史』）によれば、

むしろ帝国構造として理解すべきものであると

いう。このような帝国においては本質的に官僚

は二次的な存在にすぎないが、それは素朴な組

織ということではなく、先行する人的関係の周

囲に宮廷機構を随時かつ不規則に形成する帝国

－連邦システムに照応した強力な体制というこ

とになる（教会関係が官僚制の代置という側面

でも重要な位置をもつが）。たとえばマルクス

は「封建制度の本質」を「領主と家臣の間の相

互の人身サービス」と定義した上で、（それが）

「小農民が彼の土地を封土として占有するとい

う擬制」に拡大するとしており（『資本論草稿集』

9，439 頁）、ブロックの『封建社会』も、その

ようなレーエン関係の網の目の下降拡大に封建
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社会の基本的性格をもとめている。そこに帝国

－連邦システムが公的権力としてそびえ立つと

いうことではないのだろうか。

このようにヨーロッパ封建制の中に「帝国－

連邦」という問題を入れてくると、たとえば、

ブロックが、ヨーロッパレーエン制の双務性を、

「権力を拘束しうる協約という観念を強調する

ところに西ヨーロッパ流の封建制の独自性」を

認め、そこに「西ヨーロッパ文明に今日も我々

が存続を望んでやまないあるもの」（『封建社会』

最後の文章）を見るとしていることに様々な留

保をおきたくなる。しばしばヨーロッパ独特の

体制として評価されるラント意識の強さやレー

エンの双務性の前提には、やはり広い意味での

帝国的構造をみざるをえないのではないかとい

うことである。

おわりに

本書を読んでいて楽しかったのは、小学生の

頃の愛読書であった『飛ぶ船』に登場する、バ

イユーの綴織を織ったという伝承をもつノルマ

ンの姫君、マチルダの活発な姿を思い起こした

ことである。しかし同時に、彼女が城外の住民

について「サクソンの豚め」と罵ったという一

節の意味を考えさせられた。John Gillingham, The 

Beginnings of English Imperialism, Journal of 

Historical Sociology, 5, 1992 によればブリテン島

内での「野蛮」対「文明」の理念は、12 世紀

以降、イングランドのケルト認識において発展

したといわれる（岩井淳「二つのブリテン帝国

と連合王国」松本彰など編『国民国家と帝国』）。

『飛ぶ船』の子供たちはマチルダを諫めたが、

彼らはケルト差別から自由であったのであろう

か。この物語は北欧神話をベースとして語られ

ることの意味は何かというような問題である。

アンジュー帝国につらなるノルマン・アング

ロ国家の帝国性をいう場合に、ケルト差別の問

題の位置づけが大事だろう。ここに十字軍以降、

イスラム帝国への挑戦の中で形成されたキリス

ト教的な「人種」意識が、スペインのグラナダ

攻略とユダヤ人迫害のなかで企図された環大西

洋戦略のなかで「白人種」意識に転換していく

起点があったのではないかと思う。

ブロックは「旧ゲルマニアの国王たちは好ん

で彼らの系図を神々にまで遡らせた。国王自身、

アセス、すなわち半神に似ていたので、国王が

遺伝的に伝えていた神秘的な力から、人民は戦

闘における勝利を、平和の時には田畑の豊饒を

期待していた」（『封建社会』二巻 2 第二章）とし、

そのような君主の神権制は塗油の儀式（この点

が領邦主と異なる）により担保されると述べて

いる。このような観念は、おそらく「民富」の

時代、コンクェストに参加したノルマンの農民

兵士の系譜を引くような人々の間でも下支えさ

れ、ケルト差別のイデオロギー的根源となった

のではないだろうか。

フレドリクソン『人種主義の歴史』は人種主

義を遡っていくとヨーロッパ諸国の王権の血統

神話に突き当たるとしている（L・ポリアコフ

『アーリア神話』も参照）。スペインではゴート、

フランスではフランク、ドイツではゲルマン、

イギリスではアングロ・サクソンとノルマンな

どのゲルマン諸族の神話である。彼らはキリス

ト教信仰を受け入れるなかで、そのような系譜

神話をアダム・ノア以来の旧約聖書の系譜と奇

妙な形で結びつけた。たとえばゴートの王はノ

アの子のヤペテの血統を引いており、イギリス

の先住民ブリトン人も同じだが、アングロサク

ソン人はノアの長子セムにつながる血統をもっ

ているなどの伝説である。こうしてヨーロッパ

各地でゲルマンの王権神話が絶対主義王権の血

の呪物性の神話（王権神授説）に結晶したので

ある。トマス・ペインは、これを一言で要約し

て「異教徒は死んだ国王を崇拝した。そしてキ

リスト教徒の世界は、このやり方を進めて生き

ている国王を崇拝した」と述べている（『コモ

ン・センス』）。死んだ国王に対する崇拝とは王
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権神話そのものである。要するに、二度目の民

族移動をどう考えるかは現代のグローバル・

レーシズムの歴史的起点をどう考えるかにも関

わってくるのではないだろうか。

最後となるが、以上の脈絡を追ってくると、

私は、歴史学として、このレーシズムの問題に

向き合うためにも、封建制範疇をどう考えるか

という古典的な問題を処理しておくことが必要

なのではないかと考える。いうまでもなく、こ

れについてまず参照されるべきなのは、1997

年の日英歴史家会議におけるスーザン・レイノ

ルズの報告「封建制概念は何らか有益な目的に

役立つか」とそれに対する森本・鶴島の両氏の

コメントであろう。よく知られているように、

レイノルズの報告は封建制概念の有益性を全否

定したものであるが、私は、『歴史学をみつめ

直す―封建制概念の放棄』（校倉書房、2004 年）

において、後に活字化されて著書におさめられ

た森本のコメント（「封建制概念の現在」『比較

史の道』）に賛同し、ヨーロッパにおいては封

建制概念は依然として有益であるとし、そして

その上で、封建制範疇は日本の歴史社会の理解

には有用ではないと論じた。日本史では新渡戸

稲造『武士道』以来、日本の徳川社会は封建制

とされることが多く、その根拠としてしばしば

マルクス『資本論』の本源的蓄積章の一注記が

挙げられることがあったが、そのような理解は

正しくないということも論じたところである

（拙稿「Ｃ・ギアーツの Involution と東アジア

の近世化」『岩波講座日本歴史』17 巻月報など）。

もちろん、レーエン制が後次的に導入された

ブリテン島において封建制範疇が有用かどうか

は問題が残るが、私は、以上のべた連邦制とい

う論点からしても上記の私見を維持したいと考

えている。その上で、今回、これを議論してい

く場合、ブロックの『封建社会』の議論の趣旨

を十分に点検することが必須であることを再認

識した。それは上記論文における森本の封建制

定義がブロックの定義を基本的に踏襲したもの

であるからであり、さらにはブロックの比較史

的な議論をそのまま認めてよいかは別として、

それが、日本の天皇の神秘的な性格を塗油に表

現されるようなヨーロッパの君主の性格と対比

して論じ、さらにヨーロッパが外民族の侵入を

免れたという特権が日本にも類似しているとい

う見通しの上に立った、極めて含蓄に富むもの

であることを思い知ったためである。
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シンポジウム『バイユーの綴
タペストリ

織の世界』への返礼

鶴　島　博　和

はじめに

熊本の地で、それも九州西洋史学会と熊本大

学文学部西洋史研究室の協賛というかたちで、

拙著『バイユーの綴織を読む』（山川出版社、

2015 年）をめぐるシンポジウム「バイユーの

綴織の世界」が開催されたことに心からお礼を

申し挙げます。かなり前から準備の労をとられ

た、山田雅彦、春田直紀、三瓶弘喜、中川順子

の四氏には感謝の言葉もありません（敬称は略

します）。年末の忙しい時期に、東京、奈良、

愛媛という遠隔の地から遠路「辺境の地」にお

いでくださった小澤実、山辺規子、森貴子、保

立道久の四名の報告者には頭を下げざるを得な

い気持ちです。また、列席されている方の中に、

遠くは仙台から、東京、大阪、京都、広島と、

どう考えてもこの事のためだけにいらした顔を

みるにつけ、喜びで心が張り裂けそうです。本

来ならばこうした栄誉に相応しい「大学者」然

としてお話を聞けばよいのでしょうが、私はそ

のような器ではありません。いつも自分の勉強

不足に怯え、薄氷を踏む思いで研究を続けてき

ました。いつか雪風に佇む島梟でありたいと申

し上げたことがあります。今を生きることに無

心でありたいと思うから、四本の報告に対して、

私なりの素直なコメントをして返礼にかえたい

と存じます。非礼の段をお許し願いたい。

ただ、コメントをするといっても、四つの報

告の内容も方向もまとめることはできません。

それで一番大きな枠組みを提示した保立報告を

導きの糸として、そこから残りのお三方の報告

へのコメントを紡いでいくという方法をとりま

す。保立報告「日本史からの感想―封建制・連

邦・帝国―」は、マルク・ブロックの封建社会

論を基盤にして、保立の「思い」を綴ったもの

です。報告を聞きながら、私は保立の豊かな感

受性とブロックへの熱い思いに押し込まれそう

でした。しかし、ブロックの議論は 1930 年代

までの研究成果であり、2017 年の地平に立つ

と首肯できないものが多いのです。ここは、日

本史研究を牽引する代表的な研究者が、マル

ク・ブロックをどう読んだか、ということを考

慮しながら話を進めたいと思います。私にとっ

てもブロックの『封建社会』は、若いときまさ

に座右の書であったのですからそれだけでも意

味のあることでした。なお、当日はスライドを

用いて原稿なしの口頭でのコメントでしたので、

ここでは当日のメモ書きを中心に論旨を変えな

いことを留意しつつ、そして非礼を省みず、筆

を進めたいと思います。ご容赦のほどお願い申

しあげます。以下文体はである体に変更します。

連邦制と帝国

保立は、「世界史は紀元前後から激しさをま

したユーラシアのステップ地帯の民族大移動の

流れによって左右される。その結果…ゲルマン

の諸部族国家が分立した。ここにヨーロッパの

連邦制の原点がある。ローマ帝国はビザンツに

移動し、ゲルマンの部族国家が共通の権威とし

てローマ教会をいただくという「辺境」による

文明の継承である…北魏―隋唐帝国は、いわば

メロヴィング・カロリングにあたるといっても

よい」と比較史的な視点から論を始めた。その

一方で、続けて「分権構造は、ヨーロッパ内部

の各帝国内部に、半連邦的構造というものが
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あったためではないか」という。連邦制という

言葉の意味はいまひとつ明確ではないが、それ

が帝国とどう関わるのか、という説明は最後ま

でなかった。このことは保立というよりも、

ヨーロッパ史、あるいはイングランド史の研究

者による「帝国」概念の安易な使用に原因があ

る。ここで、かなり雑駁ではあるが、私の暫定

的な帝国概念を示して話を進めたい。

帝国とはまず、文明圏である。文明圏とは、

時間（暦）や空間（度量衡）や交換手段（言語

と貨幣）といった象徴価値を共有する広域社会

である。歴史的には、帝国は三つの類型がある。

一番目のものは「中華・ローマ型」で権威と

権力は皇帝（権）に一元化され、皇帝は文明圏

の支配者として現存する円形構造をとる。その

中心には暦を支配する皇帝が所在する首都が存

在し、それゆえ方位と周辺が構造化され、生物

身体的な度量衡が布告される。一方で、漢語と

ラテン語（ギリシア語）という共通語と銅銭体

制あるいは銅銭と銀と銅による三貨体制が交換

を保証した。

これに対して二番目の中世の「ヨーロッパ型」

では、神に由来する地上の国の支配権は、執成

し機関である教会を通して、世俗の「皇帝」に

与えられ、教権と俗権の二元構造あるいは二焦

点の楕円構造をとることになる。文明圏として

のヨーロッパは、神の言葉であるラテン語とそ

の典礼そしてローマ教皇の裁治権を認める司教

座が広がる空間であった。したがって実質的な

帝国は存在せず、キリスト教圏という文明的枠

組みのなかで、教皇あるいはその代理人である

大司教の司式で戴冠された「皇帝」あるいは「国

王」のみが存在した。「国王は彼の王国内にお

いては皇帝」（rex est imperator in regno suo）なの

である。世俗の君主が度量衡の統一をはかるこ

とはあっても、時と暦は教会によって管理され

た。時は神に属し、暦は教会に属したのである。

貨幣に関しては、銀銭のみが流通した。たしか

に、13 世紀以降高額の銀貨、あるいは金貨は

出現したが、日常的な貨幣経済の活性化を示す

銅貨は近代になるまで一般的にはならなかった。

銀貨が交易を結ぶ血流であった。それだけに

16 世紀に大西洋の彼方から大量の銀が流入す

ることの意味は想像以上のものがあったであろ

う。

三番目は、多角的な決済を一点に集中できる

金融機構と軍事力を兼ね備え、植民地を有する

「近代世界システム」における帝国主義である

が、今回は視野の外におく。

ゲルマンの諸部族国家が国家として存立する

ためには、いまやコンスタンテノープルを首都

とするローマ皇帝の権威のもとにあるか、ヴァ

ンダルのように自らが小ローマ帝国化を志向す

るしかなかった。彼らが帝国の辺境を脱し、

ヨーロッパが個性ある文明となるには、自前の

権力の源が必要だった。その切っ掛けとなった

のが、800 年のフランク王カールのローマにお

ける戴冠と 812 年のアーヘンの和約である。こ

れによって、（中世）ローマ皇帝は、フランク

王を「西の皇帝」として認めた。その後、この

「西の皇帝」をヨーロッパの人々がどのように

解釈したかはここでは問題ではない。大事なこ

とは、後にヨーロッパを構成する土地に自前の

権力の源が誕生したことにある。

もう一つの問題は、教皇庁の組織化にある。

教皇庁が俗権に対するもうひとつの焦点とし自

立したのは最終的にはこの「バイユーの綴織」

の時代に属する。「辺境によって文明の継承」

が行われたのではなく、世界の構造変化のなか

で、新たな文明が造り変えられたのである。私

が、保立の一種の「辺境革命論」を首肯できな

い理由は、ここにある。

教皇と教会

では教皇庁の自立はどこに求めればよいであ

ろうか。この問題が、山辺報告と森報告を繋ぐ

糸針である。山辺規子「もう一つのノルマン・



九州西洋史学会

－ 25 －

西洋史学論集　第 55 号（2018 年 3 月）

コンクウェスト―南イタリアのノルマン征服

―」の強調点は、南イタリアのノルマン征服は、

北とは異なり征服プロジェクトではなく、傭兵

などで入植したノルマン系騎士たちの「国盗物

語」であるということにある。ただ、論旨が多

岐にわたるので、拙著との関係からも重要であ

るにも関わらず、あまり議論できなかった教皇

ニコラウス 2 世（在位 1059-61 年）と 1059 年

の「メルフィの和約」（The Treaty of Melfi）に焦

点を絞って話を進めて行きたい。

教皇庁が自立するためには、財政基盤に加え

て、人事の自首制と法の自律制が必要となる。

ニコラウス 2 世は、南イタリアのノルマン貴族

の軍事援助を受けて、ローマ貴族と対立教皇ベ

ネディクトゥス 10 世（1058-1059 年）と争う

なかで、ローマ貴族を排除した枢機卿による教

皇選挙方式を打ち立てた人物である。ノルマン

人は教皇の「闘犬」（忠実とは限らないが）とし

てこの動きに寄与した。教会の人事権掌握の動

きは、グレゴリウス 7 世以降の（ドイツ的な言

い方であるが）「叙任権闘争」へといたるのであ

る。自律性は、教会法の確立の話である。「バ

イユーの綴織の世界」は、まさに教皇庁の制度

化（curia）の時代であった。

「メルフィの和約」は、教皇ニコラウス 2 世が、

ロベール・ギスカールとカプアのリシャールに

対して、南イタリアにおける彼らの支配地の

「統治権」（regnum）を承認したものである。和

約においては、後の教皇グレゴリウス 7 世のヒ

ルデブランド、枢機卿フンベルトゥスやモン

テ・カッシーノ修道院長デシデリウスが出席し

て教皇の脇を固めていた。「もう一つのノルマ

ン・コンクェスト」は教皇によって仕上げがな

されたのである。アラゴンのような所謂ヨー

ロッパの周辺地域の君主の支配地は、王国とし

て教皇によって授封された。保立の言う連邦制、

あるいは諸国家体制の源は、ヨーロッパ的帝権

の確立と教皇庁の自律を原点としている。

1066 年の北のノルマン征服に際しては、教

皇アレクサンデル 2 世は、イングランド教会改

革のための「聖戦の旗」をウィリアムに与えた

という。しかし、カンタベリー大司教スティガ

ンドの兼職が問題になったというが、私には兼

職が大きな問題であったとは思えない。むしろ

彼が大司教のパリウムを対立教皇ベネディク

トゥス 10 世から受け取ったことこそが、改革

教皇にとっては認められない事実なのであって、

改革を推進できるとは思ってはいなかったであ

ろう。征服後のイングランドの教会は依然とし

て強い国王支配下にあり、改革教皇庁の路線と

は相容れないものであったのである。

1070 年にスティガンドを廃してその座につ

いたランフランクは、イングランド教会の人事

の一新を行った。この中でウースター司教ウル

フスタンは活躍した数少ない征服前からのイン

グランド人司教であった。森貴子の報告「『ノ

ルマン征服』と教会―ウースター司教ウルフス

タン 2 世の事例から―」は、司教ウルフスタン

を、ウースター司教との兼職を教皇に否定され

たヨーク大司教エアルドレッドやその後任であ

るバイユーのトーマスの司教座への干渉を廃し

て、司教座管区の権益を守った「英雄」として

描いている。

しかし、彼女の詳細な検討に関わらず、ヨー

ク大司教がなぜウースター司教座に干渉したの

かについてもう少し説明がほしいと思う。最初

の兼職司教は、ウースター司教オズワルド（在

位 961-992 年）で、972 年にローマでヨハネス

13 世からパリウムを授与され、ヨーク大司教

（在位 995-1002 年）を兼ねた。教皇は兼職を

認めたのである。オズワルドは、エドガー王（在

位 959-975 年）による修道院改革の担い手の

一人で、皇帝オットー 1 世への使節となるなど

国政に関わっていた。ウースター司教座を改革

し国王宮廷の構成員であるその司教をさらに

ヨーク大司教に任ずるのは、統合の核となった

ウェセックスに拠点を有する王権のマーシアと

ノーサンブリアへの統合力を強化する意味が
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あった。明らかに兼職と呼べるのはエドガー王

からエセルレッド王までの時期に任命されたオ

ズワルド、エアルドウルフ（在位 995-1002 年）、

ウルフスタン 1 世（在位 1002-1016 年）の三

人だけで、北部に権力基盤を有するクヌートが

王位につくと大司教と司教に兼職の任命はな

かった。さらに、その後のエルフリックにしろ、

エアルドレッドにしろ、兼職期間は一年に過ぎ

ず、王位をめぐる政争や教皇の意向という、

時々の政治的力学が働いたものである。「バイ

ユーの綴織」の時代のイングランド教会史は、

教皇庁が自首制と自律制が求めアンシュタルト

化していく流れと、王国の権力基盤とカンタベ

リーとヨークの首位権をめぐる争いという視点

から考えなくてはならないだろう。

海洋と船

拙著に一番関係深い報告は、小澤実「ヴァイ

キング船と船舶共同体」であろう。ここで、私

が気になったのは、北欧の研究者が持っている

ヴァイキング船至上主義である。9 世紀から

12 世紀中ごろまでの北西ヨーロッパにおける

船を、800 年頃には技術的に確立したであろう

竜骨の発達したボートで説明する傾向がある。

しかし、2 世紀ころの甲板を持つローマのシッ

プ（ブラックフライア型等）が衰退したのは、

何よりも桟橋などの港湾施設の衰退によるとこ

ろが大きい。それに伴って、陸揚げや乗り降り

が容易なボート型の船の利用は英仏海峡世界で

も独自の展開を遂げていったのである。

サットン・フーから出土したボート型の船墓

は、7 世紀前半のイースト・アングリアのおそ

らくは王のものであろう。墓として作られたも

のではなく、彼が生前使用していたものである

が、ボートには竜骨がない。厚板を竜骨の代わ

りに使用する型のボートは、その後も海峡世界

で利用されていった。9 世紀後半から 10 世紀

前半のグラヴェニー・ボートは、厚板竜骨型の

船であるが、ライン川とテムズ川の交通に使用

された。積荷の玄武岩の石臼は規格化されたも

ので、日常的な交易が行われていたことを示し

ている。紀元 1000 年前後にライン川で使用さ

れたフルク船は、樫の一本木の丸木舟に両舷側

を補強したボートであるが、その大型船がロン

ドンから出土している。

「海域世界」を特定の型の船による交通が成

立する場と考えれば、中世前期の西ヨーロッパ

海域はボートの世界であった。しかしそのボー

トをヴァイキングのものと考え、それによる海

域ネットワークを強調するするあまり、多種多

様な船による、存在したであろう多様な海域

ネットワークと、小澤の言葉を借りれば多様な

船舶共同体への探求に目をつぶってしまう危険

性がある。北西海域を考える場合には、ドッ

ガーランドの存在が大きいであろう。北海の南

部からテムズ川河口域まで広がるこの広大な漁

礁は、氷河期には陸地だった場所で、当時テム

ズ川とライン川は西と東からドーヴァー海峡に

流れ込む河川であった。ロンドンとケルンの密

接な関係は、まさにテムズ－ライン回廊のなせ

る業なのかもしれない。

紀元 1000 年頃には、ロンドンは一大交易地

で、そこにはライン川、マース川、ソンム川、

セーヌ川水系の港湾交易地から商人が訪れてい

た。ケルンからの商人の重要性はいうまでもな

く、ルーアンの商人は大型船でクジラやイルカ

の肉を運んでいた。ルーアンはヴァイキングだ

けの港町ではないのである。

船舶共同体は、移住先でその土地の環境に適

応した船舶技術を必要とし、その土地にあった

資材利用と船舶技術を獲得し、変容あるいは同

化していくものであろう。このあたりの小澤の

考えを聞いてみたいものである。ウィリアム公

（ノルマンディ側の史料でも Willelmus と表記

することが多いのだが、イングランド史の研究

者でもギヨームとすることが多いのはなぜか）

は、ノルマン征服のために船を新造したといわ
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れるが、一般に言われる 700 隻を造るとする

とセーヌ川流域の森林破壊につながり、切り出

した木材を造船地まで運ぶ人力をノルマンディ

は持ち合わせておらず、ましてや、おそらく

6 ヶ月程度の短期間で全部をそろえることは不

可能である。環境や技術を視野に入れない「海」

の研究は危うい。

「封建制」―おわりにかえて―

最後に「封建制」に手短に触れて、私の返礼

を終えたいと思う。私がロンドンで最初の研究

と呼べるものを始めたのは、「封建制」概念の

有効性への疑問からであった。史料にある封土

（feodum）がどのような意味内容をもっていた

のか、が最初の問題提起であった。しかし私の

未熟さや 1980 年代前後の研究状況の中では十

分理解されたとはいい難いであろう。今であれ

ば、土地を媒介として結ばれたパトロネージが、

物権関係に変質することで、封土は財産権のカ

テゴリーに入ったとでも言うだろうか。変質し

た封土を指標にして 11 世紀をみてはならない、

と言いたかっただけである。日本の学界の先学

に学説の正統性を壊してはならないと忠告され、

暗澹たる思いになったことを覚えている。

一つの光が見えたのは、スーザン・レイノル

ズが 1981 年にバトルで行った報告（Susan 

Reynolds, ‘Bookland, Folkland and Fiefs’, Anglo-

Norman Studies 14, 1992, 211-27）であった。報

告内容の類似性に驚きコメントをした。私の

1979 年のロンドン大学歴史研究所での報告を

覚えていた友人も驚いていた。彼女の議論は、

Fiefs and Vassals, Oxford 1994 に纏められて大き

な反響を呼んだ。今ではイギリスの歴史家で

Feudalism を語る人はあまり見かけなくなった

（これに対してドイツの歴史学界の状況は検討

に値するであろう）。しかし、私は今では類似

以上に相違点のほうが気になっている。それが

明らかになったのは、1997 年 9 月に東京で開

催された、第 2 回日英歴史家会議で、レイノル

ズと故森本芳樹と三人でセッションを組んだと

きである。レイノルズは生産過程に封建制を使

うことは同意する。しかし社会関係にはこの

「血塗られたフランス革命の概念」を導入する

ことと、教会の史料を用いることは否定的で

あった。前者はともかく、私はいまだに後者の

意味がわからないでいる。私は、縦であれ横で

あれ、いろいろな人的関係のあり方を総動員し

て社会構造を再構成したいと、言ったことを覚

えている。

最後に一言。「ノルマン・コンクェストが一種

の帝国構造を導いた」のでありません。「神の恩

寵によってイングランドの国王であり、アイル

ランドの主人であり、ノルマンディとアキテー

ヌの公であり、アンジューの伯であるジョン」

（Iohannes Dei Gratia Rex Anglie Dominus Hibernie 

Dux Normannie et Aqitannie Comes Andegavie）

という国王称号の裏にある権力複合体の構造を、

ただ「アンジュー帝国」とするのであれば、「歴

史の神様」に申し訳ないと思うのです。




