
《エッセイ》 

西洋中世史から世界史学へのはばたき 

―鈴木成高、上原専禄とアルフォンス・ドープシュ― 

吉川 弘晃 

はじめに 
新しい歴史研究の視点として「グローバル・ヒストリー」の必要性が叫ばれて久しい。だ

がしかし、「普遍的」に見える概念は、個別的な時間と空間に即して検証され、それが背負
ってきた歴史性と権力性を踏まえた上で使用されねばならない。それこそ、20 世紀の偉大
な知性たち、或いはニーチェ、ハイデガー、フーコーに連なる者たちが我々に遺してくれた
歴史の教訓である。とすれば、「グローバル・ヒストリー」を日本という知的土壌で考える
ためには、「世界史」という概念の系譜学が不可欠となる。 
 結論を先取りして言えば、日本における「世界史」概念の形成には、西洋史家の知的活動
と問題意識が重要な役割を果たしてきた。先進的な西洋の文物を学び、これを日本・東洋発
展の肥料となす 1。「西洋学」（オクシデンタリズム）に励む人々はそんな高尚な使命を帯び
ると同時に、所詮は「輸入学問」でしかないのではないか、という問いに晒される。そこで
西洋史家たちは「西洋とは何か」「世界史（における日本）とは何か」と壮大な問題に身を
浸すことで自らの存在意義を証明せざるを得ない。 
 西洋史学者たちが背負った「世界史」を巡る知的格闘の軌跡を描くための一歩として、本
稿はまず、日本における「世界史」の構築に深く関わった二人の西洋史家として上原専禄と
鈴木成高を選び、何が 2 人の意識を「世界史」へと向かわせたかを明らかにする。第一に、
両者の歴史家としての原点が中世史研究にあったことに注目し、1920～30 年代のヨーロッ
パ中世史研究の代表格アルフォンス・ドープシュの功績と論点を確認する。第二に、ドープ
シュに影響を受けた上原と鈴木が、いかにして中世史家から世界史家へと変化したのかを
両者の戦前・戦中の活動から読み解く。本稿は、報告者が進める研究計画「『新しい世界史』
の系譜学―ランケ・京都学派・上原専禄―」2の火蓋を切るための、威力偵察的なエッセイ
である。

1．アルフォンス・ドープシュ―「西洋の没落」時代のヨーロッパ史研究―
16 世紀から現在に至るまで、ヨーロッパの歴史思想は三時代区分法と運命を共にせざる

を得ない。ルネサンスという言葉の語義に立ち帰れば、理想的な「古代」が先立って存在し、
その古典を「復興」するのが我々の時代たる「近代」である。積極的な意義づけがなされる

1 戦前・戦中期日本での西洋史学の展開は、以下参照。土肥恒之『西洋史学の先駆者たち』中央公論新社、2012 年。 
2 これは、歴史論研究会関東部会第 2 回研究会（2019 年 7 月 28 日開催）に捧げた仰々しい報告題目でもある。その報

告内容と本稿とは一部内容が被るものの、大幅に構成や内容を変えているため、別個に報告要旨を掲載することにする。
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古代と近代の同盟関係に挟まれる形で、「中世」は世界が停滞した暗黒期として消極的に象
られてしまうのは、いわば近代歴史学が必然的に孕んでしまう原罪なのだろう。 
 それでもなぜヨーロッパ人は中世史を究めんとするのか。乱暴な言い方をすれば、近代的
な歴史思想が前提とする単線的発達史観が危機に陥るとき、それまで抑圧されていた中世
という歴史的世界は急に彩りと瑞々しさを帯びて立ち現れる。普遍的理性に向かって人類
が等しく進歩していくという史観は、その歩みがやがて頓挫して汚辱と残虐の結末を迎え
る時、もう一つの史観を産み出す。言うまでもなく、フランスの「大革命 Révolution」は、
西欧の諸地域にロマン主義的な「反動 des contre-révolutions」を引き起こす。古代＝近代
を「光明 lumière」としてきた歴史観がひっくり返るとき、蒙昧で「凡庸」なる中世 Moyen 
Age は、我々「国民」の還るべき場所としてオーラを放ちはじめる。 

ヨーロッパ史学というアリーナで永遠に続くであろう闘争。それはとりわけ、４世紀末の
（西）ローマ帝国の滅亡をどう位置づけるかをめぐるものだ。あれは、地中海を中心に栄華
を極めた普遍的な「文明」を、黒い森からやってきた「蛮族」が掠奪した愚かな「断絶」だ
ったのか。それとも、沈みゆく「文明」の欠片を拾い上げた我々の父祖による「継続」への
懸命な努力だったのか。この問題はヨーロッパの自己認識の試金石である以上、幾度の議論
を経ても、断絶説・継続説の一方のみが優勢になることはない。21 世紀になっても「古代
末期論争」として解決を見ていないという（南雲 2020）。 
 第一次世界大戦後の崩壊・革命・内戦の最中、「西洋の没落」というフレーズが漂い、知
識人たちは物理的な苦境と精神的な危機に襲われた。19 世紀後半のヨーロッパで、科学技
術と社会進化論に支えられて新たな形を見せた進歩史観は、まさにその両者によって破綻
する。しかも今度の破綻は、西欧一国のそれではない。飛ぶ鳥を落とす勢いの「東洋世界」
に対する、「西洋世界」全体の破綻かもしれない「陽暮れゆくくに Abendland」を護持せん
とする人文学者の喫緊の任務は、ヨーロッパの古代・中世の間に連続性を見出し、その歴史
的な一体性を証明することにあった。 
 こうした社会的要請を引き受けた 1920 年代の西欧諸国の歴史家のなかで、最大の名声を
勝ち得た一人がアルフォンス・ドープシュ Alphons Dopsch（1868-1953）であった。ドー
プシュは 1868 年にベーメンに生まれ、ヴィーン大学にて中世史研究の道に入り、1890 年
に地域史で博士号を取得。その後はオーストリア歴史研究所での史料編纂を通じてカロリ
ング期の経済史研究に大いに貢献する。第一次大戦後に書かれた２巻本の代表作『ヨーロッ
パ文化発展の経済的社会的基礎』（Dopsch 1918/20＝ドプシュ 1980）は、まさしく古代か
ら中世への連続性を、ローマ帝国からゲルマン諸部族国家への平和的な移行を膨大な史料

読解と緻密な論証で裏づけるものであるものであった。本書は 維
ヴ ィ

納
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敦
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・巴里
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の紙価を高からしめ、アナール学派を含めた西洋世界の歴史家たちの尊敬を勝ち取
ることに成功した。なお、独墺合邦 Anschluß が迫る 1930 年代以降、ナチズムとドイツ中
世史学は共犯的発展を遂げるなか、ドープシュも親ナチズム的学術団体に属すことになる
が、その晩年の政治性の問題については立ち入らない。 
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ドープシュは「古代・中世連続説」の立証にその生涯を掛けつつも、その研究と教育では
徹底した史料実証主義に固執したという点は強調せねばならない。これは、当時、特にドイ
ツ語圏で同じテーゼを論証しようとしていた国民経済史（カール・ビュッヒャー）、社会学
（マックス・ヴェーバー）、文化史（カール・G・ランプレヒト）といった人々への痛烈な批
判でもあった。世紀転換期のドイツでは、個別具体的な出来事やその積み重ねのうちに、一
定の法則性ないし傾向性を見つけて、それらを類型化・概念化したり、段階図式に整理した
りするような、歴史研究・歴史叙述の新しい方法が提起されていた。これらは 19 世紀半ば
に確立されたランケ以来の「実証史学」に対する方法論的革新の試みであった。だが、それ
らに対してドープシュは冷淡な態度をとり続け、あくまで個別具体的な事実を一次史料か
ら解明するという「歴史主義」の方法に忠実であった 4。

結局、ドープシュは西洋中世史学に色褪せない業績を残したものの、方法論的な先駆者に
はなりえなかった。その名が戦後、史学史的記憶から薄れていくのは故なきことではない。
だが 3 人の中世史家がドープシュの仕事を評価し、その名を日本語圏に残した 5。そのうち
で本稿が取り上げる 2 人は、ドープシュから何を引き継ぐことで、西洋中世史から世界史
学へと翔び立ったのだろうか。 

2．上原専禄―史料実証主義への耽溺からその克服へ― 
ヨーロッパの歴史を研究すること。近代日本にとってそれは文字通り「実学的」だった。

明治中期、帝国大学が生まれて間もない頃、「文明国」に相応しい歴史編纂の方法論をすか
さず学び取ろうとする気運のもと、「西洋史学」という新たな学知は奇妙な速度で成長を遂
げていく。とはいえ、國史や東洋史と違って原文書へのアクセスが圧倒的に不利であるとい
う足枷を日本の西洋史家は抱えていた（いる）。 

そんななか、1920 年代に現地の史料群に飛び込んで、「実証研究」の先鞭をつけた西洋史
家こそ、上原専禄（1899-1975）である。東京商科大学の三浦新七（1877-1947, ランプレヒ
トの弟子）のもとで西洋中世史を志した上原は、1923～25 年にヴィーンのドープシュ・ゼ
ミナールへと身を投じる。上原の回想によれば史料批判の演習では屡々、「であるかも知れ
ない。しかし、でなければならない理由は」と師より厳しく反問されたという 6。この厳し
い修行時代の経験は帰国後、「原史料への沈滞」と自称する禁欲的な「実証史家」としての
上原の態度を形成し、1930 年代には『獨逸中世史研究』（弘文堂書房、1942 年）へと結実
する。

しかしながら、上原が苦労してドープシュから体得した「史料実証主義」の態度は、時代

4 本試論でのドープシュの伝記的記述は、Vollrath (1980) と Buchner (2008) を参考にした。両者ともドープシュを保

守的な方法論を採る歴史主義者として扱うが、その学内外での政治的立場については Vollrath が言及自体を避ける一

方、Buchner は詳細な情報（出自・所属団体・ドイツ語圏での評判・ゼミ生の就職先など）と共に検討している。 
5 本書の「訳者あとがき」によれば、本書の翻訳を勧めたのは、上原・鈴木と増田四郎（一橋大教授・ドイツ中世史）で

あった。以下参照。ドプシュ, アルフォンス（野崎直治ほか訳）『ヨーロッパ文化発展の経済的社会的基礎―カエサルか

らカール大帝にいたる時代の―』創文社、1980 年、1021 頁。
6 上原専禄『史心抄―家君退隠記念文集―』私家版、1940 年、33 頁。 
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が進むにつれて、国内外の情勢が緊迫化してイデオロギー闘争に学問が引き裂かれるにつ
れて、社会への効力を失っていく。当時、日本国民が歴史学に求めていた課題は、「過去は
一体どんなものだったのか wie es eigentlich gewesen war」ではなく、「我々（日本民族）は
どこに向かって（どこから）歴史を実践する（してきた）のか」であったのだ。 

日本の対英米開戦後、自らの歴史学に対する態度がいかに無力であるかを痛感した上原
は、「世界史的考察の新課題」という論文で、マクロな視点から歴史学の課題を初めて本格
的に考察した（上原 1942）。「大東亜戦争」を前にした日本人にとって「世界史」はどのよ
うに構築されるべきか。その前提として歴史学は次の三つの課題に取り組むべきだという。
①日本民族の精神特性の設定とその生成の考察、②日本民族に対抗する英米勢力の底にあ
る「ヨーロッパ精神」の本質の解明とその形成の考察、③「大東亜共栄圏」内の諸民族を文
化圏に区分した上で（日本・支那・南方仏教・回教・基督教の文化圏）、それぞれの精神特
性の設定とその生成の考察。

以上の論文が戦争協力の罪状であるかどうかはどうでもよい。ここで大事なのは、この実
証主義的な中世史家が戦火を前に発した叫びだ。「自分なりに戦争を通じて歴史的認識とい
うものがいかに意味のない、今までやってきた仕事が意味のない、役に立たんことをやって
おったかということへの反省を動機にして、自己というものと、日本というものと、世界と
いうものとを統一的につかむ方法について、それに中身を入れて考えていく必要を感じた」
7。戦後の上原は、細かい実証研究から一転して、歴史教育や世界史研究のための理論へと
その学問の中心を移していく。特に、日本を含めた非西洋地域の諸民族の歴史に対する役割
を重視するのが上原世界史の特徴である。その成果を注入した教科書『日本国民の世界史』
（上原 1960）は、人類の先史時代から入り、東アジア・西南アジア・南アジア・ヨーロッ
パの各世界が成立していき、近代にはヨーロッパ世界がそれ以外の世界に進出して、各々が
これに対抗していく中で「世界の一体化」が進んでいくという、我々が知る「世界史 B」の
基本的なプロットを作り上げたと言ってよい。 

1940 年代の戦争経験が上原を「世界史家」に転成させた一方、その根っこには 20 年代の
在墺経験があることを忘れてはならない。あくまで西洋史家として、ヨーロッパ人と同じ⽔
準の資料と方法論を用い、なおかつ彼らが解けない課題に向き合うことで、「ヨーロッパ的
方法によって、歴史学研究における日本人の主体性というものを確立していく」8ことを上
原は戦後も強調している。ドープシュのもとで現地人と同じ土俵で戦った経験こそが、歴史
を実践する日本人としての主体意識を確立し、西洋中心主義ではなく、自己‒‒日本‒‒東アジ
アから発する「世界史」を書く力を上原に与えたのだ。

3．鈴木成高―「古代・中世」問題から「世界史観」転換へ― 
「アフリカの年」に捧げられた『日本国民のための世界史』の栄光の影で、1950 年代の日

7 同上「世界史認識への一つの発想」上原弘江編『上原専禄著作集』第 19 巻、評論社、1997 年、107 頁。 
8 同上、120 頁。 
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本の歴史学会では「世界史」が血腥い響きを担っていたことを想い出そう。昭和 10 年代後
半、京都帝国大学文学部の 4 人の教員（哲学者・西田幾多郎の弟子たち）が構築した「世界
史の哲学」は、やがて勃発する「大東亜戦争」を次のように正当化することになる。20 世
紀初頭からの日本の擡頭がアジアの自立化を促し、19 世紀からの西洋の世界支配の歴史的
潮流を逆転させつつある、この戦争での日本国民の役割はそうした「世界史」の歩みに貢献
することである。このような「京都学派」の思想的実践に唯一、歴史家の立場から参加した
のが鈴木成高（1907-1988）である。 
 鈴木は上原とは異なるキャリアを歩んだ。京大で西洋中世史を専攻した鈴木は、恩師の相
次ぐ死去や病気による療養といったアクシデントに見舞われた上、研究生活が安定する
1930 年代中盤には国際情勢が悪化したため、ヨーロッパ留学の機会を逸してしまった。つ
まり、上原のような「史料実証主義」の方法論は鈴木には取りようがない。そこで鈴木は、
西洋諸国で出版された僅かな刊行史料と良質な研究書（二次文献）を読み込むことで、本人
の言葉を借りれば「片々たる獨創を求めるよりも卓れた糟粕を嘗めること」ことに専念した
のである 9。 

鈴木の修行時代は、死別した恩師の屍を嘗めることに始まる。坂口 昂
たかし

（1872-1928）か
らは、『獨逸史学史』（岩波書店、1932 年）の遺稿を整理することで西洋での歴史叙述の伝
統を、植村清之助（1888-1928）からは、遺著『西洋中世史の研究』（星野書店、1930 年）
の書評を通じて西洋中世史の実践のあり方を体得した。鈴木が後者において、植村書を評価
する上で比較対象とした研究こそ、ドープシュ『ヨーロッパ文化発展の経済的社会的基盤』
である。さらに初期の論文テーマが東ゴート王テオドリックや封建制度の起源を扱ってい
ることからも分かるように、鈴木の専門分野は古代末期・中世初期であることから、ドープ
シュと問題関心が重なっている。戦後、鈴木は特に評価すべき西洋史家としてフュステル・
ド・クーランジュ、ランケ、ブルクハルト、ピレンヌに加えてドープシュを挙げていたとい
う 10。

1930 年代、史料実証主義を貫いた上原とは逆に、鈴木はそれまで蓄えた史学史的知識を
もとに、時局が求める「歴史観」と「世界史」の問題に切り込む。当時の日本の知識人たち
は、西洋が先導して地球全体に広めた「近代」（個人主義・民主主義・資本主義……）が限
界に達している、これを日本やアジア諸国はいかに超克すべきか、という課題を掲げていた。
これに対し、「東洋的」ないし「日本的」価値を優位に置くことで「西洋」を克服すべきだ
と考える人々がいる一方、京都学派の哲学者たちは、あくまで西洋的なものを内在的に検討
し尽くした上で「東洋」や「日本」を対抗させていかねば真の「近代の超克」にはならない
と考えていた。だが、そのためには西洋史の専門知識が必要であった。 

鈴木の京都学派での役割は、ヨーロッパの歴史思想を内在的かつメタレベルで検討する
ことで「近代の超克」の寄与することであった。『ランケと世界史学』（鈴木 1939）で述べ

9 鈴木成高『ランケと世界史學』弘文堂書房、1939 年、5 頁。 
10 増田四郎「鈴木成高さんを憶う」『創文』（創文社）288 号、1988 年、7 頁。 
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る通り、「世界史」とはそもそも文化的概念としての「ヨーロッパ」の歩みである。「ヨーロ
ッパ」は政治的には分裂する一方、キリスト教を精神的紐帯として一定の連帯を保つ。個々
の民族・国家の歴史を関係性のもとで描くことで、古代末期から 19 世紀まで、西欧から東
欧まで、「ヨーロッパ」が時空間的に連続していることを見出すことに成功した点にこそ、
「世界史家」ランケの功績があるという。 

ここで問題になるのが、時代区分論である。第１章で述べたように、西洋史で近代を特権
視する思考は、古代を賛美して中世を卑下するという見方に根拠をもつ。実証的なデータが
いくら増えようと、近代中心主義を支える歴史観そのものをメタに批判せねば状況は変わ
らないと考えた鈴木は、ヨーロッパの世界史観の歴史を検討すると同時に（鈴木 1944）、古
代末期から近代までの連続性を強調する方針を取る。そしてドープシュの研究は、鈴木の歴
史論を補強する上で重要な機能を果たしていた。ランケ史観だと、少なくとも 5 世紀から
18 世紀まで連続した線を引くことができるが、さらにドープシュの研究は、（1）古代・中
世転換期の連続性をより高い精度で論証し、（2）12 世紀前後の社会経済構造に漸進的転換
（農村から都市へ）を見出している。これによって鈴木は、10 世紀以上に渡る―15・16 世
紀のルネサンスでさえも飲み込む―長い中世を豊かな色調（複数の段階）と共に論じること
ができたのである（鈴木 1947）。 
 鈴木の議論は次のように続く。有機的一体性を保っていたヨーロッパ世界は 19 世紀に全
球的な拡大を遂げるが、それと同時に非ヨーロッパ世界への依存度を増していく。第一次大
戦から両者の主従構造の逆転が生じつつある今（1920～40 年代）、日本・東洋・西洋の枠組
を越えた「現代的世界史」が求められる。そこで重要なのは、観察対象としての「事実」で
はなく、それらを歴史家（主体）が意義づけるための「歴史観」である。ここでは詳細や評
価は避けるが、この論理が「大東亜共栄圏」の駆動力となったのは間違いない。 

 戦後、公職追放となった鈴木は、東海大学や早稲田大学で西洋中世史の研究・教育を続け
る一方、高校世界史の教科書編纂に携わる（1958 年～、帝国書院）。奇妙にもドープシュの
薫陶を受けた 2 人の西洋中世史家は同じフィールドに集うことになる。ドープシュの方法
論を引き継いだ上原に対して問題意識を引き継いだ鈴木、「進歩的知識人」の上原に対して
「保守派」の鈴木、それぞれ引き受けたスタイルも政治的立場も異なるとはいえ、両者共に
「西洋」と「近代」を等号で結んで頂点とする「世界史」を拒み、日本人が主体的に描く「新
しい世界史」を追究したのである。日本の「世界史」概念の⽔底には痕跡が、西洋世界に内
在的に学びつつも、西洋中心主義を克服できるような歴史実践に自らの実存を賭した西洋
史家たちの傷跡が確かに認められるのだ。 
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