巻頭言
このレポート集は、明治大学文学部史学地理専攻西洋史学専修の基礎演習ゼミ（一年
次）の学習成果（2011 年度）である。10 名の受講生の手によるレポートは、それぞれ各
個人の関心や意識を反映して記述された。東日本大震災の影響で、本年度は時期を遅ら
せての授業開始となった。予定より授業数が少ないこともあり、計画していたいくつか
の課題をこなせなかったが、受講生はそれぞれ地道な学習とリサーチを重ねてくれた。
担当講師は基礎演習の目的を、各個人の学究的な思考様式の会得や、リサーチおよび
プレゼンテーション技術の向上など、インプット・アウトプットそれぞれの技術修得に
．．．． ．．．．．．．
置いた。一番の難問は、高校までの範囲学習や暗記主体の学習の価値観をいかに脱し、
かつ大学や社会における文学部の学生らしい思考様式を身につけるかにあった。受講生
と担当講師が双務的に緊張感を持ってこの目的に取り組んできたか否かは、各受講生に
もう一度考えて貰いたい。
大学一年次は非常に伸びしろの大きな時期であると同時に、高校から大学での教育の
変化という「壁」にもがき、悪戦苦闘する時期でもある。すべての受講生が成長したと
も言えるし、また同時にこの壁を乗り越えられていないとも言える。レポートにはその
側面が如実に表れている。しかし、こうした壁やハードルを意識することで、新たな大
学での学習目的を持てよう。今後の受講生の学びと成長に担当講師は期待している。
．．
そして、同時にどういう遊びを大学生活の中で覚えたのかにも関心がある。四月に、
とりあえず、小説を 30 冊、映画を 60 本、漫画を 100 冊くらいは読もうか（見ようか）
、
と言ったのは冗談でもなんでもない。ある学生は素直にこなしたかもしれないし、ある
学生はそんな言葉を無視して 30 本の演劇を観、10 回のコンサートに足を運んだかもし
れない。別の学生は CD アルバムを 50 枚聴き、また別の学生は 5 回も旅行したかもしれ
ない。なかには、サークル活動や学外の活動として主役として舞台に立った学生も複数
名いた。それでいいのである。こうした営為こそが、大学生の醍醐味であるのだから。
．．
．．．．．．．
そうした経験を丁寧に語り、
かつ関心を持たれるような人になって欲しいと、
切に願う。

2012 年 1 月 20 日

兼任講師 金澤 宏明
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ヴァイキング時代の人々の死
──葬儀方法から読みとる死後の世界
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

宇野

雅視

1. はじめに
北欧神話がギリシア神話や日本の古事記などと大きく異なる点は、神々の命は永遠では
なく、世界はラグナロク1によって滅びることが運命として定められている点だ。
『散文の
エッダ』の一篇である「巫女の予言」では、巫女がオージン神2に死者の国から呼び寄せら
れ、世界の創生から終焉、そして再生についてを予言として語っている。全 56 節から成る
「巫女の予言」のうち、ラグナロクにおける出来事を語った詩は第 34 節から第 48 節まで
だが、ラグナロクの存在は詩の前半部からすでに暗示されている。神の死に関して、巫女
は以下の二節で最も詳しく語っている。
「巫女の予言」の邦訳は、菅原邦城のものによった。
私は見た, バルドル3のために
血にまみれし神のために
オージンの子のために
運命[の糸]が隠されたのを.
野原より高く
おい育ち
ほっそりとしていと美しく
やどり木は立っていた.
ほっそり見えた
かの木から
悲しみの危うき矢がこしらえられ,
ホズ4が投げ放った.
そしてフリッグ5はフェンサリル6にて
1

神々と巨人族の戦い。ラグナロクにより世界は一度滅びる。
北欧神話の主神。バルドル神の父。
3 光の神。オージン神とフリッグ女神の息子。
4 オージン神の息子。バルドル神の兄弟。盲目であり、図らずもバルドル神を殺してしま
う。
5 北欧神話の最高位の女神。オージン神の妻であり、バルドル神の母。
6 フリッグ女神が所有する館。
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4

ヴァルホルの禍いを
悲しみ泣いた.
そなたらはまだご存知か――それともいかに？
(「巫女の予言」第 23-4 節)
本レポートでは、上記の二節に登場するバルドル神の死の描写を通じて、とくにヴァイキ
ング時代の北欧の死に関する文化を読み取ることを目的とする。

2. バルドル神の死と北欧人にとっての死後
レジス・ボワイエは『ヴァイキングの暮らしと文化』で、ヴァイキングの文明は、死後
の世界に関して二つの概念を持っていたことを指摘している。一つは単なる死後の世界
「ヘ
ル」であり、もう一つは精鋭の戦死者たちが向かう「ヴァルハラ」である。しかし、神話
において前者は別称ニヴルヘルとも言い、地獄や、そこを支配する半生半死の女王ヘル7自
体も指している。私は「ヴァイキング時代の人々にとって、ヘルは本当に地獄としての世
界なのか」という疑問を提示したい。優れた神であるはずのバルドル神が向かう場所とし
て、ヘルを地獄としてとらえることは一見ふさわしくないように感じられる。
そこで私は、
「ヴァイキング時代の人々は、地獄としての意味合いではなく、単に死後向
かう場としてヘルをとらえていた」という仮説をたてた。その理由は二つある。まず『散
文のエッダ』の一篇「バルドルの夢」に、
「バルドルの館には不純なものは入ることができ
ない」と記されているからだ。清純で優良なイメージの先行する神が向かう場として、地
獄はそぐわない。また神話中に、バルドル神が悪事を働いたという表記は存在しない。次
に、バルドル神と当時の人々の葬儀方法には数点の共通点があるからだ。仮にバルドル神
の弔いの描写が人々の葬儀を反映させたものであるなら、自分たちが死後に向かう世界と
して地獄を示すことには違和感がある。そこで、この後者の理由を、北欧神話におけるバ
ルドル神の弔いとヴァイキング時代の人々の葬儀に注目してより考察する。

3. バルドル神と北欧人
ここでバルドル神を紹介しておく。『スノリのエッダ』の一篇「ギュルヴィたぶらかし」
で、スノリはバルドル神に関して「彼はアース神のうちで最も賢く、雄弁で優しい神なの
だ」と語る。巫女の予言によってバルドル神の死の運命を知った母フリッグ女神は、世界
のあらゆるものと約束を交わし、
若すぎたために唯一約束を交わさなかったやどり木以外、
なにものもバルドル神を傷つけることができないように取り計らった。しかし、ロキ神8の
策略によって、バルドル神は盲目の兄弟ホズ神が投げたやどり木が刺さり死んでしまう。
この後、バルドル神は他の神々によって火葬され、死後の世界ヘルへ向かうことになる。
7
8

ヘルの支配者。ロキ神の娘で、身体の半分が生き、半分が死んでいる。
オージン神の義兄弟。巨人族の出身で、ヘルの父。バルドル神殺害の首謀者。
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次にヴァイキング時代とその時代を生きた人々について触れる。ヴァイキングはデーン
人・ノルウェー人・スウェーデン人、遅れてアイスランド人で構成されていた。彼らは船
を駆使して商業を行い、また略奪・盗みによって富を得ることもあった。およそ 9 世紀か
ら 11 世紀の間、ヴァイキングはデーン人を中心に活発に活動していた。商業の神であり狡
猾な策略家であるオージン神は特にデーン人に信仰され、ノルウェー人にはトール神が好
まれ、スウェーデン人は豊穣多産の象徴であるフレイ神9をひいきにしていた。『散文のエ
ッダ』は彼らが使用していた古ノルド語によって 9 世紀から 12 世紀ごろに記された歌謡集
であり、
『スノリのエッダ』は 13 世紀にアイスランド人の詩人スノリ・ストゥルルソンが
記した詩の教本である。

4. 神の葬儀と人々の葬儀
バルドル神の遺体は、自身の船フリングホルニの上に横たえられ、父オージン神の金の
腕輪ドラウプニルや馬具一式とともに、他の神々の手によって船上で火葬される。
その際、
バルドル神の妻であるナンナ女神が悲しみのあまりに死んだため、
ともに焼かれる。また、
火葬の最中に飛び込んできた小人リトも、トール神10に火の中へ蹴りいれられ、焼かれて
しまう。この葬儀の場面において、考察の際に、
「船の上に遺体を横たえる」
「宝物や道具
とともに弔われる」
「女性と小人が死者とともに焼かれる」という描写に重点を置いた。
まず「船の上に遺体を横たえる」という弔い方すなわち「船葬11」は、古代から中世の
北欧では特にヴァイキング時代のスウェーデンやノルウェーで流行した。バルドル神のよ
うに船の上で荼毘にふす火葬の他、墓石で船の形を模した墓を作る土葬も存在した。貧し
い者は小さな舟を造り、金持ちは大型の船を造る。船の大きさは、日本の墳墓のようにそ
の大きさなどで死者の権力を誇示していた。バルドル神の船フリングホルニは、
『スノリの
エッダ』の一編「ギュルヴィたぶらかし」において、「あらゆる船の中で最も大きかった」
と記されている。この大型船舶から、バルドル神の社会的地位の高さがうかがわれる。
次に「宝物や道具とともに弔われる」ことに関して、死後女性は正装したうえに個人が
所有していたもっとも素晴らしい装身具や生活道具・娯楽の品々とともに弔われ、男性も
9

豊穣の神。オージン神やバルドル神たちとは神族を異にする。
オージン神の息子。
11 船葬（谷口幸男『エッダ ―古代北欧歌謡集―』
（新潮社、1973 年）
、口絵より引用）
。
10

6

同様に正装し、剣や盾・馬具・また商売道具とともに弔われた。バルドル神を荼毘にふす
場面の描写もこの様式と重なる。バルドル神の葬式では正装をしたという表記こそ無かっ
たものの、人々にとって死後の世界が自身の富や娯楽を持ち込むに値する場所であったこ
とがうかがわれる。
最後に「女性と小人が死者とともに焼かれる」という形式に触れる。まず女性について、
ヴァイキング時代の弔い方のうちに、女奴隷か愛妾を死者とともに埋葬する風習があった
らしいということをレジス・ボワイエは指摘している。またバルドルの死における小人リ
トの存在を、水野知昭は『生と死の北欧神話』で、この小人の名が「輝く者」「美しき者」
を意味することからバルドル神の分身であることを考察している。実際、ヴァイキングの
人々にとっても、小人は「死者の分身」であり、大地との融和に繋がることから豊穣のあ
かしと考えられていた。特に船葬とは異なる木槨墓の場合、死者は木を組んだ墓の中に、
座った姿勢または胎児のような姿勢で埋葬された。豊穣を示す小人の存在によってバルド
ル神の死はマイナスにとらえるべきものではないことがわかる。

5. さいごに
ヴァイキング時代の人々にとって、死の世界であるヘルは決して地獄としてのイメージ
が先行する世界ではなかった。死者が娯楽の品や自身の生活用具をたずさえて死後の世界
へ向かうこと、また残された人々が死者と大地を結びつけ豊穣を祈願しながら死者を弔っ
たことから、ヘルは地獄ととらえるべきではなく単に死後に向かう場として人々に受け入
れられていたといえる。
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アメリカにおける移民排斥
──19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

大塚

真穂

21 世紀においても多種多様な民族が混在する国家であるアメリカは、18 世紀から 20 世
紀にかけて世界各地から大量の移民を受容した。1910 年の人口構成を見てみると、アメリ
カの総人口は 9197 万人で、
そのうちの 1352 万人（14.7％）
が外国生まれ、
1890 万人（20.5％）
が移民二世であり、外国系の合計は 35.2％だった1。この統計からもアメリカがいかに莫
大な数の移民を受容していたかが顕著になるだろう。また、移民はその変遷から「旧移民」
と「新移民」に区別された。19 世紀末にはそれ以前の北欧・西ヨーロッパ系移民から、南・
東ヨーロッパ系移民へと中心が移ったのである。そして、
「旧移民」による「新移民」の排
斥や移民制限が後のアメリカの社会形成に大きく関わることとなる。
私は、他国からアメリカへと移住してきた点は共通するにも関わらず、なぜこのような
移民排斥や移民制限が起こってしまったのかという疑問を感じた。たとえ国や言葉が違っ
たとしても、故郷を離れて新境地で暮らす不安と期待は同じだったはずだ。そのような感
情を超えて、人々を反移民へと向かわせたものは何だったのか。私は「旧移民」の人々の
間に、何らかの人種差別的な意識が働いたのではないかと考えた。本稿は主に 19 世紀後
半から 20 世紀初頭におけるアメリカの社会状況に触れつつ、この仮説の真相に迫るもの
である。
アメリカの初期の移民には主に四つの流れがあったと考えられる。第一に 1630 年代か
ら 40 年代にかけて宗教的迫害を受けてイギリスを逃れてきたピューリタン（清教徒）の
集団が挙げられ、第二はオランダの改革派、ドイツのクウェーカー教徒、フランスのユグ
ノー（カルヴァン派のプロテスタント）たちであった。第三はヴァージニアおよびメリー
ランドのチェサピーク植民地で少数者の支配体制を築いた者たちである。彼らは後にタバ
コ・プランテーションを確立した。第四はノース・カロライナとサウス・カロライナの地
に入植した 2 万 5000 人のヨーロッパ人だった。アメリカ南部のプランテーションには特
に労働力が必要とされ、その大半がアフリカの人々を強制的にアメリカへ送り、奴隷化す
ることで補われた。この結果として、アメリカの人口におけるアフリカ系の割合が急速に
増加したのである。
そして、19 世紀には移民の転換期が訪れる。1840 年代末から 1920 年頃までにアメリ
カに上陸した大量移民が原因だった。最大の流入は 1907 年で、125 万 5000 人が上陸した
1

野村達朗『ユダヤ移民のニューヨーク 移民の生活と労働の世界』
（山川出版社、1995
年）
：12-13 頁。
9

2。1890

年代には「新移民」グループが到来者数の 52％を占めて「旧移民」の 46％を凌

駕し、1900 年代にはその割合が 71％に及んだ3。この要因としては、1750 年～1845 年の
ヨーロッパの人口増加や、貧困などの厳しい生活条件、アイルランドのジャガイモ飢饉を
筆頭とした凶作と不況、革命や民衆蜂起による国外脱出などが挙げられる。
しかし、
「新移民」のアメリカへの「同化」は、
「旧移民」に比べて簡単ではなかった。
言語、宗教、思考様式、風俗習慣において「旧移民」とアメリカとの相違が小さかったの
に対し、
「新移民」はそれらの相違が大きかったのだ。さらに、世界最大の工業国家に成長
したアメリカの都市的・工業的社会と彼らの社会との間には大きな落差があった。後進的
農業国から到着した「新移民」は、貧困で生活水準が低く、文盲率が高く、工業上の熟練
に欠け、出稼ぎ的性格が強かった。また、彼らがアメリカで自営農民として生活すること
もきわめて困難だった。フロンティアの開拓が終了しつつあったこと、貧困な彼らには農
地取得が金銭的に困難だったことが基本的理由となって、彼らの大部分はアメリカの鉱工
業地帯における不熟練の下層労働者になったのである。
このような状況下で、アメリカの移民に対する当初の態度は基本的にリベラルなものだ
った。連邦政府は、1820 年から毎年、入国する移民の数の統計をとるようになっていたが
その他の移民政策にはほとんど関与しなかった。積極的な移民労働力誘致政策も移民抑制
政策もとらず、また移民に対して特別の監督や統制を行うこともない、まさに自由放任の
体制であった。連邦政府に代わって、移民の誘致や生活の規制を担ったのは州だった。
しかし、1882 年に最初の包括的な連邦移民規制法が制定されると、こういった体制が大
きく変化し、連邦政府による移民規制が本格化することとなる。連邦政府は、罪人、売春
婦、伝染病患者、被救済貧民、乞食、結核患者、一夫多妻者、さらにアナキストを排除対
象とするようになり、船会社は入国を拒否された船客を故国に送り返すことが義務づけら
れた。移民制限はさらに続き、1917 年に識字テスト法が成立し、1921 年には出身国（民
族）
別に移民を制限する法案が可決された。
これは過去の移民受け入れ実績を参考にして、
未来の移民の数を定める法律である。3 年後の 1924 年に改正され、
「アメリカが 1 年間に
受け入れる移民の数は、1890 年の国勢調査の時点でアメリカに居住していたその国の出身
者数の 2％」に減らされた。1890 年にはアメリカに住む南・東ヨーロッパ系移民の数がま
だほんのわずかであったので、その結果、この地域からの移民枠は大幅に減少した。そし
て入国許可総数を 16 万 5000 人に制限したのである。こうして「新移民」はほとんど禁止
といってよいほどの制限を受けたのだった。
では、なぜ連邦政府はこのように政策の転換をはかり、
「新移民」を排斥または制限する
方向に向かったのだろうか。その背景の一つとして、「ホワイトネス」
（白人性）の追求と
いう点が挙げられる。デイヴィッド・ロディガー（David Roediger）をはじめとする研究
2

ナンシー・グリーン著、明石紀雄監修、村上伸子訳『多民族の国アメリカ ―移民たちの
歴史』
（創元社、1997 年）
：25 頁。
3 野村達朗『
「民族」で読むアメリカ』（講談社、1992 年）
：96 頁。
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者たちが、アメリカ史においてヨーロッパ系のエスニック労働者は、有色＝黒人労働者と
区別された白人としての地位を獲得することによって「アメリカ人」としてのアイデンテ
ィティを獲得し、アメリカ人一般となるよりもむしろ相対的に同質的な「白人」人口に加
わるのだと主張するようになったのである4。19 世紀から 20 世紀にかけて、
「旧移民」グ
ループの中のアイルランド系移民や「新移民」たちは、不熟練の低賃金労働者として都市
部の荒廃したスラムで黒人と隣り合って暮らしたために、白人によって
“黒人に近い存在”
と見なされ激しい排斥感情に直面した。また、当時のアメリカでは賃金労働を広く蔑視し
た。賃金労働は収入が乏しいだけでなく、雇われて雇い主に依存する生活は隷属的である
と感じられ、独立的で自由な市民という共和主義的なアメリカの理想に反していた。そし
て賃金依存は奴隷制度をイメージさせ、白人は「賃金奴隷制」という言葉を盛んに用いた。
そして奴隷制度は黒い皮膚と結びついて考えられたのである。アメリカ社会の中で
「白さ」
は財産所有、社会的地位への将来的可能性と関係していたので、アイルランド系移民や「新
移民」は黒人を敵視することで自分たちの「ホワイトネス」を主張せざるを得なかった。
「アングロ・コンフォーミティ」の考えも移民制限の原因となった。これは、アメリカ
の文化はイギリスからの植民者を中心に形成されたものであり、後からやって来る者はア
ングロサクソン的な制度や慣習を全面的に受け入れて、それに順応すべきであり、故国か
ら持ち込んだ文化は捨て去るべきであるとする考え方である。しかしこの考え方は、移民
のもたらす民族的伝統の価値を否定し、移民とその子孫が故国の伝統を捨てて、主流をな
す WASP（ホワイト・アングロ・サクソン・プロテスタント）的文化に同化すべしという
主張に転化していき、それ以外の人たちを排撃しようとする運動を支えた。この運動が、
アメリカはアングロサクソンを主とした古くからのアメリカ人を中心に位置づけるべきだ
という排外主義、すなわち「ネイティヴィズム」であった。一方で、流入する移民を無理
に同化させるのではなく、彼らのもたらした文化や伝統を尊重しようとする「文化的多元
論」を唱える者もいたが、その主張は少数の理想主義的知識人に限られており、大勢は「ア
ングロ・コンフォーミティ」に根ざした移民排撃へと動き、
「アメリカ化」運動が勝利し、
移民制限が実現するのである。
さらには、反移民感情が南・東ヨーロッパ人を北西ヨーロッパ人に比べて劣等だとする
人種主義思想と結びつくこととなった。ゴビノーが唱えた人種不平等論やダーウィンが唱
えた弱肉強食の進化論といったような自然科学も「新移民」攻撃のための武器として利用
された。
宗教面では、大部分がカトリック、ギリシア正教徒、ユダヤ教徒である「新移民」の増
大は、プロテスタントの国アメリカにとって憂慮すべき事態だった。19 世紀は特に「旧移
民」の間で反カトリックの動きが見られた。牧師ジョサイア・ストロングは『我々の国、
4

野村達朗「アメリカ移民史学の展開(3) ――統合をめぐる今日の論議――」
『人間文化
愛知学院大学人間文化研究所紀要』17 号（2002 年）：262-263 頁。
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その将来と現在の危機』
（1885 年）を著し、カトリック教徒はアメリカではなくローマ教
皇に忠誠を誓うのだと論じ、プロテスタントから強い支持を受けた。また、1890 年代には
アメリカ保護協会(APA)による糾弾が反カトリック主義を再び高めた。彼らはローマ教皇
がアメリカ征服を企てていると吹聴したうえで、カトリックの政治勢力を制限し、アメリ
カ的制度を守ることを目標としていた。
「新移民」の流入に対する「旧移民」の危機感の背後には、資本主義の発展による階級
対立と社会問題の激化もあった。1886 年 5 月 4 日にはシカゴのヘイマーケット広場で労
働者集会の解散を命じた警官隊に向かって爆弾が投げられ、警官側死者 7 名を含めて多数
の死傷者を出す大惨事となった。そして 1890 年代には、労資対立と政治的抗議運動がさ
らに高まった。移民は労働者の大部分を構成しており、労働運動の急進的傾向は移民の責
任に帰せられたのである。また、熟練工のほとんどはアメリカ生まれの白人とドイツ系・
イギリス系などの「旧移民」が占めていたが、
「新移民」との競争による賃金低下と失業の
恐れが存在した。
以上のことから、
「旧移民」による「新移民」の排斥や移民制限は、アングロサクソン以
外の人種を劣等視する人種差別的な意識が働いただけでなく、①「白人性」を重視した 19
世紀後半から 20 世紀初頭にかけての社会構造②アメリカの建国を担ったイングランド系
植民者の文化や制度を社会の根幹とし、それ以外のものは認めないという考え方③移民の
増加に伴う宗教的または労働的懸念を根底に抱えた社会不安 といった要素が関連して起
こったと考えられる。

【参考文献】
1. カービー・ミラー、ポール・ワグナー著、茂木健訳『アイルランドからアメリカへ』
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2. ナンシー・グリーン著、明石紀雄監修、村上伸子訳『多民族の国アメリカ ―移民たち
の歴史』
（創元社、1997 年）
3. 野村達朗『「民族」で読むアメリカ』（講談社、1992 年）
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【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
大塚 真穂
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2.
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天野ゆり子
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語』
（文芸社、2000 年）

5.

坂口満宏『日本人 アメリカ移民史』（不二出版、2001 年）

6.

実哲也『悩めるアメリカ』
（日本経済新聞出版社、2008 年）

7.

杉野健太郎（責任編集）
『アメリカ文化入門』
（三修社、2010 年）

8.

田中道代『アメリカの中のアジア』
（社会評論社、2001 年）
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野村達朗『
「民族」で読むアメリカ』
（講談社、1992 年）
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（PHP 研究所、2001 年）

Ｂ：今後参照予定のもの
なし

13

第一次世界大戦と独墺同盟
──ビスマルクが意図したこと
明治大学文学部史学地理学科西洋史学専攻

鈴木

夏乃

第一次世界大戦の原因論争は、第二次世界大戦の原因論争と比べると論点が特定しにく
いといえる。なぜならば、ヒトラーのような明白な「戦犯」がいないからである。しかし、
大戦の直接的原因ではないかとされた一つに、ドイツのオーストリアに対する支持、つま
り 1879 年の独墺同盟が挙げられた。ドイツの歴史家 Felix Rachfahl は
独墺同盟は 19 世紀の初期より半世紀以上も存した独・露の交誼を根本的に破壊し、1914
年夏に於ける世界大戦の原因を為すものである。……同盟は独逸をして問題の生ずる毎
に保護の手を墺洪国に伸ばさしめ、其のバルカン政策を支持し、之が為に露国のバルカ
ン政策を阻止し、之と交叉し、又衝突するの結果となつた。これが世界大戦の真因であ
る。就中之が勃発に直接の動員を与へた
と評している1。このように、ビスマルクが行った外交としての独墺同盟を批判する声も多
くみられる。
ここで私は、ビスマルクは独墺同盟によって独露関係を疎遠にし、バルカンにおける墺
露の対立を激化させることを意図していたのだろうか、また独墺同盟は第一次世界大戦の
直接的原因なのだろうか、と疑問を抱いた。このため、ビスマルクは独露関係の疎遠と墺
露の対立を意図して独墺同盟を提案したのではなく、また独墺同盟は直接的な原因ではな
いが大戦の要素のひとつである、と仮説をたてた。以下ではこの仮説を論じるために、ビ
スマルクの人物像や彼が行った外交に焦点をあてて分析する。
まず、ビスマルクとはどのような人物であったのだろうか。
「鉄血宰相」として知られる
ビスマルクは「偉大な政治家」のイメージがつきまとう。しかし、彼は生まれながらにし
て偉大な政治家であったわけではなく、両親、
とりわけ母親から大きく影響を受けている。
ビスマルクの父フェルディナント・フォン・ビスマルクは、プロイセン王国に多くの将
軍や将校を出しているマルクブランデンブルク地方の古いユンカーの家系であり、学者と
高級官吏の家柄の中で育った母ヴィルヘルミーネ・ルイーゼは愚直ともいえるユンカーた
ちの生活を嫌っており、息子たちをその生活圏から引き離そうと努めた。彼女は聡明で知
的だったが家庭的な温かみに欠けており、ビスマルクは単純で人柄の良い父を好んでいた。
ビスマルクの本性ともいえる鋭い観察力や冷徹に合理性を求める姿勢は、母から受け継
いだものである。更に、母によって全寮制の、ビスマルク曰く「人工的なスパルタ主義」
鹿島守之助『日本外交史 別巻 1 ビスマルクの平和政策』
（鹿島研究所出版会、1971 年）
：
102-103 頁。
1
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であるプラーマン学校で過ごすことを強いられた2。幼いころから両親と離れた生活を送ら
なければならなかったことから情緒的ショックを受けたビスマルクは、生涯を通じて彼に
特徴的である人間的な冷たさや孤独、人間への懐疑心を抱くようになる。
このような性格や人間性を持つビスマルクはどのような政治家だったのだろうか。ここ
では彼がヴィルヘルム 1 世によって 1862 年にプロイセン首相に任命された以降の、政治
家ビスマルクの外交を中心に見ていくこととする。1871 年にドイツ帝国が誕生するまでの
ビスマルクは戦争を好み、帝国主義的膨張政策を繰り広げていた。しかし、それ以降は創
建まもないドイツ帝国の立場を安全にするためにヨーロッパの平和維持、勢力均衡を中心
に行うことになる。そのためにも、1870 年の普仏戦争におけるドイツの勝利によってフラ
ンスのヨーロッパにおける優越が崩れたことや、アルザス・ロレーヌを併合したドイツに
対するフランスの復讐戦を封じ込める必要があり、フランスの孤立化を軸にビスマルク外
交は進められていくのである。
では、独墺同盟締結に至るまでを詳しく見ていこう。先ほども述べたように、フランス
の孤立化に最大の関心を払っていたビスマルクが最初に着目した政策は、1756 年の七年戦
争の際にドイツと敵対関係にあった仏、墺、露の三国の連合を不可能にすることであった。
こうして対墺、対露親善政策が進められていく。
ロシアとの関係は、ナポレオン戦争の際に相提携協力して以来極めて親善であり、更に
ドイツ皇帝ヴィルヘルム 1 世とロシア皇帝アレクサンドル 2 世は叔父と甥の関係であり、
両国の親善関係はより一層固いものとなっていた。オーストリアとは 1866 年の普墺戦争
により関係は好ましくなかったが、徐々に国交を回復していった。そして 1873 年に独墺
露の間で君主制国家の連携強化を目的に三帝同盟を締結した。しかし、この同盟は 1875
年の予防戦争問題3、バルカンをめぐる露墺の対立の激化、ビスマルクが「公正なる仲介人」
として臨んだベルリン会議による独露関係の悪化によって事実上無効となった。
独露関係はベルリン会議前から既に悪化していたが、ベルリン会議後一層悪化した。ロ
シアにおいては公私の新聞で、ベルリン会議をロシアの惨敗とし、その責任の大部分をド
イツに帰する記事が掲げられた。これは、会議に参加したロシア総理ゴルチャコフらが自
己の地位を擁護するために、会議においてロシアの利益がドイツによって毀損されたかの
ごとく吹聴宣伝したためである。これによってロシア帝もドイツへの不信感を抱くように
なった。しかし、実際のところビスマルクは殊更にロシアの要求を抑えたわけではない。
ゴルチャコフと共に会議に参加した在英ロシア大使シュヴァロフは、
「会議が中途で挫折せ
ず、戦争に導かなかつたのは独逸政府に負ふものであつて、露国は独逸に対し之以上求む
ることを得なかつた」4とドイツの厚意に感謝の意を表していることからも、ビスマルクは
会議中いかなる国家にも服せず、まさに「公正な仲介人」としての立場を全うしたのであ
2
3
4

加納邦光『ビスマルク 人と思想 182』
（清水書院、2001 年）：21-22 頁。
鹿島：24 頁。
鹿島：82 頁。
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る。
しかし、ドイツへの不信感を抱くロシア帝は、バルカンにおいて対立しているオースト
リアにドイツが加担することを恐れ、ロシアとドイツの百年来の親交継続のためには、ド
イツは態度を変えるべきであると語り、またロシアに反独的思想が生ずるのは当然である
と述べた。ビスマルクは衝撃を受け、ついに英・墺と接近し、ロシアと対等な立場で交渉
せねばならぬ時機が到来したと認めた。
次いでロシア帝から脅迫状ともとれる親翰が送られ、ビスマルクの不安は極度に高まり、
オーストリアとの同盟の決心を固めた。しかしここで注目すべき点は、ビスマルクは永久
にロシアと絶つことを欲していない点である。鋭い観察力によりビスマルクは、オースト
リアとの防衛同盟の締結により、ロシアは対等な関係の上で平和的で現状維持的な意味に
おける三帝同盟の再建に同意するだろうと考えていた。これがビスマルクを独墺同盟へと
駆り立てた一要素である。
加えて、オーストリアの将来の帰着点も重要な要素であった。つまり、ビスマルクはド
イツがオーストリアに対して一定の安心と補償を与えない場合、ロシアもしくはフランス
と結合することを恐れ、またロシアの執拗な脅迫的態度の裏に、オーストリアの貴族及び
加特力派を中心に墺露間に反独的協調が行われているのではないかと疑った。ここにビス
マルクの疑い深い性格が顕著に表れている。加えて親独的なオーストリア外相アンドラッ
シーの辞職が迫っており、後継者が誰になるかによってドイツの安全が危うくなりかねな
いため、ビスマルクはアンドラッシーが退く前にオーストリアを固くドイツに結び付けて
おこうと会見を申し込んだ。
直ちに行われた会見で、アンドラッシーはビスマルクが掲げた平和同盟に賛成の意を示
した。独墺同盟は容易に事を進め、残すは各自の皇帝の許可を得るのみであった。オース
トリアでは容易に皇帝の許可を得ることができたが、親露的なヴィルヘルム 1 世は対露同
盟に否定的であった。
その後、ロシア帝とヴィルヘルム 1 世の間で会見が行われ、ロシア帝はドイツへの書翰
において脅迫の意思が全くなかったことを述べ、更に欧州の平和は過去においても将来に
おいても独露両国の親善によってのみ確保されることなどを述べた。これに対しヴィルヘ
ルム 1 世はロシアに対独戦争の意がないことを喜び、これをビスマルクに報告した。よっ
てヴィルヘルム 1 世は対露防衛同盟を組織する必要は全くなしと主張し、独墺同盟締結に
反対した。
ビスマルクは上の会見の前にヴィルヘルム 1 世に、オーストリアとの同盟はロシアとの
親交維持において何ら支障なく、同盟成立後に初めてロシアとの新たなる接近が可能にな
ることなどを述べ、同盟の必要性を説き、許可を請願した。しかし、会見後のヴィルヘル
ム 1 世の報告により、ビスマルクは再び説得し、許可を仰いだが皇帝は依然として反対し
続けた。そのため、ビスマルクは自身の辞職をほのめかすと同時に皇太子、ドイツ陸軍参
謀総長モルトケ将軍、在仏ドイツ大使ホーヘンローヘ、副宰相ストルベルグらの賛意を得
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て、ついにヴィルヘルム 1 世の許可を条件付きではあったが得たのである。
直ちにアンドラッシーに会見を申し込み、ウィーンにおいて会見が行われた。商議中第
一の困難として、ビスマルクはヴィルヘルム 1 世が同盟許可の際に一般的防衛同盟5に限り
賛成したことから、フランスの攻撃に対してオーストリアの援助を求める一般的防衛同盟
を提議した。しかしアンドラッシーは、ロシアへの防衛同盟は異存なしとしたが、フラン
スに対抗する同盟には極力反対したため、東に対してのみの平和同盟に留まった。
第二の困難は議会の協賛を得ることであった。ビスマルクは独墺両国の議会の協賛を得
て、同盟を永久的制度とすることを提案したが、アンドラッシーは公然の条約はロシアに
対しての挑発となるか、あるいはロシアがこれに加入を求めロシア帝が決定権を握る三帝
同盟の復活となると考え、これに反対した。
ビスマルクはヴィルヘルム 1 世の命ずる一般的防衛同盟を成立できず、よって皇帝は激
しく反対した。しかし、皇太子、ホーヘンローヘ、モルトケ、ストルベルグらはビスマル
クを支持し、皇帝は完全に孤立に陥り、閣議においても同盟賛成で満場一致し、ついにヴ
ィルヘルム 1 世は不本意ながら譲歩するに至ったのである。
こうして独墺同盟はウィーンにおいて在墺ドイツ大使ロイス公とアンドラッシーとの間
に調印された。この同盟でアンドラッシーは欲するところのものをほとんど獲得したのに
対し、ビスマルクは同盟を永久的制度となすことも、一般的防衛同盟となすことも失敗に
終わった。しかし、ビスマルクが初めから目標としていたように、ロシアと均等の相手方
として商議することを可能にした。そして欧州の平和維持のために 1881 年に新三帝同盟
を締結するのである。
以上により、ビスマルクは 1873 年に締結した三帝同盟が事実上無効になり独露の関係
悪化や墺露の対立が明白であった中で、独墺同盟を再び欧州の平和維持を目的とする三帝
同盟への足掛かりしたことから、独露間の疎遠や墺露間の対立の激化を意図して独墺同盟
を提案したとは言えない。また、本同盟が大戦の直接的原因となったとは言えず、この同
盟を利用し衝突を引き起こした後継者たちに責任があると考えられるだろう。

【参考文献】
1.

鹿島守之助『日本外交史 別巻 1 ビスマルクの平和政策』（鹿島研究所出版会、1971
年）

2.

加納邦光『ビスマルク 人と思想 182』（清水書院、2001 年）

3.

ロタール・ガル著、大内宏一訳『ビスマルク 白色革命家』（創文社、1988 年）

4.

西川吉光『ヨーロッパ国際関係史』
（学文社、2007 年）

5.

オイゲン・エールリッヒ著、平山公夫訳「ビスマルクと世界大戦」
『岡山大學法學會雑
誌』61 巻 1 号（2011 年）
、133-56 頁。

5

ロシアのみならずフランスにも対抗する意義（鹿島：97 頁）。
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大祖国戦争
──ロシア遠征におけるロシア、またロシア遠征後のロシア
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

鈴木

結衣

1812 年と聞いて何を思い浮かべるだろうか。ルイジアナがアメリカで 18 番目の州とな
ったのも、ロシア＝トルコ戦争が終結したのもこの 1812 年である。なかでもナポレオン
のロシア遠征とその失敗は 1812 年に起きた出来事の中でも注目すべき事柄であろう。
ロシア遠征はナポレオンがフランス人、他ドイツ人やイタリア人等を含めた 60 万人の
混成軍の大軍を率いて行った戦争である。しかしこのロシア遠征でナポレオンはロシア側
の焦土作戦によって大敗を喫した。このロシア遠征はロシアにとって「大祖国戦争」また
は「祖国戦争」と呼ばれるものである。
ここで私が疑問に思ったのが、ナポレオンのロシア遠征は、ロシアにとってどのような
ものであったのかということだ。過去にわたしが学んだロシア遠征は、主にナポレオン側
の視点からしか説明がなされていなかった。そこで今回のレポートではロシア側の視点か
らロシア遠征を研究し、ロシアにとってロシア遠征がどのようなものであったのか、また
ロシア遠征はどのような影響をロシアに及ぼしたのかをまとめたいと思う。
ロシア遠征はロシアにとって、世界の中でのロシアの地位を上げる理由の一つになった
出来事なのではないか、と私は仮説として考えた。そこで、ボロディノの戦い、モスクワ
入城、ナポレオンのロシアからの撤退という三つの出来事をまとめた上で、ロシア遠征が
ロシアにとってどのようなものであったか、どのような影響を当時、またその後のロシア
に及ぼしたのかをまとめていこうと思う。ロシア帝国、またロシアの民衆特に農民に与え
た影響も見ていきたい。
まず、ロシアとフランスの関係を見ていこうと思う。当時のロシアとフランスはイエナ
の戦いの後、ティルジット条約を締結していた。このティルジット条約によってロシアか
らポーランドが切り取られ、ポーランドはワルシャワ大公の自治領となりワルシャワ大公
国となった。また、イギリスに対する大陸封鎖に参加することとなり、高度な加工産品に
ついて海外から輸入していたロシアは密貿易に依存することとなった。その上、南欧から
トルコ勢力を一掃する考えをナポレオンに反対されていた。ロシアがトルコ勢力をバルカ
ン半島から追放したがっていたというのは、幾度にも重ねられた露土戦争からもわかるだ
ろう。このことからロシア皇帝アレクサンドル 1 世、また貴族の不満は募っていた。
このアレクサンドル 1 世の不満を見逃さなかったのがイギリスであった。イギリスはロ
シアとトルコの仲介に入りブカレスト条約を締結させただけでなく、ロシアに貿易再開を
打診し、結果ロシアはイギリスとの貿易を再開、大陸封鎖を非難するということへ事を運
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んだ。このことによりナポレオンはロシア遠征を行うに至った。アレクサンドル 1 世もフ
ランスと戦うことを密かに決断しており、これを若い貴族が支持した。
1812 年 9 月 7 日、モスクワ郊外のボロディノで初の本格的戦闘が行われた。この戦闘
でフランス軍が 2 万 8000 人の死者・負傷者を出した一方で、ロシア軍は 4 万 5000 人の
死者、3 万 5000 人の負傷者という大きな損失を被った。この戦闘でロシア軍総司令官ク
トゥーゾフは「モスクワを失ってもロシアを失うわけではない。…しかし、軍隊が壊滅す
れば、モスクワとロシアが滅びる」11 として退却を決断する。
続いて 1812 年 9 月 14 日、ナポレオンはモスクワに入城した。しかしながらモスクワの
住民 27 万人はロシア軍と共にすでに避難した後であった。さらにモスクワ総督ラストプ
チンの命令によるロシア人の放火によって、モスクワの建物の三分の二が焼け落ち、ナポ
レオン軍は食料だけでなく建物を軍営として利用することができなくなった。そしてやむ
なくナポレオン軍はモスクワ郊外に宿営した。ロシアの焦土作戦は成功したといって良い
だろう。
ロシアの民衆にはこのモスクワの火災が反キリストであるナポレオンが聖なる都を破
壊・焼却したと映り、ナポレオンの軍隊に容赦なく戦いを挑む契機となった。この点から、
「大祖国戦争」という名前の所以を理解できるだろう。
モスクワからナポレオン軍がフランスへ退却する途上では、ロシアの正規軍だけでなく、
コサック騎兵やパルチザン軍がナポレオン軍を襲撃した。橋が破壊されナポレオン軍の経
路は絶たれ、橋の東岸に残された落伍兵たちはコサックに皆殺しにされるなど、ナポレオ
ン軍はこの襲撃で壊滅状態に陥る。ナポレオン軍がロシアから退却する途上でナポレオン
軍に損害を与え続けたのはコサック騎兵であった。ここからも「大祖国戦争」がまことに
国を挙げての戦争であったことがわかるだろう。特にパルチザン軍の参加から、愛国者の
戦争であったことが読み取れる。
最後に、ロシア遠征がロシアに与えた影響を見ていこうと思う。ナポレオンはロシア遠
征後、ライプチヒ会戦で敗れ退位しエルバ島へ流され、一度エルバ島を脱出し復位するも
ワーテルロー会戦で再び敗北、百日天下の末にセントヘレナ島へ幽閉され生涯を終えた。
その一方、皇帝アレクサンドル 1 世は「解放者」としてヨーロッパに迎え入れられ、1815
年のウィーン会議に参加した。ここでアレクサンドル 1 世は神聖同盟を提唱する。反動体
制をとろうとするウィーン会議において、アレクサンドル 1 世は旧体制を復活させようと
指導的役割を果たした。彼はワルシャワ大公国の大部分を吸収し、事実上ロシア領ではあ
るが、ポーランド立憲王国を建国した。そしてポーランド立憲王国の王にアレクサンドル
1 世自らがなることで、ポーランド復興はなされたのである。これらはナポレオンを破っ
たという功績からなされたものであり、アレクサンドル１世は国際関係を取り仕切ること
ができる人物の一人になったと言えるだろう。このことでロシア帝国は国際関係の中での
和田春樹編『新版世界各国史 22 ロシア史』
（山川出版社、2002 年）
：205 頁；土肥恒之
『図説 帝政ロシア 光と闇の 200 年』（河出書房新社、2009 年）
：54 頁。
1
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発言力を強めていったと私は考える。
また、アレクサンドル 1 世はナポレオンと戦い、専制君主としての自覚を強めた。また
保守的になり、神秘主義に傾倒する。保守的になった結果として現れたのがアラクチェー
エフ体制である。これは 1815 年からアレクサンドル 1 世が元陸軍大臣アラクチェーエフ2
に国内政治を一任したことに始まるもので、その中でも特筆すべきものが屯田兵制度であ
る。これは財政難の打開の為にアレクサンドル 1 世が発案し、アラクチェーエフに実施さ
せたもので、農民に土地を与え、有事の際には兵とする制度である。この制度は屯田兵と
その家族に過酷な負担を強いたうえ、彼らの生活と労働は厳しい軍隊的規律のもとにおか
れた。よってこの制度に農民は反発することとなった。これはアレクサンドル 1 世が 1803
年に発布した「自由農民勅令」によって与えられた自由を取り上げられたものといっても
良いだろう。
また、アラクチェーエフは危険思想の取り締まりも行った。これはアレクサンドル 1 世
が行った秘密警察の廃止に反するものだろう。例として宗教・教育大臣であったゴリツィ
ンが挙げられるが、彼は大臣の職を追われ、アラクチェーエフは宗務院総監をも兼ねるに
至った。この反動政治に貴族は反発した。
以上のことから、
「大祖国戦争」の後に生活が厳しくなった農民、「大祖国戦争」に出陣
した貴族からのアレクサンドル 1 世への不満が高まった一方で、ロシア遠征を経てロシア
帝国は国際関係、限定すればウィーン会議のなかで発言力を強めることができたといえる
だろう。

【参考文献】
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J・P・ベルト、瓜生洋一・新倉修・長谷川光一・松嶌明男・横山謙一訳『ナポレオン
年代記』
（日本評論社、2001 年）

2.

N・ニコルソン、白須英子訳『ナポレオン 一八一二年』
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3.

栗生沢猛夫『図説 ロシアの歴史』（河出書房新社、2010 年）

4.
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5.

豊川浩一「池本今日子著『ロシア皇帝アレクサンドル一世の外交政策 ―ヨーロッパ構
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2

かつて改革者スペランスキーと対立し、大臣の職を解任された人物。しかし、アラクチ
ェーエフ体制が成立したことで大臣委員会・国家評議会・皇帝直属官房をすべて握る実力
者となった。
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N・ニコルソン、白須英子訳『ナポレオン 一八一二年』
（中央公論社、1987 年）

3.

岡道男、松本仁助、中村善也著『ギリシア・ローマの神と人間』（東海大学出版会、
1979 年）

4.

栗生沢猛夫『図説 ロシアの歴史』（河出書房新社、2010 年）

5.

ジョン・キャンプ、エリザベス・フィッシャー著、吉岡晶子訳『図説 古代ギリシア』
（東京書籍株式会社、2004 年）

6.

新人物往来社編『ビジュアル選書 ギリシャ神話』
（新人物往来社、2010 年）

7.

高津春繁、斎藤忍随著『ギリシア・ローマ古典文学案内』（岩波書店、1963 年）

8.

豊川浩一「池本今日子著『ロシア皇帝アレクサンドル一世の外交政策 ―ヨーロッパ構
想と憲法』
、風光社、二〇〇六年」『ロシア史研究』81（2007 年）
、36-41 頁。

9.

土肥恒之『図説 帝政ロシア 光と闇の 200 年』（河出書房新社、2009 年）

10. 松村劭『ナポレオン戦争全史』
（原書房、2006 年）
11. 和田春樹編『新版世界各国史 22 ロシア史』
（山川出版社、2002 年）

Ｂ：今後参照予定のもの
1.

井上泰男・匠秀夫著書『衣服の文化史：美術史との交響』（研究社出版、1978 年）

2.

加藤秀俊『衣の社会学』
（文芸春秋、1980 年）

3.

丹野郁編著『西洋服飾史』
（東京堂出版、2003 年）

4.

新實五穂『社会表象としての服飾 ―近代フランスにおける異性装の研究』
（東信堂、
2010 年）
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ブルボン朝初期における宗教的対立の融和
──アンリ四世の政策から
明治大学 文学部史学地理学科 西洋史学専攻

高田

頌子

近世フランスはブルボン家によって支配された時代である。ブルボン朝初期において、
フランスは中央集権的国家を作り上げ、絶対王政を確立し、対外的にはヨーロッパ世界の
中心的存在となった。フランス革命によって王政が崩れるまでのこの時代は、フランスと
その王家であるブルボン家にとって輝かしい時代であったと言える。しかし、ブルボン朝
はどのようにして国内を平定し、ヨーロッパの中心的存在と言われるほど国力を回復させ
たのか。中世末期のフランスは、カトリックとプロテスタントの宗教的対立によるユグノ
ー戦争によって国内情勢が混乱していた。また対外的には、ハプスブルク家と当時のフラ
ンス王家であるヴァロワ家によるヨーロッパの覇権を巡る対立が長きにわたって続いてい
た。しかし、ユグノー戦争によってフランス国内の権力が分裂したことから、ヴァロワ家
はヨーロッパの覇権争いから後退し、ハプスブルク勢力に遅れをとることとなった。この
ような状態であったフランスは、どのように国内統一を図り、国力を回復させたのか。
私は、フランスが国内を再建しヨーロッパの中心的存在となるまでには、カトリックと
プロテスタントの宗教的対立の融和が必要不可欠であったと仮定した。国内情勢が不安定
になり、ヨーロッパ世界でハプスブルク勢力に遅れを取ったのはユグノー戦争によるもの
が大きいが、そのユグノー戦争の原因となったのが宗教的対立であるからである。そのた
め、
本レポートでは宗教的対立の展開から、
ブルボン朝がどのように宗教的対立を融和し、
国内統一につなげたかを論じていくこととする。
フランスでの宗教改革は 16 世紀初頭にキリスト教人文主義者1たちによる教会内部の改
革から始まったが、フランソワ一世の時代には寛容な態度がとられてきた。これは、対立
するハプスブルクを牽制するために神聖ローマ帝国内のルター派諸侯に配慮する必要があ
ったためである。しかしその後、プロテスタント急進派が王宮や諸都市にカトリックのミ
サを非難するビラを貼った檄文事件 2によってヴァロワ朝並びにフランソワ一世は態度を
急変させた。これは、当時のフランス教会が王権の統制下にあり、また王権にとっても教
会は国内統治のために不可欠な存在であったため、教会への攻撃は王権にとっても許しが
たい行為であるとみなされたためである。当時の宗教改革は都市エリート層を中心とする
1

古代文化を研究し、そこから人間の本来の姿を再発見し人間性を回復しようとしていた
人々のこと。ユマニストと呼称される。
2 1534 年 10 月 17～18 日の夜中にプロテスタントの急進派が起こした事件。フランソワ
一世の寝室の扉にまで貼られたことや過激な内容によってプロテスタント弾圧が開始され、
多数の処刑者や亡命者が生じた。
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人文主義的なものと、手工業者や小商人を中心とするルター派などの戦闘的なプロテスタ
ント運動の二つの流れがあり、これらは互いに対立していた。しかし、1540 年代に宗教改
革の第二世代であるカルヴァンの教えがフランスに入ると、それは急速にフランス全土に
広まった。政治的保守主義と協会論的急進主義が結合したカルヴァン独自の教えと彼の卓
越したリーダーシップにより、対立していた第一世代の二つの流れが融合された。これに
より、宗教改革の力は既存の宗教的、政治的権力に挑戦しうる統一した力へと成長した。
宗教改革の力が強大になるにつれて、カトリック並びに王権は迫害を激化させた。しか
し、1550 年代後半から 1560 年代初めには貴族が改革派に加わるようになり、プロテスタ
ント（このころからユグノーと呼称されるようになる）は一つの政治勢力となる。改革派
に加わった貴族として有名なのは、ヴァロワ家と親類関係にあったブルボン家や、モンモ
ランシー家である。対して、カトリック側の実力者となったのがギーズ家であった。ギー
ズ家は、メアリ・スチュアートをフランソワ二世に嫁がせて宮廷内で実権を握ると、ユグ
ノーへの弾圧をさらに強化した。こうしてカトリックとプロテスタントは激しい宗教対立
を引き起こし、1562 年に宗教戦争（ユグノー戦争）が開始された。この戦争中、ヴァロワ
朝はカトリック、ユグノーのどちらの陣営にも属さず、両陣営のバランスをとることによ
ってユグノー戦争で低下した王権の回復を図った。しかし、王権が両陣営のバランスをと
ろうとして揺れたことで王権の権威は失墜し、内戦は激化した。この時に起こったのが摂
政カトリーヌ・ド・メディシスとギーズ家による聖バルテルミの虐殺3である。ギーズ家は
ユグノーの解体を狙ってこの事件を起こしたが、ユグノーはこれを機にさらに戦闘的な集
団となり、戦争は激化した。さらに、この裏切り行為によってユグノーの王権への信頼は
完全に失墜した。対するカトリックは、1576 年に旧教同盟を結成する。この同盟は国王ア
ンリ三世と対立し、アンリ三世はパリを追われるが、彼は旧教同盟の領袖であったギーズ
公を暗殺し、ブルボン家のアンリ・ド・ナヴァールを正式な王位継承者として承認する。
その後アンリ三世がカトリック修道士に暗殺され、ヴァロワ朝が滅亡する。
ここで即位するのがアンリ・ド・ナヴァール、つまりアンリ四世である。彼の目標はフ
ランス国内の秩序を回復し、平和の回復に努めることであった。彼は即位し、ブルボン朝
を創始するが、旧教同盟がプロテスタントの王を承認しなかった。これは、当時旧教同盟
が依然として強大な権力をもっていたのに加え、当時のフランス国民の六分の五がカトリ
ック信徒であったことによる。これを機に、旧教同盟の援助としてスペインが介入してき
た。国王選挙の際にはスペイン王女がフランス国王として公然と推薦される状況になった
ため、1593 年にアンリ四世はカトリックへの改宗を決断し、国内統一を回復しようとした。
その結果、アンリ四世は両陣営の和解を図ることに成功し、1594 年パリに入城した。両陣

1572 年、プロテスタントの旗頭であったブルボン家のアンリと、シャルル九世の妹マル
グリットの婚礼に集まったプロテスタント貴族に対してカトリック側が攻撃を加え、これ
をきっかけとしてパリを始めとする各地でカトリック信徒がプロテスタントを虐殺した事
件。
3
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営の和解の背景には、アンリ四世の改宗や、彼の武力が旧教同盟の武力よりも優位だった
こと、スペインによる支配への不安のほかに、市民の中でポリティーク派が勢いを増して
いたということがあげられる。アンリ四世が即位したころから、都市の上層市民や官職保
有者の中に、ポリティーク派4に賛同するものが増加し、教会内部の国家教会主義者にも賛
同者が現れ始めた。こうした中で、ポリティーク派は王権の強化によってフランスの統一
並びに回復を期待し、アンリ四世の改宗に賛同する。こうした動きがカトリックとプロテ
スタントの和解を後押しした。その後、1596 年のブルターニュのマイエンヌ公、ラングド
ッグのジョワイユーズ公、1598 年のブルターニュのメルクール公など、抵抗を続けてきた
ギーズ派諸侯もアンリ四世に帰順し、フランスが再統一へと向かった。
このようにして、カトリック勢力はアンリ四世並びにブルボン朝に協調していくが、プ
ロテスタント勢力はそうではなかった。プロテスタント勢力は、アンリ四世のカトリック
への改宗に不満を抱いていた。そこで、アンリ四世は 1598 年に『ナントの王令』を発布す
ることで、ユグノーとの協調を図った。アンリ四世はこの王令で、ユグノーと王権との和
解を取り持つものであり、制限つきではあるが国内のプロテスタントに信仰の自由を認め、
ユグノーに官職を解放し、諸都市の支配を許した。これにより、36 年に及ぶユグノー戦争
は終結し、カトリック、プロテスタントの宗教的対立が融和し、王権との協調ができあが
った。宗教的に分裂していた国家が統一されたフランスはその後、強固な中央集権的国家
を作り上げ、国際的にも地位を向上させていくこととなった。
以上のように、フランスの宗教的対立は起こり、ブルボン朝創始者のアンリ四世によっ
て宗教的対立が融和された。結論としては、仮説で示した通り、カトリックとプロテスタ
ントの宗教的対立は中世末期のフランスにおける国力低下の大きな原因であり、ブルボン
朝における国力の回復には宗教的対立の融和が必要不可欠であったと言うことができる。
ブルボン朝初期において、宗教的融和が実現できたからこそフランスは国力を回復させ、
ヨーロッパ世界での地位を確立できたと考えられる。

【参考文献】
1.

柴田三千雄、樺山紘一、福井憲彦『世界歴史体系 フランス史 2 ─16 世紀～19 世紀
なかば─』
（山川出版社、1996 年）

2.

下津清太郎『ブルボン家』
（近藤出版社、1984 年）

3.

谷川稔、渡辺和行『近代フランスの歴史 ─国民国家形成の彼方に─』
（ミネルヴァ書
房、2006 年）

4.

福井憲彦『新版世界各国史 12 フランス史』
（山川出版社、2001 年）

5.

若佐孝夫「ユグノー戦争と宗教的寛容」
『信愛紀要』9 号（1968 年）
、14-26 頁。

4

カトリック勢力の一部であるが、宗教戦争の当初から対立するプロテスタント・カトリ
ックのどちらの陣営にも与せず、王国の統一を第一に考えた人々。
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【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
高田

頌子
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Ｂ：今後参照予定のもの
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ジュール・ミシュレ、大野一道（監修）
、立川孝一（監修）
、大野一道（編集）
『フラン
ス史 3 ［16 世紀 ルネサンス］
』(藤原書店、2010 年)

2.

中野京子『名画で読み解く ブルボン王朝 12 の物語』(光文社新書、2010 年)

3.
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4.
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ルイ 14 世の治世はフランスを衰退させたのか
──四つの侵略戦争を軸とした治世の政治的意義の考察
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

塚本

萌未

ルイ 14 世は 1643 年に即位し 1661 年に親政開始を宣言、以来 1715 年に死没するまで
の 72 年間、フランスを統治してきた。この統治期間はフランス史において最も長い。ル
イ 14 世はその長い治世の中でさまざまな政策を行ってきたが、それらを概観していくと
以下のようになる。1661 年に親政を開始しその年から改築・増築に着工したヴェルサイユ
宮殿は 1682 年には完成し、そこに有力者や富裕な貴族が集い、宮廷文化が発展した。ま
た、王自らがパトロンとなって文芸や芸術を保護し、ラシーヌ、モリエールら劇作家など
が活躍する古典主義文化が発展した。財政においては財務総監にコルベールを起用し商工
業に主軸を置く重商主義政策を展開、フランスの産業を発展させた。そして中央集権的な
官僚制を整備し絶対王政を完成させブルボン王朝の最盛期を築き上げた一方、対外的にネ
ーデルラント戦争、オランダ戦争、ファルツ戦争、スペイン継承戦争の四度の侵略戦争を
行った。その結果国力は疲弊し、これは一般に、のちのルイ 15 世の時代における絶対王
政の衰退につながるものととらえられている。
ルイ 14 世の政策に関しては、賞賛、批判などさまざまな意見がある。しかし定説にお
いて賞賛されるのは主にヴェルサイユ宮殿の建築であったり文芸保護・支援であったりと
いったような文化的な側面ばかりで、度重なる侵略戦争、そしてそれにかかる軍事費等を
賄うための重税、新教徒を迫害する勅令等に対しては、概して批判的である。とりわけ四
度の侵略戦争について、
「あまり多く戦争をするべきではなかった」「戦争を愛しすぎた、
好戦的な性格であった」という批判は多い1。しかし、これらは本当に避けられる、あるい
は避けられるべき戦争であったのだろうか。また、ルイ 14 世は好戦的な性格といえたの
だろうか。これらの戦争が、オランダ戦争を除きいずれも継承権にかかる戦争であるとい
う特徴からある程度不可避なものであったと考えられ、
そのことからルイ 14 世の性格も、
必ずしも好戦的とは言えないものとなるだろう。以下本稿では、彼の治世下の四つの戦争
の契機・相手国との関係・帰結とフランス国内に与えた影響をもとに、ルイ 14 世の政治
がその後のフランス絶対王政の衰退ないしは停滞にどのように関わっているのか、そして
ルイ 14 世自身の性格はどの程度、またどのように反映されているのかを考察する。
まず、最初の戦争である 1667 年の南ネーデルラント戦争、フランドル戦争は、スペイ

1

リュック・ブノワ著、滝川好庸・倉田清訳『ヴェルサイユの歴史』
（白水社、1999 年）；
イヴ＝マリー・ベルセ著、阿河雄二郎・嶋中博章・滝澤聡子訳『真実のルイ 14 世 神話か
ら歴史へ』
（昭和堂、2009 年）
。
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ン王フェリペ 4 世の逝去にあたり、王妃マリ・テレーズがこの王の娘であったことから南
ネーデルラントの継承権を主張したことに起因する。過程はフランスに優位で、フランド
ルへのフランスの進出を警戒したオランダ、スウェーデン、イギリスが同盟して対抗した。
アーヘンの和約を結び、フランドル地方の一部を獲得することで決着したが、スペインと
の和平を強制されなければフランドル獲得も不可能ではなかったであろう2。この時に強ま
った仏蘭対立とネーデルラント併合の構想をもとに 1672 年 4 月、オランダ戦争に突入し
た。ここでも前半は有利であったが、1672 年 8 月にオランダで起きた政変の影響で同盟
していたイギリスがオランダと講和し、さらにスペイン・神聖ローマとも同盟を結びフラ
ンスが孤立すると、戦争の意識は和平へと向かっていった。こうした中で結ばれたナイメ
ーヘンの和約でもフランシュ＝コンテやダンケルクを併合し、領土を拡大した。ヴォルテ
ールはこの二つの戦争を「王の全盛時代」とし、ヨーロッパの中でフランスは他国にとっ
て十分な脅威であったこと、ルイ 14 世の栄光やコンデ親王やテュレンヌ元帥といった軍
司令官の活躍などをよく記述している3。
これ以降ヨーロッパでは本格的にフランスを牽制する動きが高まりオランダ、スペイン、
神聖ローマ皇帝、ドイツ諸侯、スウェーデンの間で対仏同盟であるアウクスブルク同盟が
結ばれ、フランスは単独でこれに対抗する形になった。ここでファルツ地方の選帝侯継承
権を巡って起きたのが 1688 年のファルツ戦争、アウクスブルク同盟戦争であり、フラン
スの孤立状態という図式上、同盟側が優位となりライスワイク条約では失った領地はある
ものの、主要な領土は保持した。また、ファルツ戦争とほぼ同時期に新大陸でウィリアム
王戦争がはじまり、フランスはヨーロッパで覇権を争いつつイギリスと植民地抗争を繰り
広げていくこととなる。そして、1702 年に始まったスペイン継承戦争は前述の王妃マリ＝
テレーズの血縁関係によりブルボン家からスペイン王位継承者を出そうとしたところ神聖
ローマ皇帝、オランダ、イギリスのハーグ同盟と対立したことによって開戦した。最終的
に 1714 年のユトレヒト条約によりスペイン王位の継承権は得られたもののヨーロッパの
スペイン領の一部を失うことになり、また同時期に北米大陸で行われたアン女王戦争では、
植民地におけるイギリスの覇権がより強固なものとなった形で終結した。
ここまで、各戦争の契機・相手国との関係・帰結について見てきた。それでは、これら
の戦争が行われていたとき、国内はどのような状態であったのだろうか。ルイ十四世の即
位および親政開始以前のフランスは、リシュリューによる増税に反対する民衆蜂起や彼の
政策を引き継いだ宰相マザランの政治に反対するフロンドの乱などの内乱で不安定な状態
であった。これらを平定した後に始まった親政は、それまでの財政難を再建することに大
きく傾いていた。財務総監に任命されたコルベールのもとで重商主義体制が展開され、政
治の中心であるヴェルサイユ宮殿は国政にかかわる有力者や貴族を引きつけ、社会階級の

2

ヴォルテール著、丸川熊雄訳『ルイ十四世の世紀 一』（岩波書店、1958 年）
；福井憲彦
編『新版世界各国史 12 フランス史』（山川出版社、2001 年）。
3 ヴォルテール、前掲書。
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序列をよりはっきりと提示した4。また前王の時代末期の内乱の原因となった税制に関して
もよくこれを調整し、安定した財政の中で人口の増加とともに国家は繁栄していった。本
来的に肥沃な資源を有するフランスがその人的資源でもって軍事力を高めていったとすれ
ば、近隣の国々にとってその存在は脅威であったはずである5。国王自身が王位継承権を主
張し、あるいは他国が危機感から抑圧しようとして、フランスは前に述べたような戦争を
繰り返したと考えてよいだろう。
戦争はその勝敗にかかわらず国力を疲弊させる。ヨーロッパにおける戦争と植民地での
戦争を切り離して考えた場合、それぞれに割く兵力がたとえどんなに国家全体において
微々たるものだったとしても、それを何回も繰り返せば国家の損失はより大きくなる。そ
れでもフランスが滅亡にまで至らなかったのは、
ルイ 14 世が個人の私欲や好みによらず、
合理的に国家を統治していたからだと考えられる。
最後に、ルイ 14 世の治世と次代のフランスの絶対王政の衰退との関わりについて結論
づけるにあたり、四つの侵略戦争と定説において好戦的とされるルイ 14 世の性格につい
てまとめようと思う。親政開始以来中央集権、そして重商主義の体制を強化し国力を高め
てきたフランスに対し隣接する他のヨーロッパ国家はその動向を警戒しており、ゆえに常
に臨戦状態にあったといってよいだろう。そのような状態での戦争回避はほぼ不可避であ
り、国力の衰退は必然であった。またいずれの戦争に対してもルイ 14 世はその規模にか
かわらず何らかの戦果を得られるように調停してきた。もし本当に好戦的な性格ならば、
ほとんど実利のない戦争も起こりえたはずだ。このことから彼は血の気の多い、戦争好き
な君主などではなく、むしろ不安定な内政を立て直しさらに戦争に関し、逆説的にいえば
対外的に国威を発揚し他国を威圧できるほどに発展させた合理的で理知的な人物であった
と言える。そしてこうしたルイ 14 世の治世は、その後継となるルイ 15 世の時代の絶対王
政衰退の遠因とはなったものの、各国がその国力で覇権を争う 17 世紀ヨーロッパにおけ
るフランスの地位を確固たるものにしたのである。
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ギリシャから日本までの文化の伝播
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

船木

翔太

序文
日本では法隆寺の柱に使われている技術、エンタシスにみられるように古代ギリシャの
文化の影響を受けている。または奈良の正倉院にはアケメネス朝ペルシャなどの西アジア
の国の宝物が納められている。中国や朝鮮半島からの文化の影響は言わずもがなだろう。
古代ギリシャ文化から日本の文化。この場所が大きく離れた国々の文化が影響を与えあっ
ているということは、何らかの経路があって文化が伝わっているということだ。ならばそ
の経路とはどこか。
私はギリシャからスキタイや中央アジアの国、匈奴などの騎馬遊牧民、
中国を経て日本に伝わったと仮定した。本稿では、
（１）ギリシャからスキタイ、西アジア
の国、
（２）スキタイなどの騎馬遊牧民から中国、
（３）中国から日本という形でそれぞれ
の文化の伝播を歴史学的観点から触れてみる。

本論
まず初めにギリシャからスキタイ、西アジアの国々について触れてみる。しかしこのこ
とについて触れるにはまずスキタイの起源、そして西アジアの国々とスキタイ、ギリシャ
の接触について初めに触れなければならない。
スキタイという部族が歴史に登場するのは紀元前 6～7 世紀である。ヘロドトスの『歴
史』によれば、初めスキタイはアジアの遊牧民だったが、マッサゲタイ人1に攻め悩まされ
た結果、アラクセス川2を渡ってキンメリア地方（カフカス北方から黒海北岸にかけての草
原地帯）に移り、そこにいたキンメリオイ（キンメリア人）を追い払って代わりに住み着
いたとされている。
「歴史」によると、その後紀元前 652～612 年頃スキタイは追い出した
キンメリオイを追いかけて西アジアに侵入した。ちょうどこの時期の西アジアは世界初の
世界帝国を樹立したアッシリアが最盛期から滅亡するあたりで、林俊雄『スキタイと匈奴
遊牧の文明』によると、この頃のアッシリアの史料には北方に現れた二つの軍事集団がし
ばしば登場する。一つは「ギミッラーヤ」又は「ガメラーヤ」もう一つは「イシュクザー
ヤ」又は「アシュクザーヤ」などと呼ばれていた。子音などの音声上の類似から、前者は
キンメリオイ、後者はスキタイを指すと考えられている。史料によればその後二つの部族
は西アジアの国々に敗北し、もといた黒海北岸に戻ることとなる。以上のことから西アジ
アの国々とスキタイが密接な関わりを持っていたことが分かる。さらに文化面においても、
1
2

紀元前 6 世紀から紀元前 1 世紀までカスピ海の東側に住んでいたとされる騎馬遊牧民。
トルコ東南部に源を発し、イラン、アルメニア、アゼルバイジャンとの国境を流れる川。
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西アジアにこの時代生息していたライオンをモチーフにした作品がスキタイの本拠地であ
る黒海北岸などで出土している点から、西アジアの影響を受けていたことが分かる。
次にギリシャとスキタイの接触についてだが、これは文化面での影響が多くみられる。
前の段落で述べたように、スキタイの起源は東方からやってきた部族というのが一番現実
味があるが、スキタイの起源については神話的な説もある。一つは、ギリシャの最高神ゼ
ウスと黒海に注ぐボリュステネス川の娘との間にタルギタオスという男が生まれた。この
男には上から順にリポクサイス、アルポクサイス、コラクサイスの三子が生まれ、コラク
サイスが王となり部族を治めたという説。もう一つはギリシャの英雄ヘラクレスが怪物を
倒し3帰る途中、その後スキタイが住むこととなる無人の地を通りかかった。そのときヘラ
クレスの乗っていた馬が目を離したすきにいなくなり、探し回った末上半身が乙女で下半
身が蛇のエキドナ4に出会い馬の返還を条件に夫婦の契りを結ぶように迫られた。彼女に馬
を返してもらうとき自分の腹にいる三人の子供の将来について聞くとヘラクレスは自分の
弓を渡し、これが引けないものは国から追放するように言った。その結果末弟のスキュテ
スだけが弓を引くことができ国の王となり、その子孫がスキタイであるという説。これら
二つのエピソードには、どちらにも必ずギリシャ神話の神が登場している。さらに『歴史』
によると、スキタイの信仰する宗教は多神教であり、その神はすべてギリシャの神を信仰
している。もっとも信仰が厚かった竈の神ヘスティア、次いでゼウス、ゲー、アポロンな
ど信仰している神はみなギリシャの神であった。以上のようにスキタイは紀元前 8～7 世
紀に成立し、西アジア諸国とは直接的に接触し、文化面ではギリシャ文化にも間接的に接
触していたことがわかる。
次に騎馬遊牧民と中国の文化の伝播に触れてみる。中国に接触した遊牧民の中でも最も
有名な部族はやはり匈奴であるだろう。そこでまずは匈奴の起源から中国との接触、そし
て文化の伝播の順に述べていく。匈奴の起源についてだが、司馬遷の『史記』匈奴列伝の
冒頭には、匈奴の祖先は夏后氏の末裔であると記されている。この夏后氏というのは中国
の伝説上の王朝である夏のことであり、夏が殷に滅ぼされる際にその一部が北方に逃れ、
遊牧を行うようになったものが匈奴の始まりになったという。しかし、殷王朝が成立した
時期は紀元前 17 世紀のはじめと考えられているが、この時期にはまだ世界で遊牧はどこ
にも見られず、騎馬遊牧民など出現していない5。従って北方への移住があったとしても、
その段階ですぐに騎馬遊牧民である匈奴が誕生したわけではないと考えられる。この後周、
春秋戦国時代になると、中国北方の騎馬遊牧民はたびたび中国へと侵入してきた。しかし
まだこの時期の騎馬遊牧民の中には匈奴という部族は出現していない。匈奴が歴史に姿を
現してくるのは紀元前 3 世紀頃、秦の始皇帝が天下を統一する前後のことである。始皇帝
3

ヘラクレスが自らの罪を償うために弟王エウリュステウスに命じられて行った十二の難
行。
4 上半身が女で下半身が蝮の怪物。ケルベロスやヒュドラなどの母。
5 早くとも紀元前 14 世紀以前には騎乗を行った証拠がなく、
本格的な騎馬遊牧民の誕生は
紀元前 10 世紀以降である。
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は統一後、匈奴に対し攻撃を仕掛け黄河より南の土地をすべて占領し、黄河北岸の九原か
ら都の咸陽のすぐ近くまで直道と呼ばれる軍用道路を敷き、匈奴を黄河の北方まで後退さ
せた。しかし、始皇帝の死後、中国国内が混乱するとそれに乗じて匈奴は再び黄河を渡り、
元の境界線で中国と対峙することになった。
この紀元前 3 世紀頃の匈奴の文化を見てみると、全体としては黒海沿岸のスキタイ文化
などによく似ている。陝西省北端の神木県にある納林高兎からは、シカのような枝角を持
つ合成中の立体像が発見された。発見された立体像の動物は、鹿のような角を持っている
が枝角の先が一つ一つグリフィンの頭部になっている。これは後期スキタイ美術の特徴と
なっている。それだけでなく動物本体の頭部もグリフィンの頭部になっており、尾の先も
グリフィンの頭部になっている。これもまたスキタイ文化の特徴である。このように匈奴
の文化は確かにスキタイの影響を受けていると考えることができる。
秦の滅亡後漢に政権が移った後も、匈奴と中国は攻防の激しさを増していった。漢の皇
祖劉邦と冒頓単于、武帝と老上・軍臣単于の戦いはその最たるものである。このような戦
いの中、特に武帝の時代以降、中国の文化は中央ユーラシアの各地に幅広く浸透していっ
た。その理由の一つは、張騫が開いたシルクロードを通しての交易であると考えられる。
張騫は武帝の時代に、匈奴討伐のために大月氏6と同盟を結ぶために西域に派遣された軍人
である。張騫が大月氏に到着するまでに通過した国と中国が交易を結ぶことによって生ま
れたものがシルクロードである。もう一つの理由として考えられるのは、匈奴などの騎馬
遊牧民族が中央ユーラシア各地に中国文化を広めたというものだ。その理由を裏付けるよ
うに、黒海北岸で出土した珊瑚、ザクロ石、ガラス象嵌帯飾り板は、複雑な文様構成と象
嵌技法の点ではサルマタイ文化的7であるが、表面には龍が彫られている。龍という神獣は
中国で生み出された想像上の生き物であり、龍が彫られているということは中国文化の影
響がこの地に及んでいたということの裏付けとなる。騎馬遊牧民によって伝えられたもの
の中には、このように物ではなく観念的なものまで含まれている。以上のことからスキタ
イや騎馬遊牧民の文化は中国に伝播し、騎馬遊牧民によって中国の文化も中央ユーラシア
の諸地域に伝わったことが分かる。
最後に中国から日本への伝播について触れる。中国から日本へ伝わった物や伝統、宗教
などは数えきれないほどある。それらの文化的なものは遣隋使や遣唐使、またそれに同伴
した留学生によって伝えられたものだと考えられる。前の段落で述べたように、ここでも
物だけではなく観念的なものが日本に伝わっている。その中でも日本の正統性を主張する
ために作られた『古事記』
『日本書紀』は中国の宗教、文化を基盤にして日本固有の宗教、
文化の形成に成功したものとして代表的なものである。例を挙げると、
「冥府」の記述は日

紀元前 3 世紀から紀元前 1 世紀に東アジアや中央アジアに存在した遊牧国家である月氏
が、紀元前 2 世紀頃匈奴に敗れ中央アジアに移動してからの名称。
7 紀元前 4 世紀から紀元後 4 世紀にかけて南ウクライナ周辺を中心に活動したサマルタイ
人の文化。幾何学模様が多く動物模様は少ない、多彩で華美な文化。
6
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本でも中国でも「黄泉」とされ、これは地下に存在するといわれている。漢語で「黄泉」
は地下あるいは地底を指しており、
死者の魂がいるところとされている。しかし、
『古事記』
での「黄泉」は地下を直接的に指してはおらず、曖昧な解釈がなされている。更に中国の
「黄泉」が魂のいるところとするのに対し、日本では肉体の存在も描写されている。以上
のことから、日本では中国から伝わってきた文化をそのまま吸収するのではなく、アレン
ジを加え独自の文化を生み出していることが分かる。

結論
本論では古代ギリシャから日本までの国々の文化の伝播の経路を三つに分けて説明して
きた。その中でも古代ギリシャから日本という、時代も場所も大きく離れた国へ文化を伝
播させるうえで、やはり一番大きな役割を果たしたのは騎馬遊牧民だろう。騎馬遊牧民の
侵入により西アジアの国々は混乱したが、その文化は中国など東アジアへ伝えられた。騎
馬遊牧民によって伝えられた文化によって、中国ではまた新たな文化が生まれ、西アジア
の国でも新しい文化が生まれた。今回調べたことにより、それぞれの国の文化を発展させ
る時、文化の伝播というものはやはり必要不可欠であるということが分かった。
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アメリカにおける奴隷制度
──北部での奴隷制度や奴隷への対応に関して
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

宮田

幸

1861 年に始まったアメリカの内戦である南北戦争は、62 万人を超す死者を出した、ア
メリカ史上最大の事件であり、危機であった。アメリカは分裂しようとしており、共和国
の崩壊に直面していた。
その原因となったのが奴隷制度をめぐる対立である。
その対立は、
アメリカ北部では奴隷制に反対し、南部では採用したということによるものだった。
しかし私は、本当にそうだったのかと疑問を持った。この疑問に関して、私はアメリカ
北部に焦点を当て、北部では利害関係によっては奴隷制に賛成する人もいたのではないか
と仮説を立てた。このことについて、北部における奴隷制度や奴隷への対応から考えてい
きたい。
まず、北部での奴隷制度に関しては、南北戦争では北部では反対であるとされた奴隷制
度が、植民地時代には北部にも存在していたということが指摘できる。北部では、大きな
港湾都市から奴隷制は導入された。北部の奴隷は、家内労働を行う者と、南部のように農
奴として働く者がいた。家内労働では、奴隷は執事や召使い、料理人、雑役婦、洗濯人な
どとして働いた。また、フィラデルフィアのクエーカー教徒の家族など、宗教的あるいは
人道的理由から奴隷制を批判的に見ていた人々も、個人的な目的に奴隷を使用することを
放棄してはおらず、家内労働者としての奴隷を所有していた1。しかし、雇われたとしても
1 家族に 1 人か 2 人ほどであり、奴隷たちは契約期間を終えると、自らの土地と自らの家
族を持つようになったという2。また、奴隷人口が増えるにつれて、富裕層の召使などの周
縁的な存在であった奴隷は、職人の作業場の下働きなど、都市での生産体制の中心的な存
在になっていった。従来、労働力はさまざまな人種から構成されていたが、18 世紀の初頭
には、多くの職業において奴隷はもはや付属的な存在ではなく、主たる労働力になった。
小さな作業場でも奴隷が使われていたが、都市で最も労働力を必要とした最大の雇用主の
間、とりわけ海運業者の間で、奴隷労働の利用が一般的になったのである。
農奴に関しては、ペンシルヴァニア、ニュージャージー北部、ハドソン川流域、ロング
アイランドにおいて、農業経営者は 18 世紀に入ると白人年季奉公人に代わって黒人奴隷
に依存するようになり、奴隷制は急速に広まった。18 世紀の中盤には、奴隷制はニューイ

1

ベンジャミン・クォールズ、明石紀雄・岩本裕子・落合明子訳『アメリカ黒人の歴史』
（明石書店、1994 年）
、45 頁。
2 ジェームス・M・バーダマン『ふたつのアメリカ史 ―南部人から見た真実のアメリカ 改
訂版』
（東京書籍、2003 年）
、78 頁。
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ングランドの南域まで拡大し、これらの地域では、奴隷は労働力全体の三分の一ほどを占
め、場所によっては半分以上を占めるほどとなった3。
しかし、1780 年の推定で、南部ではほとんどの州で奴隷は総人口の三分の一以上を占め
ていたにもかかわらず、北部では最大の黒人人口を擁していたニューヨークですら、せい
ぜい奴隷は総人口の一割程度でしかなく、北部全体では 4 パーセントにも達していなかっ
た4。北部での奴隷制は南部ほど大規模なものではなく、必要不可欠というわけではなかっ
たのだ。
次に、北部における奴隷制度の廃止に関して見ていきたい。奴隷制度を廃止するという
北部諸州の選択は、一見きわめて自然なように思えるが、理論的にも実際面においても多
くの困難を伴うものだった。というのも、奴隷所有者に奴隷を放棄させることは、独立革
命の根本理念の一つである、私有財産の不可侵性に触れていたためである。独立宣言は、
なんぴとといえども侵すことのできない基本的な権利として、
「生命、自由、および幸福の
追求」を特記していた。ここでいう幸福を追求する権利に私有財産が含まれていることは
周知の事実であり、それどころか、
「幸福」とは、すなわち財産を所有することだと考える
人が少なくなかったのだ。奴隷は、南部ほど大規模でなかったとしても、すでに 1 世紀以
上にわたり社会的に公認された財産の一形態であり、既存の法体系の中でも財産として明
確な位置を占めていた。
このため、奴隷所有者に奴隷を放棄させることは困難であった。一般に北部州では、司
法の裁定もしくは州議会の立法措置によって奴隷制度は廃止されたが、そのプロセスは緩
慢で多くの抵抗を伴った。この制度を廃止へと導いた人たちとしても、奴隷が侵すべから
ざる財産であることを熟知しており、それを強いて放棄させるためには、慎重な配慮が必
要であることを心得ていた。彼らとしても、それに伴う社会的混乱を最小限にとどめる策
を講じざるを得なかったのである。したがって、一挙にそれを廃止した州は例外で、通常
は特定の年月日以降に生まれた奴隷の子供のみを解放し、しかもその子供たちも、通常 20
代の後半まで無給で徒弟奉公を務め、その後正式に解放されるというのが一般的な事例だ
った。
これほどまでに緩やかで、主人の財産権にもそれなりの配慮をした解放であったにもか
かわらず、それへの抵抗は決して少なくなかった。特に奴隷人口が総人口の一割近くを占
めていたニューヨークとニュージャージーでは、1780 年代半ばに上程された漸進的奴隷解
放の法案はことごとく否決され、90 年代に入ると奴隷制度は拡大傾向すら見せるほどだっ
た。これら 2 州が最終的に解放へ踏み切ったのは、前者が 1799 年、後者は 1804 年にな
ってからのことだった5。

3

アイラ・バーリン、大類久恵・落合明子・小原豊志訳『アメリカの奴隷制と黒人 ―五世
代にわたる捕囚の歴史』
（明石書店、2007 年）、136-137 頁。
4 小山起功『黒人史講義 ―アメリカ もう一つの原点』
（彩流社、2005 年）
、292 頁。
5 小山、286-287 頁。
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次に、北部における奴隷への援助に関して、逃亡奴隷に焦点を当てて見ていきたい。逃
亡奴隷というのは、南部から北部に逃げてきた奴隷のことで、彼らの逃亡の理由には仕事
を避けての逃避や、競売にかけられることへの恐怖心など、大多数は奴隷の生活への不満
だった6。北部黒人の置かれた状況は、南部黒人の状況と異なり、北部では黒人に対する制
限がはるかに緩やかだった。また、彼らはそのような制限に対して抗議することができた
し、協会・新聞・会議を通して、また改革運動――とくに奴隷制即時廃止運動（アボリシ
ョニズム）――に参加することで、北部黒人は自己主張をする機会を多く持っていた7。不
完全ではあっても北部のほうが南部の監禁状態よりもはるかにましだったのだ。
逃亡奴隷には二種類の逃亡手段があった。それは、個人的な努力と、
「地下鉄道」として
知られていた、逃亡奴隷を受け入れ、隠し、送り出す、組織的運動だった。多くの奴隷は
誰の助けもなく一人で出発した。法律によって禁止されてはいたが、文字の読み書きを習
っていた者は、通行許可証や彼らが偽造した「自由身分証明書」を使った。あるものは北
極星だけを道案内に夜だけ歩き、昼は葉で体を覆い隠した。水を伝って逃げた何千の奴隷
のうちオハイオ河近くにいた者は、盗んだ小船やカヌーを使った。南部の港に近かった者
たちはさまざまな策略を考えて北部に向けて出航する蒸気船に乗った。その典型的な手段
は、一束の洗濯物を手にし、召使いであることを装い乗船し、船底などに隠れることであ
った。逃亡奴隷が乗船しているのが見つかったとき、船長が責任を取ることになっていた
が、同情を持った船長や乗組員は、密航している黒人がいても見逃すことがあった。
しかし、自由に向かって走ることは危険を伴っていたため、ほとんどの逃亡奴隷は援助
を必要とした。
「地下鉄道」の活動は、｢車掌｣と呼ばれ、逃亡奴隷を先導した人々が奴隷を
かくまいながら北へと向かうものであった。奴隷と最初の接触は、商人、国勢調査員、地
図作成者を装ってプランテーションに入った取次ぎ人によってなされた。用心深い奴隷に
善意の意図を説得するのは技術を要したが、一度それがなされると、取次ぎ人は「車掌」
に奴隷を委託した。旅は夜なされ、日中は奴隷は納屋、洞穴、屋根裏部屋、干草の山に隠
れた。船長や乗務員が「地下鉄道」の一員あるいは信頼されていた同情者であった場合に
は、奴隷は船か汽車に乗せられた。このような援助を与えられた奴隷の総数は、1830 年か
ら 1860 年の期間を通じて毎年 2500 人程度だった8。
もっとも名の知れた「地下鉄道」の活動家としては、ハリエット・タブマンがいる。メ
リーランド州ドーチェスター郡生まれで、体は虚弱であったが、強い意志の持ち主でであ
った。また、彼女自身逃亡奴隷であった。カナダを作戦行動の拠点として、19 回も奴隷州
に入り、300 人以上の奴隷を北部またはカナダに導いた。南北戦争にも偵察員、情報提供
者、看護婦として加わったが、捕まることはなかった9。

6
7
8
9

クォールズ、93 頁。
クォールズ、113 頁。
クォールズ、93-95 頁。
クォールズ、97 頁。
39

彼女のように捕まらなかった者もいたが、そうではない者もいた。例えば、白人アボリ
ショニストの中には、逃亡奴隷を幇助したかどで有罪を宣告された後、刑務所の独房で死
亡した者がいたり、奴隷たちを逃がそうと自分の商船にかくまったために投獄される者が
いたりしたのである10。
このように、北部には自分が捕まってでも奴隷を援助しようとする動きがあったが、そ
れに否定的な白人もいた。例としては、北部白人は北部黒人を誘拐して奴隷にすることを
非難し、それを罰する法を制定してはいたが、そうした法が実際に施行されることはまれ
であったし、北部白人の中には誘拐に深く関与する者さえいた。また、北部労働者階級の
白人は、南部の黒人が解放されて一般市民となり、北部にやってきて社会的・経済的に競
合することは避けたいと考えていたのだ。北部の人々が、奴隷制度は悪であり、奴隷は解
放されるべきだと思っていたとしても、解放された黒人が北部にやってきて共に働き、生
活をすることには反対だったのだ。
また、北部に逃亡した奴隷を南部に連れ帰る法律が存在していた。それは、1793 年に施
行された逃亡奴隷法というもので、南部人が自由州で逃亡した奴隷をとらえて、再び所有
者に戻す権利を有することが認められたものであった11。しかし、この法律を修正し、新
たに、はるかに厳しい規定を含めた連邦逃亡奴隷法が 1850 年に作られた。この法律は、
州の判事ではなく、連邦の委員に逃亡奴隷の事件を処理する権限を与え、また、すべての
北部の市民に逃亡奴隷の取り戻しを助けるよう義務付けたものであった12。この法律によ
って、逃亡奴隷の捕獲や返還への北部諸州の協力義務が強化され、また、力ずくで奴隷身
分に戻されるかもしれない危険性は北部黒人を震撼させ、恐怖に陥れた。逃亡奴隷を助け
る白人にも、厳しく罰せられる危険が生じた。この法律は南部だけでなく北部にも逃亡奴
隷の捕獲、返還を義務付けたため、当然法律に従う者がいたことが考えられる。また、こ
の法律の制定に関与した政治家の中には北部の選挙区から選出された者もいたのである。
ここまで、北部における奴隷制度とその廃止、奴隷への援助について述べてきた。北部
でも植民地時代には奴隷制が存在しており、その廃止には理論的にも実際面においても多
くの困難を伴っていた。
「地下鉄道」等、奴隷を援助する動きもあったが、逆に北部の黒人
を誘拐、捕獲したり、社会的、経済的理由で黒人が北部に来ることを嫌がったりする白人
がいた。また、奴隷を南部に連れ戻す法律に関与した者がいた。これらのことから、一概
に北部が奴隷制に反対していたとは言えないと考えられる。

10

ジェームス・B・スチュワート、真下剛訳『アメリカ黒人解放前史 ―奴隷制廃止運動（ア
ボリショニズム）―』
（明石書店、1994 年）
、169-170 頁。
11 峯真衣子「黒人奴隷と自由の帰趨」
『比較社会文化研究』第 21 号（九州大学大学院比較
社会文化研究科、2007 年）、91 頁。
12 スチュワート、153-154 頁。
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魔女狩り
──なぜ女性が処刑されたのか
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

梁

昭漣

序文
魔女狩りとは 14 世紀から 17 世紀にかけ、ヨーロッパにおいて教会や国家その他の公的
権威と権力とが魔女や魔術行為に対して全国的、組織的で行った集団虐殺である1｡ そのと
き、
魔女は極めて残酷な拷問によって自白させられた後、
生きたまま火あぶりにされるか、
絞殺されてから焼かれた2。
魔女、英語で witch という言葉は「賢人」あるいは「魔法を行う者」という意味のアン
グロ・サクソン語 wicca に由来するという説明と、
「老人」あるいは「古来の宗教」という
意味のイタリア語 la Vecchi に由来するという説明がある。どちらの説も元来、witch に
は男女の性差はなかった3。
そもそも、現在「魔女」と定義される人々は、超自然的な力で人々に災いを与えると信
じられていた存在で、
遠く古代のインドやエジプト、
ギリシャやローマにも広まっていた。
いつの時代でも「魔女」は人に憎まれ、恐れられ、支配者によって弾圧された例は珍しく
ないが、古代から中世中期までのカトリック教会は魔女に対してははなはだ寛容で、その
弾圧も微温的だったばかりでなく、むしろ温情的ですらあった。

ところが、15 世紀から 17 世紀になると、教会や国家、その他の公的権威と権力と
によって全国的かつ組織的で、極めて残酷な集団虐殺が行われた4。その時期に魔女と
して処刑された者の数は、数十万から数百万人にのぼったと推計され、その犠牲者の
80％が女性であった。地域によってはさらに驚くべき統計がみられる。ラインランド
のランゲンドルフでは二人を除くすべての女性が逮捕され、キエフではすべての老女が捕
らえられた5。この統計は、魔女狩りが意図的な女性殺害であったことを立証するのに十分
だと考えられる。
研究史上、中世ヨーロッパの魔女狩りに関する公文書に基づく研究が、1965 年頃から現

1

森島恒雄『魔女狩り』
（岩波新書、2010 年）
、7 頁｡

2

ジャンーミシェルㆍサルマン著、池上俊一訳『魔女狩り』
（創元社、2009 年）、69-81 頁｡

3

今西薫「
『エドモントンの魔女』
、
『ヴィネガー・トム』、
『るつぼ』における「魔女狩り」：

－差別と抑圧のメカニズム」聖泉論叢 創刊号、1993 年、23-41 頁｡
4
森島、10-18 頁｡
5
アン・ルーエリン・バーストウ著､ 黒川正剛訳『魔女狩りという狂気』（創元社、2001
年）
、15-20 頁｡
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れはじめた。これらのほとんどは当時の社会を基に魔女狩りの規模や実態を紹介したり、
政治的ᆞ社会的ᆞ宗教的な基盤を通して魔女狩りが行われた原因を明らかにすることに注
力していた。しかしながら、犠牲者の圧倒的多数が女性であることを認めているのに、ジ
ェンダーによる分析はなされていかった。アラン・マクファーレンはエセックス州の魔女
裁判の犠牲者の 92％が女性であったことを証明したが、
「両性の間の敵対意識が迫害の背
後にあるとする証拠はない」と結論を下した（『テューダー朝・ステュアート朝・イングラ
ンドにおける魔術』1970 年)。また、キース・トマスは『宗教と呪術の衰退』で私生児出
産、乱交、性的貪欲など女性の性的な犯罪の嫌悪が裁判に表現されていると指摘したが、
女性嫌いや心理的要因は否定した6。
魔女狩りはあまりにも広範かつ多様であり、かつ一定の類型を引き出しにくい非常に複
雑な社会現象であり、一つの原因として説明することは困難かもしれないが、犠牲者が特
に女性に集中したところから、女性史的な立場から解釈してみる必要がある

本論 ―魔女狩りの原因
① 政治的・宗教的な背景
中世ヨーロッパは法律ᆞ財政ᆞ学問ᆞ芸術のすべての文化は、ローマ教会によって支配
され、法皇権は絶対権力を持つようになり、それを後ろ盾に聖職者たちの独善的な優越感
と腐敗が増加した。これが原因で南フランスで異端運動が激化したが、特に 13 世紀のフラ
ンスで活動したアルビ派が代表的で、法皇インノケンティウスはアルビ派を討伐するため
アルビ十字軍を結成、20 年以上続いた戦争は、十字軍の勝利でアルビ派を一掃するのには
成功した。だが、フランス以外の地域ではまだ異端者ははびこっていた。新たな対策が必
要としていた時点で法皇グレゴリウス 9 世は異端審問制を編成し、専門的な異端撲滅を行
なった。異端者の財産を没収する法的根拠ができ、 犠牲者が飛躍的に増大した。異端撲滅
に参加している勢力は、より多くの財産を没収するため、魔女をも審問することを望んだ
が、この時期魔女は異端者として認定されておらず、異端審問の法廷で裁判にかけられる
ことはなかった。だが、1318 年に法皇ヨハネス 22 世が魔女狩り解禁令を発布し、さらに
魔女狩りの強化令ᆞ魔女弾圧令を連発することで、
魔女狩りは、本格化するようになった。
法皇ヨハネス 22 世が魔女狩りの解禁令を発布したのは自分の命を狙うという疑いのある
者たちを魔女として処刑するための政治的な理由によるものだった7。

② 社会的ᆞ経済的な背景
魔女狩りのきっかけの一つは、個人と個人の関係の破綻だといえるが、その背後には、
農民社会を打ちのめした個人的あるいは集団的な災厄の積み重ねがあった。
宗教戦争
（1562
〜1648 年）
、三十年戦争（1618〜1648 年）
、フロンドの乱（1648〜1653 年）、その合間には、
6
7

バーストウ、15-20 頁｡
森島、21-57 頁｡
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ペストや獣疫の流行が続き、また不安定な気候による不作は経済状況の悪化や飢饉につな
がった。このような 16 世紀から 17 世紀の社会的状況で、農民層の不満が増大し、彼らは
ほとんど抵抗できない人々に向けて不満を解消した。また、彼らは彼ら自身をカトリック
の宗教改革や中央政府の新しい諸改革と自己を同一視し、出世の手段として当局との協力
を考えていた。最も攻撃をしやすい社会集団を攻撃することで、自らの権力を強化したの
である。ここで、抵抗できない人々や攻撃をしやすい社会集団は主に老いた独り者の女性
だった8。

③ ジェンダー分析
③－１ 女性嫌いの風潮と性的支配
古代末期から中世をつうじて流れていた女性嫌悪の源をたどれば、聖書、とりわけ『創
記』までさかのぼる。創世記はイブという女性が男性のあばら骨から生まれる起源を通し
て、男性が女性より優位にあることを表わす。それだけではなく、イブがヘビに誘惑され、
禁断の木の実を食べ、アダムにもあたえた述べることによって、イブすなわち女性を人間
が原罪を犯す原因、また女性は邪悪で、誘惑を受けやすく、男性を誘惑し、男に罪を犯さ
せさえする否定的なイメージとして設定した。
このような記述を典拠として、古代末期の教父たちは一層激しい女性蔑視のイデオロギ
ーと言説をねりあげていった。キリスト教的身体観をみると、男性の体は神の似姿につく
られた優れた性であるが、女性の体は本質的に汚い、罪深く、救いの阻害となるので、結
局、女性に救いはないと考えた。それで、古代末期から中世初期にかけて多くの聖女や修
道女は女性であることを無化しようとして男性した。また、中世の教会関係の史料には、
女性嫌悪の言説が多く含まれているが、特に衝撃的なものを一つあげてみよう。581年、フ
ランスのマコンでひかれた公会議では、「女性は理性的存在として分類されるべきか、そ
れとも獣として分類されるべきか、また彼女は、魂を持っているか、ほんとに人類の一部
をなすのか」を知ることが懸案とされた。このような女性蔑視のイデオロギーと言説はそ
のまま中世初期から末期まで、聖職者や修道士らに伝達受容されていった9。
さらに、15 世紀半ばにいたると数多くの魔女論が続出した。それらの著者の職種は異端
審問官、大学教授、法学者、医師などの知識人と支配層であった。そのなかで、代表的な
魔女論が二人のドミニコ会士が書いた本『魔女の槌』（1485 年）である。この本は魔女と
の性的な儀式を詳細に紹介しながら、悪魔が女性の性欲を利用して契約を結ぶと規定した
だけではなく、女性の悪辣さ、軽信、饒舌、知性の欠如、淫乱さ、男を堕落させる声など
について論じ、従来のあらゆる女嫌いの集大成となっている。『魔女の槌』が魔女狩りの
基礎的な手引き書になり、大ベストセラーとなるにつれて、中世の人たちの女性に対する
偏見は極まることなった。
8
9

サルマン、45-46 頁｡
池上俊一『魔女と聖女』
（講談社、1992 年）
、65-118 頁｡
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このような知識人と支配層は、一般大衆に彼らがまとめた魔女の概念を広める役割を忠
実に実行したが、特に彼らが注目したのは、女性のポルノグラフィー的な側面だった。女
性に対する性的な空想をもとにしてサバトという秘密宴会と、悪魔との契約においては根
拠なく淫蕩で乱雑な理論を定形化させていった10。これはキリスト教社会で抑圧され、統
制された性的欲望が魔女狩りを通して噴出されたものだ。それで、魔女裁判の法律拷問に
は、サディスティックな実験と不必要な性的な関心が含まれていた。女性の容疑者に悪魔
との性行為についてだけでなく、夫や恋人との性行為についても質問したりし、囚人を強
姦する場合もあった。これらの男性は権力を持つ立場を利用して、好色な活動にふけった
わけだが、これは 抑圧された性的欲望の噴出であると同時に 女性に対する飽くことなき
性的な支配を示している11。

③－２ 父権的・男性支配の社会の女性統制
16 世紀全ヨーロッパでは、家族はますます父権的になっていった。そのため、女性の役
割は、家の内部に押し込められてしまった。だが、16 世紀の女性の活動の中には、呪文や
水薬を使った病治し，分娩，堕胎、未来占い、失恋した者に助言を与えること、呪いと呪
いの除去、隣人間の平和をもたらすことなど、 共同体にとって有益な影響を与えることが
あった。このような女性たちは、聖職者が昔から持っていた役割と、新たに出現した医師
の役割を否定して、母親から継承した知識や技術のネットワークに依存し、特権的な相談
者と医師としての仕事をしたのだ。このような力を持つ女性に対して聖職者と医師を含む
男性たちは恐怖を抱いていて、魔女として処刑することで報復を行なったのである12。
また、中年ᆞ老年女性の生意気な性質を魔女の告発を引きつけしまった主な理由の一つ
にみる分析もある。魔女狩りのほとんどの犠牲者は 50 歳以上の老女だった。年老いた女性
は自由に自分を表現できたし、自分が考えていたことをしばしばそのまま言うことがあっ
た。夫との関係で、怒りっぽく、手におえず、また隣人には望まれもしない忠告を与えた
のだ。このような 男性の権威に歯向かう態度に迫害が起こったという。ずけずけと物を言
う妻はがみがみ女と呼ばれ、魔女の疑いを受けて、魔女として裁判所に引きずっていかれ
たのである。その後、数世紀にわたって女性たちは低い立場にとどまりつづけた13。

結論
以上、社会的・宗教的な説明も取り上げつつ、女性史的な視点から検討を試みた。 魔女
狩りの原因を簡略にまとめてみると、キリスト教に根ざす中世ヨーロッパの女性観と社会
的不安要素を含んだ特殊な状況があいまって、爆発した「狂気」だといえる。

10
11
12
13

森島、58-73 頁;上山安敏『魔女とキリスト教』
（講談社、2010 年）、213-220 頁｡
バーストウ、229-236 頁｡
バーストウ、193-227 頁。
バーストウ、58-62 頁。
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1960 年代後半からジェンダー分析は発達したが、魔女狩りの従来の研究者に新たに問題
提起を開拓した側面は認められる一方、あまりにも女性の被害者意識に偏っているとの批
判を受けている。女性が女性を告発している場合も多く、特に産婆の場合はしばしば自分
たちも他人に対して魔女告発をすることも多いので、女性が女性だという理由で迫害され
たのではなく、女性迫害を純粋に男性が生み出した事件としてとらえるモデルは、あまり
にも単純すぎで一般性をもちえないということだ14。だが、このような批判は犠牲者のほ
とんどが女性だったという事実と魔女を逮捕・拷問・裁判、処刑の過程に参加したすべて
が男だという事実を見逃しているようにみえる。これらのジェンダー分析についての消極
的で、否定的な態度をみると、彼らは中世ヨーロッパの男性の支配的な社会は当然なこと
で、特に問題視していない。
女権が伸張した現在でも、女性差別は依然として存在している。中世ヨーロッパの魔女
狩りを、女性差別や迫害から分析することは今日でも、明白な強い示唆と教訓をえられる
にもかかわらず、こうした見方からは大きく取り上げられていない。当時の女性の実状に
ついての研究と関心がより必要であると思う。
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アメリカ建国初期から 19 世紀半ばまでの黒人達の位置
明治大学 文学部 史学地理学科 西洋史学専攻

西岡

孝

序文
私はアメリカ建国初期から１９世紀半ばまでの黒人達の位置について調べました。なぜ
なら、今日のアメリカがあるのは黒人達の努力があったからこそ、アメリカという国は成
り立つのであり、黒人達が如何にして差別的待遇を乗り切っていったのか、疑問に持った
からです。そして、これを調べるにあたって、黒人達が差別を受け続けたのは全てアメリ
カのせいという仮説を立てました。

本論
まずは、アメリカと黒人の関係はいつから続いているのか調べました。その前に黒人の
事を簡単に言うと、最初からアメリカという国はおらず、アメリカ植民地発展のためにア
フリカから連れてこられた人々の事で、色が黒いことから、差別的な用語で黒人と呼ばれ
たそうです。このことを知った上で、アメリカと黒人の関係をさかのぼっていくと、1619
年、イギリス領バージニア植民地のジェイムズタウンに 3 人の女性を含む 20 人のアフリ
カ人が上陸しました。彼らこそ現在アメリカ合衆国となっている土地を耕し始めた最初の
黒人でありました。彼らは、最初は奴隷ではなく、年季奉公人としてタバコと米を栽培す
る農業労働者でありました。しかし、白人植民者は経済的利潤を高めるために、肌の色や
文化的背景が違うなどを理由に、年季明けを与えず動産として所有する、黒人奴隷制を採
用し始めました。1641 年のマサチューセッツ植民地を皮切りに、次々に 13 の植民地は奴
隷制を合法化し、黒人奴隷は農業労働者だけでなく、職人、船の乗組員、家庭内労働者と
してアメリカの植民地発展に寄与しました。次は、アメリカの発展と黒人について調べま
した。アメリカが開拓され、自由な国となっていく中で黒人の人々は迫害を受け続けまし
た。その例としては、移住や異なったエスニック集団間の結婚を通してエスニック集団が
絶えず形成されているにも関わらず、黒人の人々はその中にも入れてもらえず、追い出さ
れ違う人種として扱われ、ひどく軽蔑され、さげすまれました。ちなみにエスニック集団
というのは、民族・人種の違う人々が文化・身体・言語・生活習慣の問題を乗り切り、互
いを理解しあえるようになった集団のことをいいます。
次は、アメリカ独立革命について調べました。1775 年 4 月 19 日から 1783 年 9 月 3 日
に起こった戦争で、黒人達が二つに割れた戦いでもありました。大陸軍 30 万の兵士に混
じって、5000 人の黒人兵士達が、参加しました。また、イギリス軍側の方も 2 万人以上
の黒人兵士達が参加しました。イギリスは積極的に愛国者の主人に仕える奴隷を徴募し、
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より愛国社会と奴隷の関係をより密接なものにし、アメリカの方は、黒人との格差を取り
締まろうとしようとしたのがいけなかったのか、人員が不足していました。そこで、ジョ
ージ・ワシントンは、1776 年に大陸軍における奴隷徴募の禁令を撤廃しました。例外です
が、ロードアイランドやマサチューセッツのように小さいながらも黒人の部隊を作るとこ
ろもあれば、サウスカロライナやジョージアのように黒人達の採用を拒むところもありま
した。戦争では、アメリカ軍の黒人部隊は奴隷だった時の呼称などで呼ばれ、レキシント
ンの戦いやボストン包囲戦など有名な戦いに従軍し、前線の捨て駒部隊として死んでいき
ました。イギリスの黒人部隊は番号などで呼ばれ、アメリカよりもましな扱い方をされ、
黒人達は愛国者との義理を守るため、率先して危険な前線へと出ていきました。両軍の黒
人部隊の決死の戦いぶりが影響したのか、結果、独立後の北部では、奴隷貿易の禁止や奴
隷解放の気運が高まり、南部では 20 年間の奴隷貿易存続と併せて、憲法による奴隷制の
容認を認められました。
次は南北戦争について調べました。その前に南北戦争以前の北部と南部の黒人達の違い
をまとめました。南部では 19 世紀に入り、南部の黒人達は、黒人奴隷制を単なる労働形
態から社会秩序へ変わり、南部独自の生活・文明・様式を作り上げました。北部では、1830
年頃までに、
事実上奴隷制は廃止されたものの、
ほとんどの州で仕事につけない者が多く、
日常生活でも人種偏見、差別を受ける黒人達が多くいました。ちなみに、北部では、この
様な状況下でも、食料品店、ホテル、理髪業、造船業、材木業、家具製造業などで、白人
なども雇って利潤をあげた黒人達もいました。
そして、1861 年から 1865 年までの南北戦争に入ります。62 万人もの戦死者を出して 4
年間も続いたこの戦争に、約 20 万人の黒人兵が参戦し、そのうちの半数は南部からの逃
亡奴隷だった。戦場でも、黒人達は、俸給、昇進、携帯品などのあらゆる面で差別にあい、
いざ戦いが始まると捨て駒のように次々と危険な前線へ送られて戦ったので、戦死者数は
4 万人に達し、黒人兵士の死亡率は白人兵士と比べて 35％も高かったそうです。しかし、
その結果、このことから、
「軍事的な必要性」から 1863 年奴隷解放宣言を出し、黒人達は
初めて法の下で平等な権利を有するアメリカ市民となりました。

結論
わたしの結論は、黒人達は、植民地を耕す人間、いわばアメリカという国の土台を支え
ている人たちなのにこうも白人たちに差別されたり、利用されたりするのはあってはなら
ないことだと感じました。だからといって、白人達も仕事しなければ、何もできないわけ
だし、植民地開拓という仕事こそこの時代の領土の利権を獲得できる唯一の手段であり、
自分達の国が一番強いと見せつける一種の方法なのかもしれません。アメリカという国で
昔は、白人と黒人が争っていたということは記憶にはあっても、白人と黒人との間の争い
の価値にはならないし、これから先も常に、黒人、白人共にこれからの共存について考え
るべきだと思いました。
50

【参考文献】
1.

有賀夏紀、紀平英作、油井大三郎編著『アメリカ史研究入門』
（山川出版社、2009 年）

2.

榊原肘夫『アメリカ研究 社会科学アプローチ』（萌書房、2002 年）

3.

高村宏子、飯野正子、桑井輝子編著『アメリカ合衆国とは何か』
（雄山閣、1999 年）

51

【一年次基礎演習での学習で留意した参照文献リスト】
西岡

孝

Ａ：実際に参照したもの
1.

有賀夏紀、紀平英作、油井大三郎編著『アメリカ史研究入門』
（山川出版社、2009 年）

2.

榊原肘夫『アメリカ研究 社会科学アプローチ』（萌書房、2002 年）

3.

高村宏子、飯野正子、桑井輝子編著『アメリカ合衆国とは何か』
（雄山閣、1999 年）

Ｂ：今後参照予定のもの
1.

ポール・ジョンソン著、別宮貞徳訳『アメリカ人の歴史』（共同通信社、2001 年）

2.

デイヴ・バリー著、永井淳訳『デイヴ・バリーのアメリカを笑う』
（集英社、1995 年）

3.

オーガスト・ラドキ著、川口博久、杉渕忠基、鈴木健、千葉則、千波玲子訳『アメリ
カン・ヒストリー入門』
（南雲堂、1992 年）

4.

青木芳夫著『アメリカは発明された』
（日本経済評論社、1999 年）

5.

秋元英二、菅大輝著『アメリカ２０世紀史』
（東京大学出版会、2003 年）

6.

有賀貞著『アメリカ史概論』
（東京大学出版会、1987 年）

7.

小池英夫著『ケネディ暗殺事件見聞録』
（ラ・テール出版局、1996 年）

8.

大林雄太郎『アメリカ革命とジョン・ロック』（慶応大学出版会、2005 年）

9.

上智大学アメリカ・カナダ研究所著『アメリカ文化の原点と伝統』
（彩流社、1995 年）

10. 高橋章著『アメリカ帝国主義成立史の研究』
（名古屋大学出版会、1999 年）

52

このレポート集をお読み頂いた方に
このレポート集は専門ゼミのなかで記述されたものではない。また、大学初年度教育の
中で生み出されたものである。したがって、ここに掲載した学生のレポートには、文章
や論理構成がこなれていないところや、解釈・分析上の間違いもあろう。しかし、それ
は学生の資質の問題ではなく、担当した講師の力量に還元される問題である。すべての
責は担当講師金澤宏明が負うものである。
同時に、
各学生はこうしたステップを踏んで、
次の段階へと成長していくということをご理解頂きたい。
（金澤 宏明）
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