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巻頭言
初回の講義で先生が「大学とは何か」を問われた。大学に入学して間もない私たちは漠然と
「高校の続き」のようなものだと考えていたが、先生は高校とは全く違う「研究機関」だとお
っしゃった。この講義では一年間、受け身の勉強ではなく、能動的な研究のための基礎を叩き
込んでいただいた。自分の関心の薄いテーマに関する文献を読み、書評を書くのは苦しい思い
もあったが、先生に意見を求められ、クラスの皆と討論をすることで、一人では出会うことの
なかった新しい分野へ興味が広がったのは初めての経験だった。このレポート集がまさにそう
である。
グループワークでの作業は、それぞれの興味分野が異なるぶんテーマの決定に非常に苦労し
たが、自分の興味分野に加えて、自分だけでは調べなかっただろう分野の文献や学術論文に自
発的に当たることで、一つ深まったレポートを書くことが出来た。このレポート集は、これか
ら研究をしていく上での第一歩になったのではないだろうか。週に一度の短い時間の中で、答
えではなく多くのヒントを与え、私たちが成長出来るチャンスをつくってくださった金澤先生
に、感謝を申し上げます。
2015 年 1 月 18 日

史学地理学科 西洋史専攻

大橋 睦美
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作業グループ第 1 班

『奴隷制廃止の三要因』
（大橋 睦美、田島 剛仁、仲田 美喜子）

序論
田島 剛仁
アメリカ独立戦争、フランス革命に現れた「自由」や「平等」の概念はこれらの革命以前か
ら登場しており、これらの革命の後は、これらの概念を基に国家建設が進められた。にもかか
わらず、奴隷は解放されなかった。そこで奴隷制廃止には「自由」や「平等」などといった思
想の他に、奴隷制を廃止することが経済的利潤につながり、政治的にも都合がよくなり、この
制度が時代遅れになったから奴隷は解放された。こうした論点を明らかにするために、奴隷制
廃止の根本的な背景となる思想的な要因と、奴隷制の廃止による利点となる政治・経済的な要
因を探った。
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第一章 黒人奴隷解放における「思想」の影響
大橋 睦美

黒人奴隷解放といえばアメリカの独立宣言が挙げられがちであるが、アメリカで奴隷解放が
行われたのは 1863 年、つまり独立宣言から 87 年後のことである。黒人奴隷解放への取り組み
において、アメリカはむしろ後進国といえる。もっとも早く奴隷解放を行ったのはフランスで、
1793 年にフランス植民地ハイチの奴隷解放を行っている。その背景には、多くの人が思い浮か
べるだろうフランス人権宣言の「自由、平等、友愛」の思想ではなく、他国との貿易や戦争に
関する計略があった。本章では、主にフランス人権宣言の理想主義と植民地の持つ実質的な利
益の間にみえる人々の言動や行動を取り上げ、黒人奴隷解放における思想の影響力の偉大さと
非力さを論じる。
フランス革命初期の時点では、黒人奴隷制を巡る問題は国民的な関心事になっておらず、そ
の廃止を求めているのはわずか 0.5％ほどであった 1。しかし、大飢饉の発生によってフランス
国民の不安が高まるにつれ、「自由」の概念が人気を集めるようになり、また王政への不満は、
生まれや身分による差別と、権力の世襲に反対する「平等」の考えを押し広めていった。これ
らの思想は、多くの国民にとって自らが置かれている状況や自国の政治などに関心を抱くきっ
かけとなり、
「友愛」の概念を加えて革命の標語となって人々の団結をもたらした。のちのフラ
ンス第三共和政においても、
「自由、平等、友愛」の標語は共和国の公式な象徴に採用されてい
る。ここまでの流れを見ると、フランスで奴隷制廃止が行われたのは当然の結果のように思え
る。しかしここで注目しなければならないのは、1789 年 8 月 26 日に採択されたフランス人権
宣言と、1794 年 2 月 4 日の黒人奴隷制の廃止決議の間にある「4 年半」である。つまりハイチ
植民地史家の浜忠雄が主張しているように、フランス革命における黒人奴隷制廃止決議を人権
宣言からの論理必然的な帰結と見て良いかどうかは、吟味する必要があるのだ
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。

4 年半のタイムラグの原因は様々であるが、ここでは二つの事柄を挙げる。一つ目は、自文
化中心主義である。フランスでは、国民の「皮膚の白さ」や「民族の優美さ」を保つために、
「血の混交」を忌避する習慣がある 3。1778 年に「フランスに在住の白人臣民は、性別を問わ
ず、黒人、ムラートおよびその他の有色人と婚姻をなすのを禁じる」法令が施行されたことか
らも、肌の色に対する強い偏見が見て取れる。革命当時フランスに連れてこられていた黒人の
人数は正確には分かっていないが、その数はかなり膨大であった。彼らが一気に奴隷身分から
解放されること、そして解放を行えばさらに入国してくる黒人の数が増えることは、自文化中
心主義が根付いていたフランス国民にとってかなり受け入れがたかったと思われる。
二つ目は、植民地のもたらす大きな利益である。フランスの属島であるグアドループ島では、
1 Thibau J, Le temps de Saint-Domingue. L’esclavage et le probleme colonial (Paris:
Éditions JC Lattès, 1989): pp.118-125.
2 浜忠雄『カリブからの問い ―ハイチ革命と近代世界』
（岩波書店、2003 年）、75 頁。
3 メルシエ、原宏訳『十八世紀パリ生活誌 タブロー・ド・パリ』
（岩波書店、1989 年）、116119 頁。
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フランス本土から代表者が来て奴隷制廃止法の実施を宣言したにも関わらず、現地のフランス
人、特に農場主の強い反対により結局奴隷制廃止が見送られた経緯がある 4。またフランス国
内でも、政府が黒人奴隷問題に取り組み始めたことに危機感を感じ、黒人の法的平等への反対
を熱心に訴える「フランス植民者通信協会」も現れた。二つの事例に共通しているのは、それ
ぞれが植民地にプランテーションを所有していることだった。彼らは奴隷制の擁護というより
は、富をもたらす植民地制度を成り立たせるのに必要であるため廃止すべきではないと主張し
たのだ。さらに興味深いのは、黒人奴隷制の廃止論者の中にさえ植民地の保持を説いた者がい
ることである。
「自由」や「平等」の思想はフランス国内で確実に広まりつつあった。その証拠
の一つとして、ブリッソが 1788 年 2 月 19 日にパリで設立した「黒人の友の会」がある。「黒
人の友の会」のメンバーは法的平等を求める黒人に共鳴し、彼らを支持した。またブリッソは、
黒人奴隷制の残酷・不法・非人道性の告発とその廃止を訴えている。しかし彼は、一貫して黒
人奴隷制の廃止を主張したのではない。1790 年には「黒人の即時解放は植民地に致命的な作用
を及ぼす」とし、まだ黒人の「自由を要求する時期ではない」とも述べているのである。ここ
では、黒人奴隷制廃止ではなく、黒人奴隷貿易の廃止を求めるにとどまっている 5。ブリッソ
の主張の変化には、フランス人権宣言の理想主義と植民地の持つ利益の間で揺れ動くフランス
国民の様子がよく表れている。そして、
「自由」と「平等」の思想がおおかた浸透し、フランス
植民地であるサン＝ドマング、つまり後のハイチにもこれらの思想の影響がおよび始める。し
かし、サン＝ドマングで黒人奴隷が蜂起していたまさにその頃採択された 1793 年憲法の人権
宣言でさえ、第十八条に「すべての人は、
（中略）その身を売却することも売却されることもな
しえない。その人格は譲渡可能な所有物ではない」との規定が盛り込まれるものの、黒人奴隷
制の廃止を明示するには至らなかったのである。
ここまで頑なに奴隷制廃止へ踏み切ることを渋り、植民地制度を保持するのには理由があっ
た。それは何といってもフランス植民地サン＝ドマングが持つ莫大な経済力である。サン＝ド
マングでは 1750 年以降、砂糖、藍色染料インディゴ、コーヒーといった、当時ヨーロッパで
特に需要の高かった作物の生産量が大きく上昇した。その凄まじさはデータとして残されてお
り、ベルギーほどの大きさのサン＝ドマングだけで、ヨーロッパで消費される砂糖のおよそ
40％、コーヒーのおよそ 60％を産出した。そして、フランスの経済力が向上した理由で欠かせ
ないのが、サン＝ドマングからフランス本国へ輸入された物産を、ヨーロッパ諸国へ再輸出す
ることであった。競争国イギリスの 1737 年の砂糖再輸出量が 1700 トンだったのに対し、フラ
ンスの同年の再輸出量は 15000 トンにのぼっている 6。フランスにこうした利益をもたらすサ
ン＝ドマングの穀物栽培をより効率化し生産力を高めるのに、非人道的ではあっても黒人奴隷
制を廃止するわけにはいかなかったのだ。
しかし、1793 年憲法可決のわずか二か月後、宗主国フランスはサン＝ドマングで黒人奴隷制
を廃止した。イギリス、スペインとの戦争で、両国がフランスの経済の要衝であるサン＝ドマ
4

橡川一朗「フランス等における「自国の奴隷制」研究とその思想的背景」『駒澤史学』45 号
（1993 年）、25 頁。
5 浜、90-91 頁。
6 服部春彦「18 世紀フランス植民地貿易再考」
『京都大學文學部研究紀要』27 号（1988
年）、37-38 頁。
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ングに進攻をはじめたからである。植民地喪失の危機を打開する唯一の方法は、奴隷身分から
の解放を約束する代わりに、黒人たちをフランス軍として敵軍と交戦させることであった。奴
隷制の廃止をもたらした決定的な要因は、「自由」や「平等」の思想ではなかったのである。
フランス革命によって広まった「自由、平等、友愛」の思想は人々に新たな価値観を与え、
革命前はほとんどの人が気にも留めていなかった黒人奴隷制度を、社会的課題として浮かび上
がらせた。その点で思想の影響は非常に大きい。しかし、
「平等」の言葉だけでは、深く根付い
ている肌の色への偏見を覆す実質的な力はなく、
「平等」を掲げている人権宣言が奴隷制による
利益構造から黒人奴隷廃止の明示に至らなかったのは事実である。黒人奴隷制の廃止は人権宣
言の必然的な結果ではなく、その陰には戦争に対する戦略があった。黒人奴隷解放についてイ
メージするとき、決してフランス人権宣言を神話化してはならない。

【参考文献】
1.

Thibau J, Le temps de Saint-Domingue. L’esclavage et le Probleme Colonial (Paris:
Éditions JC Lattès, 1989)

2.

メルシエ、原宏訳『十八世紀パリ生活誌 タブロー・ド・パリ』（岩波書店、1989 年）

3.

橡川一朗「フランス等における「自国の奴隷制」研究とその思想的背景」
『駒澤史学』45 号
（1993 年）、3-55 頁。

4.

浜忠雄『カリブからの問い ―ハイチ革命と近代世界』（岩波書店、2003 年）

5.

服部春彦「18 世紀フランス植民地貿易再考」
『京都大學文學部研究紀要』27 号（1988 年）、
23-64 頁。
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第二章 奴隷制廃止の経済的要因
田島 剛仁

本章では奴隷制の廃止を経済的側面から分析する。奴隷制はそもそも植民地支配を進め始め
ていた当時のヨーロッパ諸国が経済的な利益を追求した結果成立したことを踏まえれば、奴隷
に経済的利潤をもたらす力がなくなり、奴隷制の維持がむしろ不利益になったことが廃止へと
繋がった点を論ずる。
当然のことながら、奴隷制は白人が黒人をはじめとした非白色人種を差別するために確立し
たわけではない。むしろ、奴隷制が人種主義を生み出したのであり、オクスフォードの教授メ
リベールの指摘するとおり、この制度はもともと輸出を目的とした主要産品を大規模に扱い、
処理する設備のある植民地を獲得するために必要な労働力の統括の結果として成立した 7。こ
の場合、労働者は安価で労働力を提供し、利己的な利益のために働いてはならなかった。つま
り、安価な労働者を使役する資本家は、こうした労働力を手に入れるため、担い手に仕事を強
制する必要があった。実際、イギリスの大資本家ピールは、彼が所有するオーストラリアのス
ワン川植民地に、5 万ポンドの大金と 300 人の労働者を本国から持ち込んだ。しかし、結局そ
の労働者たちは、プランテーションでの賃金労働よりも、自分の土地を所有して自分のために
働くことを選び、ピールの投資は失敗した 8。このような失敗はオーストラリアに限らず多数
起こっていた。これを解決する方法として導入されたのが奴隷制であった。確かにアダム・ス
ミスが指摘するように、
「一見安価なようで、できるだけ多くの飯を食い、できるだけ少なくし
か働こうとしない」奴隷は非効率的であった 9。しかし、自由民を植民地で働かせようとして
も、彼らは逃げて行ってしまう。それゆえに、奴隷制をおいて選択肢はなかった。イギリスの
政治家ウェイクフィールドによれば、奴隷制の基本要因は「モラルではなく経済的環境、つま
り善か悪かではなく生産性にある」という。こうして植民地時代の初期から砂糖キビやタバコ、
綿花の栽培のために奴隷は利用された。そして、これらの商品の消費の増大が奴隷貿易を促進
したのである。
奴隷というと一般的に黒人のイメージがあるが、それは結果として奴隷労働の多くを黒人に
頼ったせいであり、奴隷を黒人に限定しようとはしていなかった。実際、最初に新世界で奴隷
として利用されたのは先住民であったし、白色や黄色、カトリックやプロテスタント、異教徒
など、奴隷として利用された人々の出所はさまざまである。にもかかわらず黒人に依存したの
は、他の人種よりも、黒人が最も利用しやすかったからである。たとえば、先住民であれば伝
染病で数を大幅に減らしていたし、もともとの生活を捨てられなかったので、奴隷制の支配に
馴染めなかった。それに比べアフリカの黒人は人数も無数にいた。また、イギリスで先住民の
次に利用された白人は逃亡できる状況にあったが、強制移動させられたアフリカ系黒人は周り
7

エリック・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制 ―経済史から見た黒人奴隷制の発生と崩壊』
（明石書店、2004 年）、31 頁。
8 ウィリアムズ、31 頁。
9 ウィリアムズ、32 頁。
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に頼るあてがないため逃亡しようもなく、強制労働に従わざるを得なかった。また、決定的な
要因として、黒人は白人を 10 年雇う金額でその黒人の一生を買うことができた。実際、カリブ
海にある英国植民地バルバドスの提督は「一人の白人奉公人よりも三人の黒人奴隷のほうがよ
りよく働き、より安い」と言っている

10。こうした理由で、黒人は他に比べ、性質的にも経済

的にも資本家にとって利用しやすかったのである。
しかしながら、18 世紀の段階で、すでに奴隷制に対する反対運動が始まる。そこには人道的
な批判もあったが、それだけでは奴隷制廃止の論理的基板とはならなかった。アダム・スミス
も、奴隷制を続けることによる不利益を指摘している。それは、奴隷は自由人の労働に比べ、
コスト面と効果のバランスが悪い点である。奴隷は支配され、暴力を受ける恐怖心から働く。
努力しても自分たちに利益はないので、労働意欲もなければ、自主的に作業効率を改善しよう
とも思わない。また、仮に奴隷が効率的な方法を発案しても、それは雇い主に怠け者とみなさ
れ認められない。このような状況であったため、スミスは自由人を賃金で雇う方が、奴隷を購
入するよりも利益になると論じた。さらに、プリーストリーは、スミスの理論に加え、倫理的
に奴隷制は「邪悪であり、不法である」との信念のもと、当時の自国とその植民地の生産力だ
けに頼り、自国の需要を満たそうとする経済の考え方を否定しつつ、奴隷制を批判した。とい
うのも、当時イギリスでは可能な限り多くの商品の供給を自国と植民地で賄おうとしていたの
だが、彼はその考え方自体を批判し、それぞれの国がそれぞれの国民を利用して生産活動をお
こない、それぞれの生産物を交換し合う「分業」体制を築くべきと論じた。そうすることが全
体的な利益につながると主張したのである。このように、18 世紀になると奴隷制は経済的にも
時代遅れとなりつつあった

11。

このように奴隷はほぼ黒人に限られていったわけだが、黒人を主体とする奴隷制を機能させ
るため、アフリカからいわゆる「新世界」に黒人を連れてくるための奴隷貿易が必要となった。
ここでは、18 世紀、世界最大の奴隷積出港と言われたイギリスのリバプールの役割を検証する。
リバプールでの奴隷貿易は 1709 年にわずか 30 トンの小型船がアフリカへ出航したことに始
まる。当初、スペイン植民地との密貿易やタバコ貿易に焦点を置いていたリバプールの商人た
ちであったが、それ自体でも利益を上げることが可能になった奴隷貿易に注目した。そして
1730 年には奴隷貿易に携わる船は 13 隻であったが、1771 年にはその数は 7 倍に増加してお
り、またリバプール港の全船舶に占める奴隷船の割合は、1709 年には 100 分の 1 程度だった
ものが、1730 年には 8 分の 1 に、1771 年には 3 分の 1 にまで上昇している。さらに 1795 年
には、リバプールの奴隷貿易は、イギリスの 8 分の 5、全ヨーロッパの 7 分の 3 を扱うほど巨
大化していた

12。また、奴隷貿易の目的は利潤であったため経費削減が図られた。一度にでき

るだけ多くの奴隷をのせるため、船内環境もおろそかにされたため、積み込まれた奴隷たちの
航海は苦痛に満ちたものであった。この状況が問題視されると、1788 年に「船の積載能力に応
じて奴隷の輸送を制限する法案」が出されたが、利潤を求める奴隷貿易商たちはこれに激しく
反対した。さらに、リバプールでの奴隷貿易の利益率は大変よく、利益率 100 パーセントも珍
10

ウィリアムズ、49 頁。
松本哲人「J.プリーストリーの奴隷制批判：ダーウィン，スミスとの比較」
『経済学史研究』
53 巻 1 号（2011 年）、68-69, 74 頁。
12 ウィリアムズ、68-69 頁。
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しい話ではなく、リバプールでは「3 隻のうち１隻でも戻ってくれば損はない。2 隻戻ればぼろ
儲け」と言われていた。
しかし、このような利益率の陰で、奴隷貿易は常にリスクを伴っていた。というのも、奴隷
貿易はいつ奴隷が手に入るか分からないし、航海にはどのくらいの時間がかかるかも分からな
い。船は遭難する可能性もあり、そして奴隷の死亡率も高く、他にもどんな問題か起こっても
おかしくなかった。負債を負ったプランターたちは破産したり、商人に長期の信用貸しを要求
した。また、ロンドンの商人たちは、リバプールの奴隷貿易商たちとのいっさいの関係を断っ
た。結果リバプールの商人たちは 1772 年から 1778 年の間に 70 万ポンドの損失を被り、30 社
の一流商社のうち 12 社が破産した

13。この例は、奴隷貿易が儲かるように見えて、こうした

リスクを伴う可能性を考慮すれば、採算を取とるのが難しいことをよく表している。実際、先
のロンドンの商人たちがリバプールの奴隷貿易商との取引を停止したのは、こうした実状を無
視して奴隷貿易続ける状況を告発するためであった。しかしながら、イギリス政府は依然とし
て奴隷貿易を推奨していた。奴隷貿易を規制する法令や請願を、利潤追求の妨げになるとして
本国政府は無効化に努めたのであった。奴隷貿易は、奴隷商人やその他の奴隷貿易に依存して
いた人々に庇護され続けたのである。イギリス裁判所の首席判事マンスフィールドが「海難」
保険証の約款について、
「奴隷の場合でも、馬が船外に投げ捨てられた場合となんらかわらなか
った」と述べたように、当時、奴隷は商品であり、奴隷を殺したら殺人の罪に問われるべきと
は人道主義者ですら思いつかなかった。リバプールの市政、議会は多くの奴隷貿易商が最高位
を占めていて、彼らがマジョリティとして確固たる地位を築いていた。しかし、その当時であ
っても、少数ながら奴隷制を批判する人々がいた。なかでもリバプール商人のベントレーとロ
スコーの二人は、奴隷制の不採算性を批判したアダム・スミスやディ―ン・タッカ―といった
経済学者の思想にのっとり、奴隷制に反対した。
こうした流れとは別に、奴隷制廃止に影響を与えたのは、産業革命による生産力の発展であ
る。イギリスでは、1833 年まで技術革新を完成させた工業部門はなかったし、家内生産は依然
として続いていた。さらに 19 世紀初頭の蒸気機関は、イギリス連合全体で 321 台ほどしかな
く、その馬力も微々たるものであったが、それでもフランス人の歴史家マントゥーによれば
「1780 年から 1800 年の間に並存していた紡績工場と家内工場には、当時と現代の工場の差よ
りも大きな違いがあった」という

14。このことは、人間が手を使って働くよりも、機械を使っ

て生産した方がはるかに効率的であったことを示している。また、アメリカの独立はそれまで
のイギリスの経済政策に変化を及ぼしていた。というのも、アメリカの独立によってイギリス
はカリブ海地域における独占を継続することが不可能になった。それゆえ、経済活動を、自国
ですべてをまかなう姿勢から、貿易による利潤追求へと変えねばならなかった。こうしてイギ
リスは、先にあげたプリーストリーの指摘した「分業」体制へと移行していき、自由貿易を促
進していく。さらに、イギリスは世界で最初に産業革命を迎えた国であったため、先陣を切っ
て他国から原材料を輸入し、それを加工し、輸出することで利益上げる体制を整えることがで
きた。工業を重視するようになると、原材料は輸入依存度が増したため、砂糖や綿花を奴隷を

13
14

ウィリアムズ、72-74 頁。
ウィリアムズ、191 頁。
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使役して生産する必要がなくなった。さらに砂糖も、奴隷を用いて生産していた西インド諸島
産の砂糖よりも、安価で良質で、かつ奴隷を利用せずに生産されたモーリシャス産の砂糖が登
場したことで、資本家たちは奴隷を利用するプランテーションに頼る必要がなくなったのであ
る。イギリス経済の転換により、労働意欲もなく、非効率な奴隷はむしろ足手まといになって
いったのである。
以上のように、初期段階の「新世界」を開拓していく上で、奴隷制は利用しやすく効果的で
あった。しかし時間が経つと、奴隷の生産性が疑われ始めるようになり、奴隷制にとどめを刺
したのは産業革命に伴う経済政策の変化であった。たしかに奴隷制廃止には、スミスやプリー
ストリーがそうであったように、倫理的な要因を根底に抱えていたが、それだけでは十分では
なかった。奴隷解放に至るには道義のみでなく、実質的な恩恵が必要だった。奴隷が解放され
るためには、彼らの労働力としての価値が失われる必要があったのである。
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第三章 南北戦争期の黒人奴隷解放における「政治」的要因
仲田 美喜子

現代社会の近代化政策の一つに奴隷解放が挙げられるが、その背景には道義面だけでなく各
国の複雑な政治的意図や近代的な思想が絡んでいる。本レポートでは「奴隷解放の父」とも呼
ばれたリンカーン大統領に焦点を当て、南北戦争時の奴隷解放宣言の背景と、その後のアメリ
カン・アイデンティの形成に至るまでの経緯を調べ、奴隷制度廃止がアメリカ社会に与えた影
響を南北戦争後の黒人文化等から検証し、奴隷解放の意義を再考する契機とする。
当初、早期終結すると予想されていた南北戦争は南部側の戦略守勢を崩すことに苦戦を強い
られることになる。こうした状況下で、リンカーン率いる北部は、開戦当初からの目的である
連邦統一から、人々の心に訴えかける奴隷解放政策に転じる事で、南部に文化的、政治的な動
揺を与え、さらにイギリスなどのヨーロッパ支援国からの公な援助を断絶させることに成功し
た。南北戦争は北部の政策が功を奏し戦争終結に至るが、この勝因は北部の人口比や鉄道、武
器生産工場等の産業的な優位性が挙がる一方、リンカーンの手腕を評価する者も数多くいる。
哲学者シドニー・フックによれば、リンカーンは「狂信的にならない程度に主義主張をもち、
日和見にならない程度に柔軟である」人物であると述べ、その実利主義的傾向による勝因を説
きながら、近代思想の形成に貢献したことを評価している。新たな武器や戦争理論導入、野戦
通信を用いての南北間の情報戦など、その場に適宜応じた最善策を求められた南北戦争は、後
のアメリカの合理的な精神の先駆けとなった

15。

リンカーンは「奴隷解放の父」と呼ばれ、かの有名なゲティスバーグ演説を通し、国内のみ
ならず、世界中に民主主義の哲学思想を広めていくが、実際に彼が戦争下で書いた手紙や演説
を参照すると、彼の置かれていた立場や心情、奴隷解放に至るまでの政治的背景が見えてくる。
まずリンカーン自身の立場を検討したい。1858 年、連邦上院議員の選挙戦で彼はイリノイ州の
北と南で全く異なる趣旨の演説をしている。北部では、全ての人は皆平等であり、アメリカの
国民が一致団結すべきだと主張する、一方、南部では黒人の劣性を説き、黒人が我々の国にい
る限り優劣の格差は必要だと主張しており、アメリカの国民に黒人を含めない排他的な見解を
述べている

16。この背景には、競争相手のダグラスを出し抜く意図があり、奴隷制を巡る南北

各州の異なる世論に沿って演説内容を使い分けている。また同年 7 月にスプリングフィールド
で行われた演説で、リンカーンはカンザス・ネブラスカ法を「陰謀の端緒」と呼び、初めて奴
隷制を最大の問題と見るに至った事を述べた。しかし、問題の認識をしているものの、彼は既
存の奴隷制の拡大を阻止することに重点をおいた。リンカーンは奴隷解放が合憲的かつ民主的
に行われるべきと考えていた

17。これらの事例からは大統領当選時の「生まれながら奴隷制反

対」の信念を伺うことはできない。しかし開戦後、連邦に抵抗する州に制定された没収法の未
15

ロバート・ペン・ウォレン、田中啓史、堀真理子訳『南北戦争の遺産』（本の友社、1997
年）、23-24 頁。
16 ハワード・ジン、猿谷要監修、
『民衆のアメリカ史－上－』（明石書店、2005 年）、315 頁
17 三浦進「リンカーンと奴隷解放宣言」
『文芸と思想』34 号、（1970 年）59-79 頁。
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施行をめぐり、リンカーン自身の見解を求められた手紙を読むと、彼の苦悩が見て取れる。彼
は奴隷解放の急進派である、ホレス・グリーリへの手紙の中で南北戦争の至高の目的を連邦統
一にあると綴る一方、万人の自由も望んでいると述べており、公私の場で適切な発言を峻別し
ている

18。さらに、この峻別能力を人々の道徳心に巧みに介入させた例に、奴隷解放宣言直後

が挙げられる。リンカーンは本宣言の 4 ヶ月前に予備宣言を出し、本宣言までの猶予期間中に
連邦側についた州の奴隷制には干渉しないことを声明に出した。この政策は奴隷制維持のため、
連邦を離脱した南部への譲歩であり、早期戦争終結を視野に入れた戦略的な政策であった。
1863 年 1 月 1 日、南部諸州が提案を受け入れず正式に奴隷解放宣言が施行されると、北部は
道義的理念を前面に押し出して戦うことになる。南北戦争の焦点は南北間での経済闘争から、
奴隷制に対する思想を巡っての戦争に変わっていった。このようなリンカーンによって道義的
な目的にすり替えられた戦略は、後のリンカーン神話化に脚色づけられて吸収されていくこと
になる。
リンカーンが死後瞬く間に神話化され、アメリカン・ナショナリズムの象徴となるには、彼
の手腕や人格、突然の死等のドラマティクな演出が挙げられるが、南北戦争転換期の特徴的な
演説内容も一因である。南部情勢に考慮しつつ、北部での立場を守るためにとった慎重な態度
は宗教性を帯びる演説内容に徐々に変化していった。これは連邦統一を目指すリンカーン自身
のナショナリズムの表れだろう。そもそもナショナリズムとは祖国の観念を、自由とその国の
国民と結びつけたルソーの定義が原始とされる。例として、国民議会の「祖国は危機にあり」
との布告が義勇軍の動員を促進させたことが挙げられる。また、後のアナール学派に影響を与
えた、19 世紀の歴史家Ｊ・ミシュレによると、ナショナリズムとは、「父の屋敷を愛するかの
ように自国を愛する感情であり、祖国を自己犠牲や献身の対象として捉える」一種の宗教性を
もつものとされている

19。ミシュレの言葉を借りれば、リンカーンのゲティスバーグ演説や南

北戦争時の黒人義勇兵は、ナショナリズムによる行為だ。リンカーンはアメリカが言語、風俗、
習慣にいたるまでの全てにおいて多様性に富み、その上地理的、経済的に複雑性な他民族国家
であるため、建国当初からの理念である「自由」を共通認識の土台にし、アメリカン・ナショ
ナリズムを国民に芽生えさせようとした

20。

次いで、白人だけでなく黒人にもこのようなアメリカン・ナショナリズムの精神形成がなさ
れた事を黒人義勇軍の例から検証したい。リンカーンの奴隷解放宣言には軍事的背景があった
が、結果的にこの政策がアメリカ黒人のナショナリズムも促進させた。内容には、解放された
人々に対して妥当な賃金を払うと書かれており、黒人は南北戦争を自らの自由労働闘争の戦い
と位置付けた。黒人の中には社会的立場の向上を求め、従軍を志願する者もいた。人種を超え
たアメリカン・ナショナリズムの形成が、この時期リンカーンによってなされたのだ。フラン
スの自由主義者であるトクヴィルは「各人が責任範囲において地域の政治に自発的に参加する
ことで全体が繁栄し、さらに各人の幸せにつながることを理解することで、公衆の精神形成が
促される」と述べている
18
19
20
21

21。黒人義勇軍の例もアメリカ社会との関わりをもつため、政治に参

土田宏『リンカン－神になった男の功罪－』（彩流社、2009 年）、184 頁。
中谷猛『近代フランスの自由とナショナリズム』（法律文化社、1996 年）、15-17 頁。
小林清一『アメリカン・ナショナリズムの系譜』（昭和堂、2007 年）、188 頁。
中谷、18 頁。
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加する必要性を感じ取った黒人が義勇兵に志願したと言える。またアメリカ人としての自覚は
戦後の名前からも見ることができる。黒人は、シーザーやエイプリル等のありふれた名前から、
愛称名を避け、アフリカ起源を感じさせないフリーマンやリバティ、ワシントンやジェファソ
ン等のアメリカ人らしい名前を好んで名乗るようになる

22。ここで再びゲティスバーグでのリ

ンカーンの演説内容にもどり、その宗教性を指摘したい。
87 年前、我等の父祖たちはこの大陸に新しい国をもたらしました。
その国は自由において生命を授けられ、全ての人は平等に造られているという命題に捧
げられていたのです。（中略）
これら名誉ある死者たちから彼等が最期に完全に身を捧げたあの大儀のために、我々が
彼ら以上に我々の心身を捧げることであり、またここで次の事を高らかに決意すること
なのであります。
彼ら死者たちを決して無駄死にさせてはならないのだと。
この国に神のご加護の下で、新しく自由を誕生させなければならないのだと

23。

これはゲティスバーグでの実際の演説だが、この演説でリンカーンは神が新しい国をもたら
したと暗に主張した。また、北や南などの用語は一切使わず、自国への愛国心により死んだも
のは南北関わらず皆アメリカ国民であると発言した

24。リンカーンはこの演説を南北戦争終結

に向けた犠牲者への弔いとし、
「自由」なる共通目的の下州単位でまとまりに欠けていた人々を、
アメリカという一つの国家の一国民に統合した。また、南部に対しての寛容な発言は彼の死後、
偉大な大統領としての名声を確固なものにし、人々の理想像と結びつくことで神話化されてい
った。リンカーンの死後、彼の生涯を綴ったいくつもの伝記が出版され、多くがベストセラー
となったが、彼の旧友への冷淡な態度が記述された伝記には、読者から抗議の声が殺到した。
国民は熱心なリンカーン崇拝者となり、己の幻想の中に偉大な理想像としてのリンカーンのイ
メージを閉じ込めた。神が創造したアメリカ合衆国と、自由の国のアメリカ国民が一つに重な
る時、民主主義のシンボルとして、この二つを仲介したリンカーンは、神に準ずる立場に置か
れることになる
われわれは解放後の黒人たちの環境変化からも奴隷制度廃止がもたらした意義を考察できる。
南北戦争後、教育を一つの自由の権利と捉えていた自由黒人は、自分達の子供に適切な読み書
き能力をつけさせ、白人優越社会でも対等に競争できるよう、教育面に最大限の労力を費やし
た。奴隷解放後も時間的、経済的理由から学校に通えたものは一握りだったが、黒人教会や自
由民局の支援もあり、日曜学校や大学、大人のための夜間授業コースなど、教育支援の場が次々
と設置された。読み書きを習得した黒人自由農民は、今度は教える側へと回ったが、黒人自由
農民の識字率が徐々に上がるにつれ、その熱意は農園主にも伝わっていく。自らの農園にとど
まらせるために農園内に学校を設ける事例もあらわれたが、この教育の輪は貧しい白人労働者
22

ジェームス・Ｍ・バーダマン、森本豊富訳『アメリカ黒人の歴史』（ＮＨＫ出版、2011
年）、118 頁。
23 土田弘『リンカン ―神になった男の功罪―』
（彩流社、2009 年）、212-213 頁。
24 土田宏、217-218 頁。
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にも広まった。黒人の教育への熱意が、黒人だけでなく貧しいアメリカ人全体の教育指向を一
部にせよ支えたのだ。さらにアメリカ社会への貢献例に音楽が挙げられる。南北戦争以前、白
人のダンス音楽を模倣し、そこにアフロ・アメリカ特有のリズムを被せることで誕生したラグ
タイムは、各地のダンスホールや酒場等で人々に親しまれ、後のジャズ音楽となる。プランテ
ーション期の農園で、黒人が歌った労働歌は後のブルースとなった。さらにラグタイムやブル
ース、ジャズの要素に宗教性を持たせた現代アーティスティクな音楽としてゴスペルが誕生し
た。これらのアフロ・アメリカン文化は現代アメリカの主要な文化の一端を担っている。
南北戦争時リンカーンによって形成されたアメリカン・ナショナリズムは白人、黒人関係な
く、国内全ての人種を自由の下アメリカ国民へと形付けていったが、その後も黒人は非人道的
な扱いを受けなければならなかった。奴隷解放の意義は長い時間が経った今、現代のわれわれ
が南北戦争の結果としての事象でしか検証することができず、簡単に答えはでない。だが一方
で黒人にナショナリズムを芽生えさせ、その後の黒人特有の文化発展を促した点において意義
あるものだ。

【参考文献】
1.

ロバート・ペン・ウォレン、田中啓史、堀真理子訳『南北戦争の遺産』（本の友社、1997 年）

2.

ハワード・ジン、富田虎男訳『民衆のアメリカ史』上（ＴＢＳブリタニカ、1993 年）

3.

ジェームス・Ｍ・バーダマン、森本豊富訳『アメリカ南部 ―大国の内なる異郷―』（講談
社現代新書、1995 年）

4.

ジェームス・Ｍ・バーダマン、森本豊富訳『アメリカ黒人の歴史』
（ＮＨＫブックス、2011 年）

5.

小林清一『アメリカン・ナショナリズムの系譜 ―統合の見果てぬ夢―』（昭和堂、2007 年）

6.

土田弘『リンカン ―神になった男の功罪―』（彩流社、2009 年）

7.

中谷猛『近代フランスの自由とナショナリズム』（法律文化社、1996 年）

8.

三浦進「リンカーンと奴隷解放宣言」『文芸と思想』34 号（1970 年）、59-79 頁。
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結論
田島 剛仁

以上、我々は奴隷制廃止を思想・経済・政治の三つの側面から考察した。フランス革命によ
って普及した「自由」や「平等」の概念は、それまで人々にとって無関心であったこの制度を
問題として浮上させる重要な役割を果たした。これらの概念の発達のおかげで、奴隷制廃止へ
の火ぶたが切られた。しかしこれらの思想だけでは、フランスでの奴隷制廃止が革命後 4 年
半の歳月を有したことからも分かるように、白人たちの有色人種に対する嫌悪感を払拭でき
なかったし、なにより実質的な利潤追求の必要性から実際に奴隷解放に至らせるには力不足
であった。そして、その力不足を補ったのが経済的・政治的要因だった。まず経済的には、産
業革命が起こり、各国が工業を重視し分業体制に移行し、生産には機械の力を頼るようになっ
たため、奴隷は存在意義がなくなった。むしろ、奴隷制継続が経済的不利益をもたらす時代へ
と変化したため、この制度は時代遅れとなり廃止に繋がった。また政治的には、リンカーンが
そうしたように、他国の援助を期待できたし、「自由」や「平等」の思想を基とする国民のア
イデンティティを築くために利用できたために、当初は奴隷解放の意思がなかったが、奴隷制
廃止に踏み切ることができた。だから奴隷制廃止には、「自由」や「平等」といった思想的土
台の上に経済的・政治的メリットが積み重なることによって、ようやく辿り着くことができた
のである。
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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】
大橋 睦美

Ａ：今年度、実際に参照したもの
1.

Thibau J, Le temps de Saint-Domingue. L’esclavage et le Probleme Colonial (Paris:
Éditions JC Lattès, 1989)

2.

Ｌ・Ｓ・メルシエ、原宏訳『十八世紀パリ生活誌 タブロー・ド・パリ』
（岩波書店、1989 年）

3.

Ｊ・Ｈ・ブラムフィット、清水幾太郎訳『フランス啓蒙思想入門』（白水社、2004 年）

4.

ジャン・ジャック・ルソー、前川貞次郎訳『学問芸術論』（岩波書店、1968 年）

5.

浜忠雄『カリブからの問い ―ハイチ革命と近代世界』（岩波書店、2003 年）

6.

小田英郎編『アフリカ その政治と文化』より矢澤達宏「アフリカ入植運動とリベリア」
（慶
応通信、1993 年）

7.

中條献『歴史のなかの人種 ―アメリカが創り出す差異と多様性』（北樹出版、2004 年）

8.

橡川一朗「フランス等における「自国の奴隷制」研究とその思想的背景」
『駒澤史学』45 号
（1993 年）、3-55 頁。

9.

服部春彦「18 世紀フランス植民地貿易再考」
『京都大學文學部研究紀要』27 号（1988 年）、
23-64 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

ロジェ・シャルチエ、松浦義弘役『フランス革命の文化的起源』（岩波書店、1994 年）

2.

アデライード・ド・プラース、長谷川博史役『革命下のパリに音楽は流れる』
（春秋社、2002 年）

3.

Ｇ・ルフェーヴル、二宮宏之訳『革命的群衆』（岩波文庫、2007 年）

4.

ジャン・ルッチスキー、遠藤輝明訳『革命前夜のフランス農民』（未来社、1957 年）

5.

澤登文治『フランス人権宣言の精神』（成文堂、2007 年）

6.

浜忠雄「フランス革命における黒人奴隷廃止論争再考 1」
『史流』32 号（1992 年）
、19-51 頁。
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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】
田島 剛仁

Ａ：今年度、実際に参照したもの
1.

エリック・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制 ―経済史から見た黒人奴隷制の発生と崩
壊』（明石書店、2004 年）

2.

ケビン・ベイルズ『グローバル経済と現代奴隷制』（凱風社、2002 年）

3.

中島巌「奴隷制経済 ―アメとムチ」『社会科学年報』35 巻（2001 年）、191-221 頁。

4.

平野千果子『フランス植民地主義の歴史 ―奴隷制廃止から植民地帝国の崩壊まで』（人文
書院、2002 年）湯沢威『イギリス経済史 ―盛衰のプロセス』（1996 年、有斐閣）

5.

松本哲人「J.プリーストリーの奴隷制批判 ―ダーウィン, スミスとの比較―」『経済学史
研究 53 巻 1 号（2011 年）、64-81 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1. Ｅ・ウィリアムズ『資本主義と奴隷制：ニグロ史とイギリス経済史』（理論社、1968 年）
2. カール・ポランニ『経済と文明：ダホメの経済人類学的分析』
（サイマル出版会、1975 年）
3. ジャン・メイエール『奴隷と奴隷商人』（創元社、1992 年）
4. 都留重人、本田創造、宮野啓二『アメリカ資本主義の成立と展開』（岩波書店、1974 年）
5. 藤井真理『フランス・インド会社と黒人奴隷貿易』(九州大学出版会、2001 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】
仲田 美喜子

Ａ：今年度、実際に参照したもの
1. トーマス・Ｌ・ウェッバー、竹中興慈訳『奴隷文化の誕生

―もうひとつのアメリカ社会史』

（新評論、1988 年）
2. ロバート・ペン・ウォレン、田中啓史、堀真理子訳『南北戦争の遺産』（本の友社、1997 年）
3. ハワード・ジン、富田虎男訳『民衆のアメリカ史 上』（ＴＢＳブリタニカ、1993 年）
4. ジェームス・Ｍ・バーダマン、森本豊富訳『アメリカ南部 ―大国の内なる異郷―』
（講談社
現代新書、1995 年）
5. ジェームス・Ｍ・バーダマン、森本豊富訳『アメリカ黒人の歴史』
（ＮＨＫブックス、2011 年）
6. チャールズ・Ｐ・ヘンリー、河田潤一『アメリカ黒人の文化と政治』
（明石書店、1993 年）
7. 井出義光『リンカーン

―南北分裂の危機に生きて―』（清水書院、1974 年）

8. 小林清一『アメリカン・ナショナリズムの系譜 ―統合の見果てぬ夢―』
（昭和堂、2007 年）
9. 辻内鏡人『アメリカの奴隷制と自由主義』（東京大学出版社、1997 年）
10. 土田弘『リンカン ―神になった男の功罪―』（彩流社、2009 年）
11. 中谷猛『近代フランスの自由とナショナリズム』（法律文化社、1996 年）
12. 本間長世『リンカーン ―アメリカ民主政治の神話―』（中公新書、1968 年）
13. 三浦進「リンカーンと奴隷解放宣言」『文芸と思想』34 号（1970 年）、59-79 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

ドリス・カーンズ・グッドウィン、平岡縁訳『奴隷解放宣言』（中央公論新社、2011 年）

2.

フランク・タネンバウム、小山起功『アメリカ圏の黒人奴隷

―比較文化史的試み―』
（彩

光社、1980 年）
3.

アラン・ネヴィンズ、坂下昇訳『リンカーンの時代

―危機に立つアメリカ民主主義―』

（講談社、1981 年）
4.

大和田俊介『アメリカ音楽史：ミンストレイル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』
（講談社、2011 年）
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『古代ギリシアの人々はペルシア戦争をどう捉えたか』
（角山 佳久、小室 実悠、竹口 野）

序論
竹口 野

古代ギリシアでは、統一国家が作られることはなく、人々は都市国家であるポリスに集住し
た。ポリス間では争いが絶えることはなかったが、彼らは、自分達は同じギリシア人であると
いう同族意識も持っていた。しかし、その同族意識は必ずしも強固なものではなく、特に彼ら
が外敵と対した際に、その一貫性の無さが露わになった。
前 500 世紀、彼らは東方からやって来た巨大な帝国と対峙することになる。巨大な帝国によ
る侵略による危機の中でも、そこには各々のポリスの利己的な考え方が存在した。その一方で、
自由のために結束して戦う人々の姿があった。
第一章においては、ペルシア戦争以前の前からギリシアの諸ポリスがどのような関係に互い
が置かれていたのかを、第二章においてはギリシア人達が実際に帝国と対した際に、どのよう
に戦線を形成したのかを、第三章においては重装歩兵の変化とポリスの形態の変遷を論点の軸
に古代ギリシアの人々がペルシア戦争をどのように捉えたのか考察する。
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第一章 古代ギリシアの人々
小室 実悠

本章では、古代ギリシアにおけるポリスの形成課程や、彼らの思想の発展、そして各ポリス
間での相違の発生原因を検証する。古代人の生活は自然と密接な関係にあり、降雨量の少なさ
や国土の高低差といった地理環境は、生活様式だけではなく、宗教や思想にも多大な影響を与
えた。これらの観点から、文明期（特にミュケナイ文明）、ポリス形成期、ペルシア戦争以前の
それぞれの同胞意識を考察する。
ギリシア文明の起源は、新石器時代の資料が出土していることから、紀元前 6000 年頃とさ
れている。この時代、地中海沿岸には平和に原始的な農耕を営む諸民族が住んでおり、古代に
おいて珍しく母権制が成立していた 1。子供を産み育てる仕事を担っていた女性が時に政治的
力を持ち家長が母系で引き継がれていたこと、大自然の恵みの根源として大母神を崇拝してい
たことが理由に挙げられる。母権制が大きく発達した理由は、一つにはオリエントでは早期か
ら見られた父権制的性格を持った印欧系牧畜民による侵入・襲来・定住がそれまでになかった
ためである。エーゲ海地域では牧畜民の圧力が弱く、周囲も海が多かったために、印欧系の民
族の到来が遅れた。この地に印欧系民族であるミュケナイ人が北方から移動しギリシア本土に
拡散したのは紀元前 2000 年頃のことである。ミュケナイ文明が構築されたことで、ギリシア
に父権制的思想が導入されるようになった。政治体制では母権制はほぼ消滅してしまったが、
依然として大自然に対する信仰心と女性の重要性が変わることはなく、地母神崇拝といった形
で根強く残った 2。これにミュケナイ人が持ち込んだ男神崇拝が混ざりあい独特な文明を確立
したのであった 3。
ミュケナイ人は肥沃な土地に拠点を置き、強固な城壁、王宮、住居を建造し青銅器製の武器
や防具を用いた。同時代、クレタ島には強力な王を中心とするミノア人の中央集権国家が存在
しており、ミュケナイ文明に建築・芸術・政治体制などで影響を与えた。ミュケナイは戦闘的
国家としての組織化を図り、クレタ島のミノア人国家をも滅ぼし、エーゲ海一帯を支配下に置
いた。オリエント世界との交易も行っており、中継地であるローズ島やキプロス島には植民地
も建設した 4。ミュケナイ文明はその巨大な建築物と交易品、優れた装飾技術からもわかるよ
うに、かなりの富と権勢を誇っていたのである。
これほどまでに堅固な基盤をもって繁栄した社会は、紀元前 1200 年頃に急速な崩壊を見せ
る。紀元前 12、13 世紀を通して、東地中海を取り巻く近東地域で「海の民」と呼ばれる、ギリ
シア人も含む混成民族による襲撃が相次いだ。海の民はヒッタイトやエジプトなど、近東の都

1

ロバート・モアコット、桜井万里子監修、青木桃子訳『地図で読む世界の歴史 古代ギリシ
ア』（河出書房、1998 年）
2 藤縄謙三『ギリシア文化の創造者たち』
（筑摩書房、1985 年）、13 頁。
3 山川廣司「ミュケナイ時代の聖所」
『駿台史学』第 147 号（2013 年）、2 頁。
4 Ｅ・Ｊ・ウォーエンズ、松原國師訳『古代ギリシア・ローマの都市』
（国文社、1992 年）、
50 頁。
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市を破壊し、貿易も困難にさせ、政治に多大なる悪影響を及ぼした。オリエントとの交易で利
益を上げ、ギリシア本土の生産だけでは不足しがちな食糧を得ていたミュケナイ国家は交易相
手を失い、資源のすべてを自国でまかなわなくてはならなくなった 5。しかし、ギリシアの土
壌は人々が過剰に豪華な暮らしができるほど豊かとは言えず、川は急流で短く、降雨量が少な
く乾燥しており、原始農耕を越えた大規模な穀物栽培には適していない。裕福な生活を続けら
れなくなり、政治的混乱も招き、争いが多発するようになったこの頃から、
「暗黒時代」が始ま
る。暗黒時代を経て、紀元前 9 世紀に再びギリシア世界の記録を確認できるようになるが、そ
れはミュケナイ時代とは相様を異にしたものであった。この時、ドーリス人がギリシア各地を
侵攻し、住居を追われた人々は移住を迫られることとなった。その結果、エーゲ海周辺のほぼ
全域にわたってギリシア人が移民し、それぞれが小集団としてまとまった結果、これが次第に
ポリスとして発展していくこととなる。
ギリシアでポリスという集住形態が発生した背景には、自然環境要因が大きい。ギリシアに
は山脈が縦横に走っており、全面積の五分の一程度しか平野はない 6。加えて、地域と地域の
間の交通も不便であったことが、地域の分散化を促し、ギリシア人は統一した大帝国を再編成
することがあたわず、小集団がそれぞれの地域に誕生したのである。オリエントなどの広大な
肥沃な土地では灌漑農業が発達し、それを指揮する有力者として国王が君臨したが、ギリシア
では灌漑農業が困難であっために、強力な王権が誕生することはなかったのである。もっとも
典型的な例がアテネである。アテネのあるアッティカ地方は特に雨が少なく貧相な土地で、農
作物の採取量は限られていた。そのため、住民同士の協力が不可欠であり、大きな内乱が起き
ることは極めて稀であった。アッティカ地方はさらにブラウロン、エレウシス、マラトンなど
いくつかの地域に分かれており、統一には不利に思われるが、周囲を囲む山々が外的の侵入を
防ぎ、アクロポリスの水源も人々の生活に役に立った。また、アッティカの人々は、周囲をド
ーリス人に包囲された暗黒時代の開始期に「国土から生まれた者」として連帯意識をもち、地
母神崇拝を強化した

7。大地がアテネの人々の共通の祖先であるとし、有力氏族の祖先崇拝に

も勝った。このため、地域内統合への歩みが非常に容易であり、シノイキスモスに成功し、僻
地住民も平等に市民となる形で統一がなされた。自然環境とそこから発生した信仰が、アテナ
イ人の結びつきを強め、独自性を生んだのである。
次いで、ペルシア戦争でアテネと同様に主導的な役割を果たしたスパルタを考察する。スパ
ルタはエウロタス川の肥沃な谷を住居地とし、この豊穣な土地では農作物を蓄えることで権力
構造が現出し、権力集中による内乱や掠奪が相次いだ 8。こうして軍事的性格を帯びたスパル
タは、周囲への侵略を進めた。スパルタ人は先住民を「ヘイロタイ」として隷属化し、スパル
タ人の食糧供給源として使用した。スパルタの政治は、すでに得ている土地だけでは満足せず
に名声を求め征服戦争のために行われた。自分たちを脅かす危機に備えるため、生活のすべて
を軍事的必要性に合わせて規制し、命令への服従と、厳格な軍事訓練を強要した。こうしてス
5
6
7
8

フランソワ・シャムー、桐村泰次訳『ギリシア文明』（論創社、2010 年）、35 頁。
三浦一郎、友部直、小川国夫、今道友信、渡辺守章『エーゲ・ギリシアの古代文明』（講談
社、1981 年）、14 頁。
藤縄謙三『ギリシア文化の創造者たち』（筑摩書房、1985 年）、22 頁。
フランソワ・シャムー、桐村泰次訳『ギリシア文明』（論創社、2010 年）、91 頁。
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パルタでは、征服戦争以外では他国との交わりを持たず、独自の支配体制を貫いた。
古代ギリシアにおいてアテネ、スパルタと並んで有力であったコリントスもまた、独自の発
展をしていた。コリントス付近の土地はブドウやオリーブの栽培に適しており、陶器とともに
それらは重要な輸出品目であった。コリントスは、アテネやスパルタのようにギリシアの政治
の中心ではなかったが、オリエント交易の中継地であり裕福な商業都市として発達した 9。ま
た、海から 2 キロメートルほど内地にある高地には、コリントスにおける「アクロポリス」に
あたるアクロコリントス（コリントスの城砦）が建てられ、侵入者の危険性を回避した

10。地

理的に条件の良いコリントスは、独自の発展を遂げたのである。
ヨーロッパ中部からバルカン半島に南下してきて以来、ギリシア人は周囲の民族との接触を
強いられてきた。ギリシア人はその異民族をバルバロイ（barbaroi）と呼んだ。元の形は「鳥
の囀りのようなわけの分からない言葉を喋る」という意味の形容詞バルバロス（barbars）であ
り、紀元前８世紀の段階ではこの語に否定的な意味は含まれていなかったがこの認識は後に、
ギリシア人と周辺民族を区別する上で重要になる

11。
「バルバロイ」が否定的価値観を伴うこ

とに最も大きな影響を与えた出来事がペルシア戦争であった。ギリシアの外の者が残虐な破壊
行動を行ったことにより、バルバロイに対して負の要素が生まれ、自分たちギリシア人の優位
性を意識するようになった。しかしペルシア戦争以前の各ポリスが自国の繁栄のためだけに政
治を行っていた時代、ギリシア世界外の都市や国家は単なる交易国に過ぎず、自国を脅かすの
は専らギリシア人ポリスであった。従って、バルバロイは否定でも肯定でもない一つの呼称で
あった。
古代ギリシアにおいて、ギリシア人とギリシア人以外を隔てる認識はあったようである。し
かし、ペルシア戦争以前のギリシアには「ギリシア人」としての同胞意識はなく、ポリスの境
界や農地のための平地、また名誉などをめぐって戦争が頻繁に行われ、ギリシア人として団結
することはなかった。アテネ、スパルタ、コリントス、三つのポリスについて見ただけでも、
ポリスができた経緯がそれぞれ異なっていること、ポリスそのものや諸ポリスの特色は、ギリ
シアの地形・環境・土壌、そして宗教的概念によって形成され、強い独自性を持っていたこと
がわかる。自分の利益が最優先であり他ポリスの不利益は無関係なことであった。
「内部で起こ
ることに対してはひどく敏感に、その都市の外部で起こることに対しては無関心になるポリス
精神」が生まれたのである。それゆえに「ギリシア」にとっての重大事件であるペルシア戦争
に直面するまでは個々のポリスが単独で存在し、ポリス間の戦争が絶えない状態が続いており、
結束が図られることがなかったのである。

9

三浦一郎、友部直、小川国夫、今道友信、渡辺守章『エーゲ・ギリシアの古代文明』（講談
社、1981 年）、前掲書。
10 Ｅ・Ｊ・ウォーエンズ、松原國師訳『古代ギリシア・ローマの都市』
（国文社、1992 年）
、25 頁。
11 地中海文化を語る会『ギリシア・ローマにおける他者』
（彩流社、2003 年）、94 頁。
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第二章 ギリシア諸ポリスの統一戦線形成
竹口 野

第一章で叙述した通りペルシア戦争前までは、ヘレネスとバルバロイといった言葉に周辺民
族への否定的な意味は含まれていなかった。この対立的概念はペルシア戦争の後、アテナイに
よるプロパガンダで定着したものであり、現実主義者であったギリシア人達は、自分達の利益
となるならばペルシアと結びつき、ペルシアの力を利用することも厭わなかった

12。本章では

ギリシア人達がペルシアの来訪に際し、どのような意識をもってこれに対抗したのかを考察す
る。
ペルシア戦争の発端はイオニアの反乱である。前 500 年イオニア諸市がその宗主国であるペ
ルシアに対して反旗を翻し、ペルシアはこの反乱を鎮圧した後、戦時中のアテナイによるイオ
ニアへの支援を口実にギリシア本土の征服を開始する。長きに渡るペルシアとギリシアの対立
の口火となったイオニア反乱の過程は詳細に考察されるべきであり、そのためにはペルシアだ
けに限らず、オリエント世界とギリシア諸市の伝統的な関係をみていく必要がある。
小アジアの諸ポリスはペルシアの支配を受ける前から、オリエントの帝国であるリディアの
支配を受けていた。洗練された文化や、莫大な富を持つと共に、巨大な軍事力を有するリディ
アはギリシア人にとっては憧れでもあり、畏怖の対象でもあった。ヘロドトスはその著書『歴
史』において「……殷賑の頂点に達したサルディスへは、当時世にあったギリシアの賢者がこ
とごとく、かわるがわる訪ねてきたが、名にし負うアテナイの人ソロンもその一人であった…
…」 と述べている。当時の知識人達や支配者層が積極的にリディアに出向いていた事実は、多
くの記録に残っており何ら異常なことではなかった。同じ民族に対する侵略と征服が行われて
いるのにも関わらず、ギリシア人たちは敵意をかきたてることはなく、積極的にリディア王と
親交を重ねている。
当のイオニア諸市にとってもその支配は過酷なものではなく、むしろこの時代のイオニアは
繁栄期にあたる

13。活発な植民活動が展開され、リディアに習って初めてギリシア貨幣が鋳造

された。リディア側から見ても、デルポイの神殿への莫大な奉納、ギリシア人の工人を雇用す
るなど、積極的にギリシアと親密な関係を結ぼうとしていた。内陸国であり、船を保有しない
リディアにとって、古くから海上活動に親しむギリシアは友好的な関係を結ぶにふさわしい相
手であった

14。

ペルシアのキュロス大王はリディアを征服するにあたって、イオニア諸市に使節を送り、宗
主国リディアに対する反乱蜂起を勧告した

15。しかし、イオニア諸市はその勧告を拒否した。

前述の通りリディアによるイオニア諸市への支配は名ばかりで、両者が友好な関係を築いてい
12

中井義明『古代ギリシアにおける帝国と都市 ―ペルシア・アテナイ・スパルタ―』（ミネ
ルヴァ書房、2005 年）、32 頁。
13 伊藤貞夫『古代ギリシアの歴史』
（講談社学術文庫、2004 年）、197 頁。
14 馬場恵二『ペルシア戦争 自由のための戦い』
（教育社、1982 年）、14 頁。
15 ヘロドトス、松平千秋（訳）
『歴史』上（岩波書店、1971 年）、62-63 頁。
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たことが伺える。結局、リディアはペルシアに征服される事となり、その征服の矛先はイオニ
ア諸市にも向けられた。この際、ペルシアに対するギリシア民族の統一戦線の形成が無いわけ
ではなかったが、それは一枚岩ではなかった。例えばミレトスは、リディアの都サルデュスが
陥落した時点で、リディア時代と同様の協定をペルシアと結んでいた

16。当時のミレトスは国

内紛争により疲弊していた。彼らは同胞を裏切ってでも、いち早く和平を結ぶ必要があった。
同族全体の戦いよりも、各ポリスの利権が優先されたのである。
最終的にイオニアはペルシアに征服され、その宗主権に服することになる。ペルシアの支配
は決して過酷ではなかった。課された貢租はイオニア諸市の経済力からすれば重いものではな
く、ペルシア人達は宗教的にも大きく寛容であった。キュロス王はバビロン捕囚のユダヤ人の
祖国帰還を許した人物として知られるが、ギリシア人にも同様の寛容性を持って接した。ペル
シア宗主権の元に属しながらも、イオニアのギリシア人達はそう悪くない生活を送っていたの
である。これはリディア支配の時代から続くギリシアとオリエントの伝統的な関わり方であっ
た。リディアにしても、ペルシアにしても、小アジアだけでなく征服した地域を直接的に統治
下に置くことはせず、属国としてつなぎとめる程度のことしか行えていない。
ではなぜイオニア反乱は起きたのか。ペルシアは前述の通りイオニアに対して融和政策を持
って臨んだが、実質上の内政干渉を行っていた部分があった。僭主擁立政策である。王朝の簒
奪者であったダレイオスは自らの権力基盤を確かなものにするため、自らに忠実な人物を上流
階級として配置していった。イオニアもその例外ではなく、ダレイオスはイオニア内部の利害
関係とは関わりなく、ペルシアに奉仕させるために組織的に僭主を置いている

17。その手法は

富裕者層など力を持つ人々の中から僭主を任命し、後援するというものであった。ダレイオス
は臣下の者が強大な権力を有することにならぬように、王からの好意と恩賞を巡って有力者同
士が競争するように統治を行った。イオニア反乱もこの延長線上に位置づけることができる。
イオニア反乱の直接的な引き金となったのは、ナクソス島遠征の失敗である。当時ミレトス
の僭主代行であったアリスタゴラスは、内乱によってミレトスに亡命してきたナクソスの富裕
者層の要求を聞き入れ、ペルシアから軍隊を借りナクソス遠征に乗り出した

18。しかし四か月

の努力も虚しく、遠征は完璧な失敗に終わってしまう。ここで、ペルシア僭主擁立制の競争の
中に置かれていたアリスタゴラスは、自らの失脚を恐れた。上流階級を競争状態の中におくこ
とは、王位簒奪者の出現を防ぐのに効果的であった一方、競争の脱落者を絶望へと追いやり、
反抗に転じさせる危険性を孕んでいた。事実、アリスタゴラスはペルシアに反旗を翻し、ミレ
トスの僭主政を廃して民主平等の政治体制（イソノミエ）を樹立する。そしてこの動きはイオ
ニア全土に広がり、次々と僭主政が打倒されていった。
ここで注意しなければならないのは、これはあくまでもアリスタゴラスの利己的な行動によ
って生まれた産物だということだ。僭主政の打倒とイソノミエの擁立は、7 年間に渡るギリシ
ア人達の反抗の原動力となり得た。しかし実際は、アリスタゴラスが大衆の支持を得ようとし
て生まれた副産物であった。その根拠としては、捕えられた僭主のほとんどが処刑されること
16

ヘロドトス、『歴史』上、111 頁。
中井、54 頁。
18 当時ミレトス僭主であるヒスティアイオスはダレイオスの側近を務めていた（ヘロドト
ス、松平千秋（訳）『歴史』中（岩波書店、1971 年）、119 頁）。
17
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なく放免されていることや、僭主政が廃止されても各都市の将軍が指導権を掌握し、ミレトス
においては当のアリスタゴラスが専制的な支配を続けたことが挙げられる

19。結局、僭主が打

倒された後も各都市の権力構造に変化を見ることはできなかった。イオニア反乱は自由を求め
た大衆的な革命ではなかったのである。
ダレイオスは先のイオニア反乱の際に、アテナイとエレトリアがイオニアに援軍を送ったこ
とを理由にギリシアへの派兵を決め、ここにペルシア戦争が勃発した。アテナイは僭主政が倒
れ、スパルタ干渉の危機が迫った際、スパルタを牽制するためペルシアとの親密を深めており、
イオニアへの援軍派遣はペルシアから見れば、今までの友好関係への裏切りであった

20。前六

世紀以降のアテネの政局は対ペルシア政策によって大きく揺れ動き、有力者達も反ペルシア派
と親ペルシア派の二つに割れた。
一方、反ペルシアを掲げていたスパルタにおいてもペルシアへの対応は一貫していなかった。
イオニアがペルシアの脅威に晒された際、スパルタはその救助要請に対し全く耳を貸さなかっ
た

21。スパルタの関心はペロポネソスのみにあり小アジアに重きは置かれていなかった。ペル

シアのギリシア本土侵略といった危険が目の前に差し迫り、前 493 年に、厳格な反ペルシア派
である、かのテミストクレスがアテナイのアルコンに就任して初めて、反ペルシア戦線の中枢
にあたるアテナイ―スパルタ連合が成立し、その内部に対立を含みながらも、団結してペルシ
アの襲来を迎える準備が整った。それはギリシア民族全体を危うんでの行動ではなく、あくま
で自分達のポリスの存続を危うんでの行動であった。
ヘロドトスは「ペルシア王の出征は、名目上アテナイを打つことになっていたが、その実は
全ギリシアの征服を目指すものであった」と述べ、また一部のポリスは中立を保ち、中にはペ
ルシアに加担するポリスもあったことも述べている

22。実際にサラミスの海戦を例に挙げてみ

ると、海戦に参加した住民は、わずか 21 の都市からのみであり、当時エーゲ世界だけで 700
を超すギリシア都市国家が存在していたことを考えると、その数は甚だ少ない

23。実際はペル

シアの主目的はアテナイとスパルタの征服であり、そのことはギリシアの各ポリスにも伝わっ
ていた。イオニアの諸ポリスや、アテナイ、スパルタと同様に、ギリシアの他のポリスも、同
胞を救うことよりも、個々のポリスの安全を最優先させたのである。そしてペルシアの標的に
されたアテナイは、その身内を増やすためにプロパガンダにより、ペルシアへの反抗をあおっ
たのである。結局、戦時中そのプロパガンダは有効性を発揮せず、極一部のポリスによって「ギ
リシアを守るための戦い」が行われるわけだが、彼らは実際、戦場に自由を掲げて戦い、最終
的には勝利を手にし、自分達が言っていたようにギリシアを守ることに成功するのである。

19

ヘロドトス、『歴史』中、138-139 頁。
伊藤、202 頁。
21 ヘロドトス、
『歴史』上、117 頁。
22 ヘロドトス、松平千秋（訳）
『歴史』下（岩波書店、1971 年）、91 頁。
23 ヘロドトス、
『歴史』下、172-174 頁；ポール・カートリッジ、橋場弦（訳）『古代ギリシ
ア人 自己と他者の肖像』（白水社、2001 年）、78 頁。
20
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【１次史料】
1． ヘロドトス、松平千秋（訳）『歴史』上・中・下（岩波書店、1971 年）

【参考文献】
1． ジャック・キャシン‐スコット、柊詩織（訳）
『古代ギリシアとペルシア戦争 500BC-323BC
東地中海の攻防』（新紀元社、2001 年）
2． ポール・カートリッジ、橋場弦（訳）
『古代ギリシア人 自己と他者の肖像』
（白水社、2001 年）
3． 合阪学『ギリシア・ポリスの国家理念』（創文社、1986 年）
4． 伊藤貞夫『古代ギリシアの歴史』（講談社学術文庫、2004 年）
5． 中井義明『古代ギリシアにおける帝国と都市 ―ペルシア・アテナイ・スパルタ―』
（ミネル
ヴァ書房、2005 年）
6． 馬場恵二『ペルシア戦争 自由のための戦い』（教育社、1982 年）
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第三章 重装歩兵の成員の変化とポリスの政治形態の変遷
角山 佳久

第三章では、ペルシア戦争において軍事力の中核を担った重装歩兵を構成した中小市民層の
自由意識がどのようにして形づくられたか、またどのようなものであったかを重装歩兵の装備
の変遷と、ポリス（主にアテナイ）の政治形態の変容や当時の身分制のあり方から考察する。
こうした論点から、ファランクス戦術の登場が戦場だけでなく、ポリス内の市民意識（特に自
由）に作用していったことを明らかにしていく。
重装歩兵（ホプリーテン）とはブロンズ製の重い兜・胸甲・すね当て、鉄製の太い突き槍、
そして特徴的なブロンズ製の直径約１メートルの大型の丸盾を持った兵士である。しかし彼ら
は、最初からこのような装備ではなかった

24。彼らは紀元前

8 世紀半ばから発展し始め、紀元

前 7 世紀中ごろにはほぼ確立された。このころのアテナイは貴族政で、戦時には貴族階級が重
装歩兵を構成していた。彼らは騎馬で戦場に赴き、戦場では騎馬から降りて、後代のファラン
クスよりも密集していない小規模な密集戦術を使った。この背景として、貴族層が自前で騎馬
や槍、馬を引く従者などを用意する必要があったことと、後代の戦闘より比較的小規模な人数
しか動員されていないこと、また重装歩兵の登場以前の伝統的な一騎打ちの風習が残っていた
ことが挙げられる。このことは彼らが装備していた盾が後代のものと比べて小さいこと、接近
戦用の刀剣を持っていたことからも明らかである

25。このような馬で戦地に赴くことが特徴の

重装歩兵は「騎馬のホプリーテン」と呼ばれるもので、前 8 世紀後半から前 7 世紀まで重装歩
兵の中心的な存在であった。
前述の「騎馬のホプリーテン」とよばれる貴族に加えて、前 7 世紀には貴族階級に属さず、
自前で武具を揃えられる富裕市民が出現した。前７世紀後半には手工業の進展によって武器の
価格が低落し、中小農民や商工業者も重装歩兵として戦列に加わることとなった

26。その背景

には、初期の重装歩兵の小規模な密集戦術がより強力な攻撃力を得る為に、長大化していった
ことがある。そしてこの長大化に加えて、兵士同士がより密集したものがペルシア戦争時のフ
ァランクス戦術へとなっていく。このようにして軍隊における貴族以外の身分層の比重が高ま
ったが、その過程で貴族は戦場における主導権を握り、己の誇りを守ろうとした。そのため、
彼ら貴族はファランクスにおいて中心的な役割を果たす右側面、最前、後列をそれぞれ担うが、
これらの箇所はどれも人的な消耗が激しい箇所であり、次第に貴族層の兵士は供給され難くな
った。このように民衆は戦列に加わる機会を得た。しかしそれだけでは市民が軍事的にも政治
的にも貴族と肩を並べるほどの力を持つことができた訳ではなかった。ポリス間に重装歩兵の
採用された時期や政治形態の差はあっただろうが、前七世紀までは貴族が戦場において民衆よ
りも優位に立っていたといえる。戦場における貴族の優位が揺らぐのは前七世紀以降になる。

24
25
26

伊藤貞夫『古代ギリシアの歴史』（講談社学術文庫、2004 年）、133 頁。
安藤弘『古代ギリシァの市民戦士』（三省堂、1983 年）
伊藤、142 頁。
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重装歩兵の丸い盾は中心にある腕輪に左腕を通して縁の握りを握る構造になっている。この盾
で自分の左半身と左隣の右半身を覆い、槍を持って相手に突進するのがファランクスである。
重装歩兵に特徴的なこの丸盾が大きなものになっていくにつれて、密集の緩いファランクスや
個人的な戦闘よりも緊密なファランクスの方が戦場での重要性を増すようになっていった。同
時にファランクスの弱点である、盾で守り切れない側面を敵に突かれないためにより多くの兵
士が必要とされていき、中小農民のような市民が重装歩兵として戦場へ赴くようになった。こ
のようにして、ファランクス戦術の重要性が増すにつれて戦場で市民の需要もまた高まったの
である。軍隊が大規模になるにつれて相対的に軍隊での市民と貴族の比率が逆転していき、そ
れに市民の政治的・社会的な優越が伴っていった。民衆が政治的・社会的な優越を得るために
は、民衆が戦列に加わることだけでは不十分だった。貴族の消耗と重装歩兵の装備や戦術の浸
透が進展するために要する時間が必要だったのである。
結果的に市民がポリスにおいて政治的・社会的な力を持てるようになり、それは貴族との抗
争を招いていった。この貴族の政治的・法律的・土地資産的特権に対する抗争は、貴族と市民
の社会集団同士の争いであり、その間に一人の仲裁者を置くことで両者の間で一定の妥協を目
指す結果となった。しかし、この仲裁者には市民が守るべき法を制定するような特例的な権限
が与えられ、一人に集中的に権限を与える結果を招いた

27。彼らはソロンやドラコンのような

立法家で財産の所有権の規定などで市民の参政能力を裏付け、公正な規範を作り上げることに
よって、ある程度市民の要求を満たしていった。この集中的な政治力を手に入れたのが僭主で
あり、市民は貴族の抑圧に対する反抗の代表者的な存在として僭主に貴族の追放を要求し、僭
主もまた市民の要求に応えていった。またアテナイ僭主であるヒッパルコスやヒッピアスのよ
うに、暗殺や追放によってその地位を追われた者もいた。このことは立法家や僭主が存在して
いたころには、すでに市民が特権を保持した貴族や集中した権力を保持した立法家や僭主とい
った社会的な強者にとって無視できない存在となっており、ポリスの指導者が必ずしも専制君
主のように一方的な支配を行っていた訳ではないことを示している。そして前 6 世紀終盤のク
レイステネスの陶片追放や十部族制などの民主制を保護する制度の確立によって僭主政が終わ
った後に、アテナイの政治を担ったのが戦時には重装歩兵となる市民である。
こうしてアテナイは民主政に移行していったが、続いてペルシア戦争や他のポリスとの争い
における市民の反抗に彼らの持つ自由の意識が影響した構造をギリシア人の市民であるための
条件から明らかにしていく。ギリシア人の持つ自由は、自国が外敵に支配されていないこと、
国内的にも独裁的な支配が存在せず市民の政治的、身体的な自由が保障されていることを意味
する

28。前述のように、貴族や僭主といった社会的強者が各々の特権を保持し、支配していた

こ、次第に発言力の増していく市民に対して彼らは一定の妥協を余儀なくされたが、一方で立
法権や数々の特権を行使することで、市民を抑圧していた。ところが、彼らの支配が終わり、
市民が都市を運営するようになると、また別の抑圧される人々が顕在化した。奴隷身分の人間
である。奴隷の中には戦争捕虜や拉致されてきた者がいた。彼らは黒人奴隷のように肌の色な
ど人種的な理由で奴隷となったわけではなく、そのうえギリシアでは奴隷がいることは批判さ

27
28

フランソワ・シャムー、桐村泰次訳『ギリシア文明』（論創社、2010 年）
田中美知太郎「自由のギリシア的理解」『西洋古典學研究』10 号（1962 年）、1-4 頁。
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れるどころかむしろ肯定的であった。アリストテレスの記述によると、人間の中には他人に決
定を下してもらったほうがよい「本性的な奴隷」がおり、そういった者は奴隷でいたほうが幸
せであり、彼らを解放することは逆に不適切な行為であるとしている

29。これは逆説的に言え

ば、個人で決定を下せる意思を持っていれば市民たり得ることで、アリストテレスは元奴隷の
中にも「本性的な奴隷」ではなく、何らかの事情で奴隷身分になることを強いられた人間は解
放されても良いし、むしろされるべきだとも述べている。市民権を持つことは、単に土地や財
産を所有するだけではなく、自ら物事を判断できる人間であれという市民自身への戒めとなる。
物事の判断が自分で行えることは、市民にとって政治参加するために不可欠の能力である。そ
れは専制的な君主に隷属しているペルシアの「臣民」たちとは決定的に異なる点であり、この
相違点はギリシア人とバルバロイとの区別にもあらわれている。この区別は、ギリシア人の人
間的な優位性をギリシア人自身に感じさせた。それが彼らのアイデンティティであるといえる。
これらの意識がギリシア人の「自由」に直結し、ペルシア戦争においてのギリシア人側のモチ
ベーションとして作用していた。
以上のことからギリシア人の「自由」とは、市民権を保有している市民各々が自己決定でき
る能力を有し、そういった人材が都市を運営していくことであり、その市民の意識はバルバロ
イといった表現に見られるような他の民族（自らの意思で行動できず君主によって支配されて
いる者）とギリシア人自身との間に線引きを行うことも理解できる。そういった側面からペル
シア戦争を見てみると、少なくともアテナイはギリシアの「自由」のために戦争を遂行したと
いえる。確かに「自由のための戦い」という表現はペルシア戦争のときペルシア軍と戦ったア
テナイやスパルタなど同盟軍に加わったポリスのプロパガンダだったが、戦場において個人戦
術から多くの人員を要するファランクス戦術へと変化していったことには、一定の共通した「自
由」の概念が作用していると考えられる

30。

【参考文献】
1. 安藤弘『古代ギリシァの市民戦士』（三省堂、1983 年）
2. 秀村欣二、三浦一郎、太田秀通編『古典古代の社会と思想』（岩波書店、1969 年）
3. 中井義明「ペルシア戦争は自由のための戦いか」『史朋』29 号（1997 年）、1-23 頁。
4. フランソワ・シャムー、桐村泰次訳『ギリシア文明』（論創社、2010 年）
5. ロビン・オズボン、佐藤昇訳『ギリシアの古代 ―歴史はどのように創られるか？―』（刀水
書房、2011 年）
6. 田中美知太郎「自由のギリシア的理解」
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29

ロビン・オズボン、佐藤昇訳『ギリシアの古代 ―歴史はどのように創られるか？―』（刀
水書房、2011 年）
30 中井義明「ペルシア戦争は自由のための戦いか」
『史朋』29 号（1997 年）、1-23 頁。
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結論
竹口 野

ギリシア諸市はそれぞれ発展形態が大きく異なっており、この時代、国を跨いだ同胞意識が
育つことはなかった。また、ヘレネスとバルバロイという対立的なイデオロギーはまだ確立さ
れておらず、ポリス間は戦争に明け暮れた。ペルシアという外敵と対峙した際も、その足並み
は揃わず、各ポリスは同族の危機よりも、個々の安全を重視した。一方、極わずかなポリスの
人々が立ち上がり、まさしく民主制によって確立された集団戦をもって、専制的なペルシア軍
を打ち破った。これを踏まえた上で考えなければいけないのは、ペルシア戦争は何をもたらし
たか、である。
ペルシア戦争は自由のための戦いだと言われる。民主制を確立させたギリシアに対し、専制
君主制を敷くペルシアの手がせまり、人々は自由の元に結束し、その手から自分達の自由を守
ったのだと。確かにそれは事実である。だが大多数のギリシア人にとって、それは事実ではな
かった。実際に自分達のポリスを守るために戦ったのは、ギリシア全体から見れば少数だった
のだから。
人々はペルシア戦争のためにまとまったのではなく、ペルシア戦争によってまとまった。ペ
ルシア戦争に参加しなかった国々も、戦争の追体験により、自由のための勝利をかみしめた。
戦時中のアテナイの主張をもってすれば、
「全ギリシア人が自由のために戦った」のだから。ペ
ルシア戦争は民族共通の体験（実際に多くのポリスが参加していなかったとしても）を与え、
ギリシア人の民族意識の基盤となったのである。このことは、ペルシア戦争の後、ヘレネスと
バルバロイといった対立的なイデオロギーが、異民族に対する自己優越性を持って使われ始め
たことからも、うかがい知ることができる。
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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】
小室 実悠

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1.

Ｅ・Ｊ・ウォーエンズ、松原國師訳『古代ギリシア・ローマの都市』（国文社、1992 年）

2.

ロビン・オズボン、佐藤昇訳『ギリシアの古代 歴史はどのように創られるか？』（刀水書
房、2011 年）

3.

ポール・カートリッジ、新井雅代訳『古代ギリシア 11 の都市が語る歴史』
（白水社、2011
年）

4.

フランソワ・シャムー、桐村泰次訳『ギリシア文明』（論創社、2010 年）

5.

Ｗ・Ｇ・フォレスト、丹藤浩二訳『スパルタ史 紀元前 950-192 年』（渓水社、1990 年）

6.

橋場弦『丘の上の民主政 古代アテネの実験』（東京大学出版社、1997 年）

7.

藤縄謙三『ギリシア文化の創造者たち』（筑摩書房、1985 年）

8.

山川廣司「ミュケナイ時代の聖所」『駿台史学』第 147 号（2013 年）、1-23 頁。

9.

地中海文化を語る会『ギリシア・ローマにおける他者』（彩流社、2003 年）

10. 三浦一郎、友部直、小川国夫、今道友信、渡辺守章『エーゲ・ギリシアの古代文明』
（講談
社、1981 年）

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

古山正人（編）『西洋古代史資料集』第 2 版（東京大学出版会、2002 年）

2.

伊藤貞夫『古代ギリシアの歴史 ポリスの興隆と衰退』（講談社学術文庫、2004 年）

3.

桜井万里子『古代ギリシア社会研究 ―宗教・女性・他者』（岩波書店、1996 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】
竹口 野

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1． ポール・カートリッジ、橋場弦（訳）
『古代ギリシア人 自己と他者の肖像』
（白水社、2001 年）
2． ジャック・キャシン‐スコット、柊詩織（訳）
『古代ギリシアとペルシア戦争

500BC-323BC

東地中海の攻防』（新紀元社、2001 年）
3． ヘロドトス、松平千秋（訳）『歴史』上中下（岩波書店、1971 年）
4． 合阪学『ギリシア・ポリスの国家理念』（創文社、1986 年）
5． 伊藤貞夫『古代ギリシアの歴史』（講談社学術文庫、2004 年）
6． 中井義明『古代ギリシアにおける帝国と都市 ―ペルシア・アテナイ・スパルタ―』
（ミネル
ヴァ書房、2005 年）
7． 馬場恵二『ペルシア戦争 自由のための戦い』（教育社、1982 年）

Ｂ：今後、参照予定のもの
1． ポール・カートリッジ、新井雅代訳『古代ギリシア 11 の都市が語る歴史』
（白水社、2011 年）
2． 彌永信美『幻想の東洋』（ちくま学芸文庫、2005 年）
3． 手嶋兼輔『海の文明ギリシア 「知」の交差点としてのエーゲ海』
（講談社選書メチエ、2000 年）
4． 中井義明「ペルシア戦争は何時終わったのか」『社会科学』74 号（2005 年）、23-46 頁。
5． 前野弘志「アテナイ植民活動と種族イデオロギー」
『広島大学文学部紀要』58-2（1998 年）、
1-108 頁。
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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】
角山 佳久

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1.

ロビン・オズボン、佐藤昇訳『ギリシアの古代 ―歴史はどのように創られるか？―』（刀
水書房、2011 年）

2.

ジャック・キャンシ－スコット、柊史織訳『古代ギリシアとペルシア戦争 500BC-323BC
東地中海の攻防』（新紀元社、2001 年）

3.

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

4.

ハリー・サイドボトム、吉村忠典、澤田典子訳『ギリシャ・ローマの戦争』
（岩波書店、2006 年）

5.

フランソワ・シャムー、桐村泰次訳『ギリシア文明』（論創社、2010 年）

6.

安藤弘『古代ギリシァの市民戦士』（三省堂、1983 年）

7.

田中美知太郎「自由のギリシア的理解」『西洋古典學研究』10 号（1962 年）、1-19 頁。

8.

秀村欣二、三浦一郎、太田秀通編『古典古代の社会と思想』（岩波書店、1969 年）

9.

中井義明「ペルシア戦争は自由のための戦いか」『史朋』29 号（1997 年）、1-23 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

クロード・モセ、福島保夫訳『ギリシアの政治思想』（白水社、1972 年）

2.

久保正彰「トゥキュディデスとペルシア戦争」
『西洋古典學研究』19 号（1971 年）
、43-57 頁。

3.

中井義明「ペルシア戦争は何時終わったのか」『社会科学』74 号（2005 年）、23-46 頁。

4.

浜本裕美「アムピトリュオーンの重装歩兵論：エウリーピデース『ヘーラクレース』190194」『西洋古典學研究』50 号（2002 年）、56-66 頁。
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作業グループ第 3 班

『造船技術の発展とその背景』
（野村 淳也、浜之上 匠、増田 啓人）

序論 船の必要性とは
野村 淳也

われわれの生活のなかには、飛行機、自動車、電車など実に様々な手段がある。特に船は古
代から現在にかけて戦争、物流様々に利用されてきた。古代エジプトでは船は死者の魂を送る
ものとして船の模型が共に埋葬され、交易や戦争、宗教、実生活などにおいても様々に利用さ
れており、形を変えながら現在に至るまで活用されてきた最も歴史がある乗り物である。
世界各地に海に関する海神、海獣などの伝承が存在する。これは航海技術を持ち得ていない
古代の人々が海に畏怖の念を抱いていた結果、産み出されたものである。では、そこまで海に
恐れをいだきながらも航海に踏み出した人びとの情動の原動力はなんだったのだろうか。こう
した問題に対し、本稿は古代では領土概念が発達すると、自国を繁栄させ敵国に遅れをとらな
いようにするため海洋に進出し、中世では航海の危険性よりも交易により得るメリットが重要
視され、そうした最中の航海技術、造船技術の発展が人々の海洋開発の心情に大きく寄与した
点をそれぞれ考察する。古代から中世の航海技術、造船技術の過程を検討しつつ、この論点を
明らかにするものである。
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第一章 古代の造船とその背景
野村 淳也

古代の造船技術を地中海世界で栄華を誇っていた古代エジプト文明からみていきたい。船は
古くから宗教的儀礼に用いられており、古代エジプト人は、死者は来世で復活を果たす前に彎
曲した水路と宗教テキストに記された水の広がりを渡らなければならないと信じていた。この
考えはエジプト全域の階層社会すべてに浸透していた。第 5 王朝のすべてのヘリオポリスの太
陽神神殿に、神が乗るとされていた太陽の聖船の実寸大のレプリカが保存されていたほどであ
る。国王の葬儀に関してはもちろん、上層階級の人々も実物大の木造船を埋葬しており、下層
階級の人々も葬儀のため模型の埋葬船を利用していた。このように船は古代の人々にとって宗
教的観点からも重要視されていた。
元々、古代では現在のような高度な航海技術が確立しておらず、遠洋にでることはなかった。
同時代人は海を恐れていたために陸が見える距離の範囲内でのみ航海したのである。また、航
海を行う時間帯も限られていた。夜に航海を行うのはやむを得ない時だけであって、普段は日
没と同時に現在位置から最も近い陸地に船を停めており、沖合に長期間出向く航海をしていな
かった。また、航海術においても近世から中世にかけては六分儀を使う天文学的観測と、時刻
の比較によって現在地を確認していたが、古代人は観測器具がなく、時刻を比べることもでき
なかった。そのため彼らは空の星の位置、風、潮の流れ、計算できる船の速度を考慮にいれて
自分たちの地理上の大まかな位置を計算していた。その一方で、海岸が視覚内にある時は、古
代人は航海目標の方位測定を行っており、夜には燈台の方位測定を、また昼間は土地の方位測
定とその特徴の検討が可能だった。それでも、重要となるのは星の位置である。そのため常に
星の位置を把握しておかなければならなかった。当時の乗組員の彼らの言葉に「見よ、いとも
親愛なる水先案内人。彼を船の王と呼んでも間違っているとは思われない。彼は、夜がくると、
眼を絶えず星に注ぎ、舵のそばに腰を下ろすではないか。……彼は、眠らないで、皆の者に安
息をもたらす」とある

1。水先案内人は天体観測を夜眠らずにおこなっていたほど重要視して

いた。このように当時の航海においては星の天体観測がなによりも重要だったのである。
次いで、こうした古代の海洋航行の状況下で培われた古代の造船技術をみていきたい。古代
では戦争や交易のためではなく、生きる術として船の原点といえる筏が作成されるようになっ
た。メソポタミアで名称を借用するとケレクと呼ばれる筏の種類が存在している。ケレクは、
いくつかの大きな革袋を枠で固定し、その上に一枚の板を置いた非常に簡素なものであった。
ほかにも、銘文といくつかの記念物から存在していたと確証が得られる筏として大きな革袋の
代わりに、いくつかの大きな空の壺で筏を支える筏も存在していた。また、エジプト全史を通
じて使われていたのが当時紙の代用品であるパピルスを使用していたパピルス筏も使用してい
た。ちなみに、パピルスは筏だけでなくエジプトではパピルス・スキフ（パピルス製の小船）
と呼ばれる船が最も一般的であった。エジプトの気候では船の材料である木は貴重な物資であ
1

ジャン・ルージェ、酒井傳六訳『古代の船と航海』（法政大学出版局、2009 年）
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ったが、パピルスは豊富に存在していて簡単に細工することができた

2。また、解体の手間が

木造船に比べ簡単で、使い古せば捨てて新しく造船しやすかったことが広く使われた理由であ
る。また、古代エジプト人は狭い渓谷の限界を超えてはるか遠方へ航海しなかったと証拠上言
われているが、科学者で冒険家のトール・ヘイエルダール博士は、1970 年に全長 12ｍのパピ
ルス舟を伝統的な方法に従って造船し、このレプリカが大西洋を横断するのに十分耐え得ると
証明した 3。パピルス船では海戦などの損傷が激しくなる活用には耐えられないが、上記の調
査からすると、日常生活に使う場合には相当長い期間利用できたといえるだろう。
こうしたパピルス船に対して、木造船はどのように発展していったのか、エジプトの古王国
から新王国にかけての象前記述の開発をみていきたい。古王国の航海船のタイプは、第 5 王朝
のサーフラー王の葬祭殿にある一連のレリーフに詳しく描写されており、これには 12 隻の大
型船団の出港とその後の帰港の様子が描かれている。その船体は長く細身で、船首にライオン
かハリネズミの彫刻が飾られていた川船とは対照的に、船首船尾には垂直に立つナイフ形の先
端装飾をつけていた。また、古代船には船体の中心を支える竜骨がなく、内部に支え木を持ち、
側縁を結合した張り板によって組み立てられていた。しかし、船体を支える中心がこれでは存
在していなかったために船体強度が弱かったため、強度を増すホッギング・トラスとガードル・
トラスが装着された。ホッギング・トラスは太く頑丈な縄で、船首の甲板梁に取り付けられ甲
板を通って船首まで達していて、その縄にレバーを差し込みねじり上げることで縄に余分なた
るみを作らせないようにしたのだ。その機構によって波による縦揺れの衝撃を緩和することが
できた 4。ガードル・トラスは甲板と同じ高さに位置する船体を取り囲む縄で、船縁の直下に
備え付けられた。ガードル・トラスは甲板梁による圧力が張り板に加わることを防ぐために取
り付けられた。また、ガードル・トラスが船体から滑り落ちることを防ぐ役割をしていたとさ
れるしめ紐が船首と船尾の端にも結ばれ、この網状のものが竜骨を持たない船体を補強し、ホ
ッギング・トラスが船体を上方に引き上げることで生じる圧力を軽減する作用を担っていた。
中王国時代第 6 王朝以降になると、船の設計にかなりの進歩がみられた。船体は船首船尾が
角のある方形で平底ではなくなり、丸みを帯びた船底をもちスプーン状の船底になった。船首
は実用的に平たくなったが、船尾は急傾斜しながら高くなりたいていの場合その先端は曲線を
もつ部品が用いられ、とくに舵取り櫂の柄を支えるように設計されるようになった。この船の
形態が分かるものとして、建築史家の黒河内宏昌は、
「曲線設計に関わる遺物として著名なサッ
カラ出土のオストラコンには、その曲線が円の一部を切り取ったものとの解釈がある」との解
説している 5。つまり、この時代の遺跡からも同時代の造船の形態がはっきりと見て取るので
ある。また、造船技術おいては、帆の縫製は古王国の時代の製法に比べ水平方向ではなく、垂
直方向に、かつその数が多くなった。最も格段に変化した点は舵取り装置である。古王国の舵

2

ヘルマン・シュライバー、杉浦健之訳『航海の世界史』（白水社、2010 年）、19 頁。
ディルウィン・ジョーンズ、嶺岸維津子、宮原俊一訳『船とナイル 古代の旅・運搬・信
仰』（学芸書林、1999 年）、70 頁。
4 ジョーンズ、63 頁。
5 黒河内宏昌、吉村作治、中川武『ダハシュール船（カイロ・エジプト博物館所蔵ＥＭ
4925）の甲板梁の計画 ～古代エジプト木造船の建造方法 その 3～』（日本建築学会大学学術
講演梗概集、2005 年）、421 頁。
3
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取り装置は船尾部甲板の両側縁にある 3 本の大きな手動の櫂（計 6 本）によって操舵されてい
たが、中王国の装置は船の軸に沿って船尾に据え付けられた 1 本の大きな櫂で、大型の船の場
合には船尾甲板の両側に装着された 2 本の舵取り櫂が利用された。
新王国時代になると船の大型化が進み、種類も多様化したが本質的には同じ方法で建造され
た。船体は丸い船底を持ち、優美な舷弧を描きながら浅い喫水を持っていた。船首船尾はかな
り張り出し、通常は細長い頂部装飾が施されていた。帆は中王国のものに比べて大きくなり、
かつ収納できるように工夫されるようになった。加えて、推進手段として漕ぎ手は船の両側に
ある腰かけ梁に座り、船縁の櫂栓にとりつけられた櫂を使用した。
古代ローマ史家のジャン・ルージェは、海洋商人を関連付けて船の文明発展の必要性をこう
明記している。「彼（貿易商人）は、海の運次第で一日にして破滅することのある人間である。
彼は、いい商売にならなかった時は、債権者に返済しないために商品を積んだ船をためらいな
く沈める人間である。彼らなくしては、古代世界は、あのようなものに、あるいはむしろ帝国
時代のあのようなものに、ならなかったであろう。オイクメネ（ローマ世界）とパックス・ロマ
ーナ（ローマの平和）によって象徴されるあの統一を、知ることは決してなかったであろう」6。
つまり、海洋貿易が存在していたからこそ、国は繁栄できたのである。
以上、古王国から新王国までの造船技術、航海技術を考察して、古代でも初期においては、
筏を狩猟目的で作成していたが国という人々が共通概念を抱いてくると彼らは敵との競争意識
から造船技術が発展していったと言える。なぜなら、古王国から中王国までの造船技術が格段
に進歩していることから、初期段階の国内の発展のために船もまたおおきく発展したのだとい
える。

【参考文献】
1.

ヘルマン•シュライバー、杉浦健之訳『航海の世界史』（白水社、2010 年）

2.

ディルウィン・ジョーンズ、峰岸維津子、宮原俊一訳『船とナイル 古代の旅・運搬・信仰』
（学芸書林、1999 年）

3.

ブライアン・フェイガン、東郷えりか訳『海を渡った人類の遥かな歴史』
（河出書房新社、2013 年）

4.

ジャン・ルージェ、酒井傳六訳『古代の船と航海』（法政大学出版局、2009 年）

5.

黒河内宏昌、吉村作治、中川武『ダハシュール船（カイロ・エジプト博物館所蔵ＥＭ4925）
の甲板梁の計画 ～古代エジプト木造船の建造方法 その 3～』
（日本建築学会大学学術講演
梗概集、2005 年）、421-422 頁。
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6

長谷川奏『地中海文明史の考古学』（彩流社、2014 年）

ジャン・ルージェ、酒井傳六訳『古代の船と航海』（法政大学出版局、2005 年）、226 頁。
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第二章 長距離航海に踏み出す基盤
増田 啓人

大洋へ出航する長距離航海は中世に始まる。技術や知識が積み重ねられ、長距離かつ長期に
わたる航海に耐えうる技術的・心理的条件が満たされたからである。造船の技術の発達は船を
より頑丈にし、航海と海の知識の蓄積はまだ見ぬ外海を進む勇気を生んだ。980 年代後半、ノ
ルマン人の大西洋横断並びに北アメリカ大陸到達はこうした理由によるものである。以下では
中世における長距離航海の具体例としてアイスランドやグリーンランドへと植民活動をしたノ
ルマン人を軸としつつ、その他にも海と関わる諸民族・地域の例を取り上げることでその普遍
性を論ずる。
中世期の海洋技術や知識はまず、新たな道具として姿を現した。六分儀や羅針盤のような計
器類である。四分儀や六分儀は星を基準とし、観測者の現在の緯度を算出することができた。
その起源は紀元前 150 年頃から地中海の天文学者が陸上で用いていたアストラーベという計器
であり、後世になると昼の太陽の観測を可能にするため目を保護する機構が考案される等の発
展を見せた。アングロ=サクソン社会や西ゴート王国の奴隷研究を行った伏島正義は、下に引用
するように『グリーンランド古地誌』から再録された『グリーンランド年代記』にみられる、
1267 年の踏査の文面から、太陽の高度が故郷のそれと比較して確認できることを論じている。
それから、聖ジェイムスの日にかれらは、1 日中船を漕いでクロクスヤルザールヘズ
ールの南方へ行った。そこでは夜は凍るように寒かったが、太陽は昼も夜も輝いてい
た。そしてそれは、南の空に懸かると、6 人漕ぎの船に横臥した場合、最も太陽の側に
ある舷縁の影がちょうど顔面に落ちるような高度であった。しかし真夜中では、太陽
は、故郷の入植地で北西に懸かっている時のような高度であった。それからかれらは
ガルダールの故郷に帰った 7。
このように中世では星々を利用して緯度を得ていたのであり、緯度を得れば自分の故郷の緯度
と比較し、同緯度ならば東に進むだけで帰郷が可能であった。計器を用いればより正確に緯度
を得ることができる。西回り航路を探索したコロンブスも同様な計器を利用していたが、ノル
マン人たちにも名称や姿は違えども同じ働きを持つ計器類は存していたのである 8。
それとは別に、現在地を確認する道具として、現代のわれわれにも身近な例に地図がある。
海図の起源ははっきりとしないが、すでに紀元前 500 年頃にはシラクス（生没年不詳）という
航海者が地中海と黒海の水路誌を作成していた。地中海は夏の三ヶ月間に渡って無風になり、
島と入り江が適度に分布していることからも、航海しやすい環境であった。周辺国との交易・

7

伏島正義「ヴァイキングの航海術：グリーンランド発掘の遺物を中心として」『駒澤大學文
學部研究紀要』58 号（2003 年）、52 頁。
8 伏島、55-57 頁。
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戦争も多かったことも海図の需要を生んだのである。海図の発達とともに羅針盤も進歩を遂げ、
14 世紀にはポルトラン海図と呼ばれる羅針盤の四方点を示す航程線が描き込まれた海図が存
在した。これらの道具が一面の海の中、正しい針路をとっているとの安心感を航海者にもたら
したのは想像に難くない。
航海にまつわる知識はまた、航海者の実体験が語り継がれると共に後代へ受け継がれていっ
た。例えば不運にも嵐に巻き込まれ、本来の航路から遠く押し流された船が漂着した無数の島々
の情報が、幸運にも帰郷できた船員たちによってもたらされていた。年月を経ただけ増えてゆ
く彼らの経験談は冒険心をくすぐるだけではなく、広大な海の先に存する陸地に信憑性を与え
た。さらには、地球規模の恒常風に関する知識が帆船を利用する航海者たちに安心感を与えた
ことは間違いない。コロンブスは偏西風とモンスーンを利用し、一日で約 160 ㎞も前進するこ
とができた 9。季節を待ち、この二つの風を利用すれば容易く往来が可能になる。再び地中海、
ギリシア人は風を季節と結びつけた。現在も気象用語として定着している北風ボーラは冬にア
ドリア海へ吹き降ろし、夏の凪と対照的に海を荒らし恐れられた。エーゲ海、地中海、黒海の
沿岸部にポリスを形成した彼らにとって航海を左右する風は、擬人化・神格化される程重要な
ものであった。そのためギリシア神話には複数の風の神が登場し、アネモイと総称された。ア
ネモイ達はそれぞれ方角や季節、天候と結び付けられ「北風の神」の名をとったボレアスや南
風のノトス、東風エウロス、西風のゼピュロスと呼び分けられる。航海、特に帆船を利用する
限り、風の吹く向きは考慮しなくてはならないため、航海者は風に着目していたのである。
ところで、彼らにとって遠距離航海は常に勇猛果敢さを要する「冒険的企て」であっただけ
ではない。再び伏島の論考から、ルーン石碑の内容を引用する。
（イ）イングファストは、父シグヴィットを記念してこの石碑を建立した
彼はホルムガルドで倒れた
船の頭として、仲間と共に
（ロ）シグリードは夫スヴェインのためにこの石碑を建立した
彼はしばしば出帆した
セムガレンの国に向かって
貴重なクナール船に乗って
ドメスネの岬を回って
（ハ）グンナールとサスール、かれらは
スヴァルナスの、ヴィトカルルの息子にして、かれらの父
ヨルビヨルンを記念して、この石碑を建立した
ノルウェー人は彼をオスビヨルンのクナール船の上で殺害した）

9

宮崎正勝『海図の世界史「海上の道」が歴史を変えた』（新潮社、2012 年）、130 頁。
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（二）船長たるリョットーは、息子達を記念してこの石碑を建立した
その一人、呼び名アキは、クナール船を統率し、
ギリシァの港に至った
故国で果てた

10

このように彼らは航海に出て死んでいった。ノルマン人の男は自らの名誉を生命よりも優先し
た。彼らの汚点嫌いは格別で、炊事用スプーンで打たれる、髭がないことを揶揄される程度で
復讐を行ったため、いくつものサガ物語で私闘が見受けられる。ほとんどがどちらかが死亡す
る結果となり、500 例の私闘のうち仲裁判決によって終わったものは 30 件である

11。この点

を考慮すると自らの名声を上げたい欲求と、上記の技術・知識のみで命を賭す旅へ出たと考え
られるが、グリーンランドを発見したエリク・トールワルズソンのように、殺人罪で故郷を追
われたため航海に出ざるを得ない例もあった。彼の父親もまた隣人殺しの罪でアイスランドへ
移住せざるを得なかったように、私闘の後に故郷を追われることとなった例は多かった。また、
ノルマン人たちはアイスランドやグリーンランド等、北方の島々に到達し植民した。発掘調査
の結果判明した土壌の疲弊がその一因となったが、初のアイスランド移民はノルウェー統一者
であるハラルド美髪王による農場への課税に抗うために行われたものである。先祖伝来の権利
を否定する王に対し、独立と名誉を保つべく、新天地へと 3 週間あるいはそれ以上かかる航海
に出た。圧政からの逃避は政治的理由であるが、上記の名誉を重んじた彼ららしい行動ともい
える。しかし行く当てなく海に出たわけではなく、先にアイスランドを発見した「冒険的企て」
に同行し、
「草地は非常に肥沃で、草の茎一つ一つからバターが滴り落ちていた」と描写したた
め人々にバターを意味するスモェールの名をつけられた農民出身の若者トーロルフ・スモェー
ルの描写に惹かれ、信じ、出航したのである。加えてスモェールの主で航海を主導したフラー
ケ・ヴィルガルズソンも暴風で針路を外れた漁師から情報を得ており、越冬に失敗し「氷の国、
アイスランド」と命名したその不満と不快が現実味を与え、島の存在の信憑性を確かにした。
その上アイスランドは無人ではなかった。ノルマン人より先に、約 800 キロ離れたスコットラ
ンドからアイルランド・ケルトの懺悔修道僧たちが海を渡り、住み着いていたのだ。彼らに関
しては「冒険的企て」である可能性はより低く、彼らの神を信じ、清貧と孤独、禁欲の道へと
歩んだ熱烈な信仰心が未知の海に出る恐怖を抑え込んだのである。
以上のように、先駆者の知識が次なる「冒険的企て」を生み、そうした営為がその後の集団
的移民に繋がった点を検証した。政治的理由による出奔も先駆者からの情報があればこそ実行
できたのである。同時に神への信仰によって恐怖を克服する者たちもいた。彼らに共通する点
として、自らが最も重んじるもの――ノルマン人の名誉、修道僧の信仰――を基に、未知なる
大海へ漕ぎ出す勇気を生んだ。そこに具体的な指針を与え、手助けしたものが技術の発達に付
随する計器類である。彼らの経験、知識もまた積み上げられ、続く大航海時代に突入する。

10

伏島、21-22 頁。
ルードルフ・プェルトナー、木村寿夫訳『ヴァイキング・サガ』（法政大学出版局、1981
年）、119 頁。
11
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第三章 近世における航海の発展
浜之上 匠

近世代に入ると、航海技術は移動や戦争での活用の範囲を超えて使用され、人々は探険のた
め遠洋航海に出た。探険とは遠く離れた土地で新たなる知恵や未知の産物を手に入れる営為で
あり、商業や植民活動における諸国家間の競争に多大な影響を与えた。16 世紀の版画『海の怪
獣に囲まれた船』では海上を航行する船が怪獣に襲われる様子が描かれていたように、当時の
海は人々にとって恐れ多く、神秘的な存在であった。しかし、にもかかわらず人々が遠洋航海
に臨んでいったのには、単に造船技術が発達したことや西洋の中でのアジアに関する知識が広
まったことのみでなく種々の理由がある。本章では近世の大航海時代における遠洋航海の発展
の要因を考察する。
まず、近世の航海はポルトガルから始まった。それ以前では東方貿易によって発展したジェ
ノヴァが貿易の中心地となっていたが、15 世紀に入ると次第にヴェネツィア人やトルコ人がジ
ェノヴァを占有するようになり、それに伴いジェノヴァ商人たちは大西洋に隣接するリスボン
へと逃れて新たな貿易拠点を構築した。そこではキャラック船が使われていた。全長およそ
30m から 60m と巨体で、横帆、縦帆を組み合わせて 3 本のマストを張る特徴を持ち、高い移
動能力と、スペイン語で「運搬」を意味するカラックの由来の通りに、高い積載能力を有して
いた。しかし、その積載性を維持する上での巨大化のために小回りが上手く利かず、操縦に多
大な労力を費やし、さらには突風に弱く時に転覆してしまう欠点があった。その問題点を補う
ために航海士たちが新たに好んで使用するようになったのがキャラベル船である。1440 年頃
に開発されたキャラベル船は全長およそ 20m のコンパクトな船体で、キャラック船と同様に 3
本のマストを張るが、小回りや操縦の欠点を克服した。また、キャラベル船はキャラック船に
比べコストが低く、多くの航海士に愛用された。元々は沿岸部を航海するために用いられてい
た船であったが、次第に遠洋航海に使うものとしてキャラック船に取って代わっていった。
遠洋航海の発展を促したのは造船面だけではない。根底にあるものとしてはアジアに関する
知識が普及したことである。中世以前のヨーロッパはアジアや他の大陸に対する認知度が低く、
2 世紀のプトレマイオスの『地理書』からわかるように、正確な世界地図を作成することもで
きなかった。しかし、正確な情報ではないものの、マルコ・ポーロの話を元にルスティケロ・
ダ・ピサが著した『東方見聞録』で紹介されると、ヨーロッパでアジア諸外国の知識が広まっ
ていったのである。そしてヨーロッパ商人たちの意識がアジアへと向くのに続き、1416 年頃、
ポルトガルのエンリケ航海王子はサン・ヴィンセンテ岬に水路測量と海洋に関する情報局や教
育機関、造船所などを建設し、航海に関する研究とその後の遠洋航海の発展を促した。さらに、
天体から観測者の位置や目的地への距離を測る天文航法、天文学者が扱う全円儀を航海士のた
めに簡略したアストロラーベや、四分儀に北極星の高度を記入するクォードラントが発達し、
1480 年代には探検家ディオゴ・ゴメスが四分儀を用いて遠洋航海を行った。四分儀は元々天体
高度を測定する器具であり、エンリケ航海王子が遠洋航海を行った際にはまだ使用されていな
かったが、航海士のジル・エアネスが天体から現在地を推測し航海に用いることを考案し、デ
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ィオゴ・ゴメスが実践したのである。こうしてこれらの技術とキャラベル船を併せて使い、1488
年にはディアスの船団が喜望峰へ達したのであった。
技術面において他にも航海の発展を促した要素として航路開拓と羅針盤の改良がある。前者
について、15 世紀末頃から 16 世紀の初頭にかけて地球球体説によりアジアへの北西航路によ
る進出の可能性が見えてきたことから、新たな漁場を開拓するためにヴァイキングが使用した
航路の再利用である「ヴァイキングの路」と、13 世紀末頃から多くの航海士により探索されコ
ロンブスが大成した「コロンブス航路」の、二つの航路が完成した

12。次に、第

2 章でも述べ

られたが、遠洋航海で欠かせない道具が羅針盤である。ルネサンスの三大発明に数えられる羅
針盤の歴史は古く、3 世紀頃に中国で発明された指南魚をルーツとしており、改良されたもの
が西洋に伝播した。15 世紀初期の時点では既に簡易ではあるが 16 方位を示す羅針盤が発明さ
れており、さらに細かく 32 方位に分けて方角を指示できる改良された羅針盤が登場し、その
方位盤に対応する 32 本の方位線を引くことで方角を知ることができるポルトラーノ海図も作
成されたのである。
ここまで航海技術の発展の経過を述べたが、航海は技術面の革新だけでここまで進化したの
ではなく、商業や宗教、政治など複合的な要素がその発展を促してもいた。まず、大航海時代
の先駆けとなるポルトガルが遠洋航海を始めた主目的は商業と宗教にあった。先述の通り、ジ
ェノヴァはトルコ人、ヴェネツィア人らに占有され、また北アフリカではムスリム商人の介在
なしに貿易をすることは不可能であったことから、商業的目的においては、香料や黄金といっ
た高価な商品を直接現地と商取引をして利益率を高めることが求められた。牧畜を目的とした
飼育を行うことが困難になると屠殺し食用とするが、その肉の防腐剤として香辛料は大きな役
割を果たしたのである。宗教的目的ではプレステ・ジョアン伝説である。
「アジアのずっと東の
ほうにプレステ・ジョアンというネストリウス派キリスト教徒の王の支配する王国があり、彼
は十字軍遠征に呼応してイスラム教徒を征服し、聖地のエルサレムをめざしているが、ティグ
リス川を越えることができないでいる」との伝説が残っており、その王に出会うために航海を
始めたのである

13。こうした伝説に由来する冒険の最中に探検家のコヴィリャンによってイン

ド洋に到達するルートが発見されたのである

14。この伝説の他にも、ヨーロッパ内でキリスト

教の布教活動が活発化していた。711 年のウマイヤ朝のイベリア半島への侵入から、以来半島
を中心にレコンキスタと呼ばれる国土回復運動が盛んになった。1492 年のポルトガルやスペ
インによるナスル朝グラナダの陥落によってレコンキスタは達成され、キリスト教徒の人々の
中で再びキリスト教膨張運動が活性化し、ヨーロッパ外のアジアの諸外国でも布教活動を行う
ことを目指した。これらの要因もまた遠洋航海の発展には欠かせないものである。
もう一つの大航海時代の先駆けであるスペインとポルトガルの両国を見ても、航海の発展と
ヨーロッパ諸国の勢力争いに関係を見出だすことができる。コロンブスが 1492 年に新大陸を
発見したことで、当時海外に進出していたポルトガルとスペイン間で領土の線引きを行う必要
12

増田義郎監修、サミュエル・モリス、荒このみ訳『大航海者の世界Ⅰ 大航海者コロンブス』

（原書房、1992 年）
13 増田義郎、生田滋『大航海者の世界Ⅱ ヴァスコ・ダ・ガマ』
（原書房、1992 年）、29 頁。
14 増田義郎「大航海時代の構図」
『亜細亜大学国際関係紀要』7 巻（1998 年）、7 貢。
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があった。スペインは教皇に新大陸をスペイン領とする旨を伝えて教皇子午線が制定されたが、
ポルトガルがこれに抗議した結果、トルデシリャス条約によって 1494 年に境界線が引き直さ
れた。この境界線の制定によって、のちのマゼランの西回り航路による世界周航も行われた。
というのも、マゼランはポルトガル人であったが、当時の香料貿易が栄えたポルトガルではド
イツ商会も介入しており、ドイツからも自国の人間を貿易に参加させることを要求するなどし
ていた

15。このため、彼は自身の思い描く香料貿易をポルトガルでは行うことができないと判

断し、スペインのもとで世界周航を目指したのである

16。その後、マゼランは世界周航を果た

す前にフィリピンにて現地の王であるラプラプ王との戦いに破れ周航を果たすことができなか
ったが、ポルトガル人は自国出身のマゼランが世界周航を初めて行った人物であると強く主張
する。このことは、当時の二国の間でどちらがより優れており、貿易も発展しているかを争い
合っていたことを示唆する。
これまでの説明の通り、ただ単に船が発展したために遠洋の冒険が可能になったわけではな
く、様々な理由が複合的に存在し遠洋航海が行われた結果、大航海時代と呼ばれる時代が形成
されたのである。船が改良され、遠い地への移動が可能になって貿易が発展したばかりではな
く、プレステ・ジョアン伝説の信仰やキリスト教の布教のための冒険が行われたほか、ヨーロ
ッパ外にある香辛料や金の存在を知り、貿易を伸張させ、諸国間の勢力争いで優位に立つため
に航海を進歩させようとしたことがまた、その目的を達成させるために技術をも近代化してい
ったのである。

【参考文献】
1.

ズヴィ・ドルネー、小林勇次訳『コロンブス ―大航海の時代』
（日本放送出版協会、1993 年）

2.

金澤周作『海のイギリス史 闘争と共生の世界史』（昭和堂、2013 年）

3.

杉浦昭典「大航海時代の航海術」『海事博物館研究年報』39 巻（2011 年）、6-9 頁。

4.

増田義郎、サミュエル・モリス、荒このみ訳『大航海者の世界Ⅰ 大航海者コロンブス』
（原
書房、1992 年）

5.

増田義郎、生田滋『大航海者の世界Ⅱ ヴァスコ・ダ・ガマ』（原書房、1992 年）

6.

増田義郎『大航海者の世界Ⅲ マゼラン』（原書房、1993 年）

7.

増田義郎「大航海時代の構図」『亜細亜大学国際関係紀要』7 巻（1998 年）、5-38 頁。

15

増田義郎「大航海時代の構図」『亜細亜大学国際関係紀要』7 巻（1998 年）、29 頁。

16

増田義郎監修『大航海者の世界Ⅲ マゼラン』（原書房、1993 年）
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結論
浜之上 匠

古代から近世までを経て航海技術は発展し、船は変遷を辿っていった。それには様々な背景
や、航海事業を促進する理由が存在したのである。まず古代について、そもそも古代では船に
よる海の移動は対岸の移動や戦争時などのごく一部に限られ、造船技術自体の発展は少なかっ
た。近距離の移動や戦争と用途が限られているものの、その中でも船が発展したのは海上での
戦争によるものである。エジプト王国の発展期である古王国から中王国にかけて造船技術が発
展したのに対し、その繁栄期の中王国から新王国にかけては大きな発展がなかったことからわ
かるように、古代では多くの資源と領土の拡大のために戦争が求められ、戦争で勝利するため
に造船技術が発展した。
中世、近世代以降になると古代に比べ造船技術や航海技術の発展によって遠隔地や未開拓地
域まで船を出すことが可能になった。中世のヴァイキングは圧政からの解放のために生まれた
土地を離れ、新たな居住地を求めて航海に出た。また、15 世紀の西洋各諸国では財政難に見
舞われており、この状況を乗り切るために通貨となる金銀や西洋以外に原産地がある輸入商品
として毛皮と香料を入手し、自国の経済を救う必要があった。ポルトガルではプトレマイオス
が著した『地理書』のラテン語訳やマルコ・ポーロの『東方見聞録』の記述などから、地球の
規模は実際のものより小さく考えられており、地理に関して誤った考えが普及していた。しか
し正確な地図ではないにせよアジアは香辛料が豊富であることを認知させ、航海を普及させた
ことは事実である。
その他にも航海を行う理由が副次的に存在していた。宗教的な理由においてはプレステ・ジ
ョアン伝説の信仰を基に東方のキリスト教王国を探したほか、アフリカの異教徒を征服する十
字軍の目的も存在した。ポルトガルは教皇エウゲニエス 4 世に請願して異教徒を征服し、そ
の領土と財産を奪い所有する権利と、征服地の異教徒を改宗させ宗教的に支配する権利を得
た。このような十字軍遠征の側面からもアフリカへの船の進出の目的が伺える。加えて、ポル
トガルとスペインの二国間での領土の境界線の制定やマゼランに由来する自国が世界周航を初
めて成し遂げたとの両国のアピール合戦など当時の国勢状況から見ても、航海の発展を促す要
因は十分にあったといえる。
このように海へ進出する人々の考えには大きな利潤を求める意識があることがわかる。領土
の拡大、資源の獲得、豊かな地を求める冒険心、財政を立て直すための商業政策など、大きな
利潤を追求するために、多くの航海士たちは長い時をかけて造船技術を発展させ、航海技術の
研究を重ねることで航海を発展させた。そして時代を経るにつれ、人々は他国間関係でより自
国を優位な存在とするために、航海を用いて競争を始めたのである。
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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】
野村 淳也

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
10. ヘルマン•シュライバー、杉浦健之訳『航海の世界史』（白水社、2010 年）
11. ディルウィン・ジョーンズ、峰岸維津子、宮原俊一訳『船とナイル 古代の旅・運搬・信仰』
（学芸書林、1999 年）
12. ブライアン・フェイガン、東郷えりか訳『海を渡った人類の遥かな歴史』
（河出書房新社 2013 年）
13. ジャン・ルージェ、酒井傳六訳『古代の船と航海』（法政大学出版局、2009 年）
14. 南川高志『新ローマ帝国衰亡史』（岩波新書、2013 年）
15. 黒河内宏昌、吉村作治、中川武『ダハシュール船（カイロ・エジプト博物館所蔵ＥＭ4925）
の甲板梁の計画 ～古代エジプト木造船の建造方法 その 3～』
（日本建築学会大学学術講演
梗概集、2005 年）、421-422 頁。
16. 長谷川奏『地中海文明史の考古学』（彩流社、2014 年）

Ｂ：今後、参照予定のもの
5.

Ａ・Ｊ・スペンサー、酒井傳六、鈴木順子訳『死の考古学

古代エジプトの神と墓』（法

政大学出版局、2009 年）
6.

ブライアン・レイヴァリ、増田義郎、武井摩利訳『船の歴史文化図鑑：船と航海の世界史』
（悠書館, 2007 年）

7.

茂在寅男『歴史を運んだ船：神話・伝説の実証』（東海大学出版会、 1984 年）

8.

高見玄一郎『港の世界史』（朝日新聞社、1989 年）

9.

田口一夫『黒マグロはローマ人のグルメ』（成山堂書店、2004 年）

10. 南川高志『 海のかなたのローマ帝国：古代ローマとブリテン島』（岩波書店、2003 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】
増田 啓人

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1. トマス・クローウェル、伊藤綺訳『図説蛮族の歴史 世界史を変えた侵略者たち』
（原書房、
2009 年）
2.

Ｊ・Ｂ・ヒューソン、杉崎昭生訳『交易と冒険を支えた航海術の歴史』
（海文堂出版、2007 年）

3.

ブライアン・フェイガン、東郷えりか訳『海を渡った人類の遥かな歴史 名もなき古代の海
洋民はいかに航海したのか』（河出書房新社、2013 年）

4.

ルードルフ・プェルトナー、木村寿夫訳『ヴァイキング・サガ』（法政大学出版局、1981 年）

5.

レジス・ボワイレ、持田智子訳『ヴァイキングの暮らしと文化』（白水社、2001 年）

6.

岩田修二『氷河地形学』（東京大学出版会、2011 年）

7.

田中仁彦『ケルト神話と中世騎士物語「他界」への旅と冒険』（中央公論新社、1995 年）

8.

ヒースマン姿子『ヴァイキングの考古学』（同成社、2000 年）

9.

山室静『サガとエッダの世界 アイスランドの歴史と文化』（社会思想社、1982 年）

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

Ｂ・マリノフスキ、増田義郎訳『西太平洋の遠洋航海者

メラネシアのニュー・ギニア諸

島における、住民たちの事業と冒険の報告』（講談社、2010 年）
2.

ジョン・ノーブル・ウィルフォード、鈴木主税訳『地図を作った人びと 古代から現代にい
たる地図製作の偉大な物語』（河出書房新社、1988 年）

3.

家島彦一『海域から見た歴史』（名古屋大学出版会、2006 年）

4.

宮崎正勝『北からの世界史

柔らかい黄金と北極海航路』（原書房、2013 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】
浜之上 匠

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1.

ズヴィ・ドルネー、小林勇次訳『コロンブス ―大航海の時代』上（日本放送出版協会、1993 年）

2.

金澤周作『海のイギリス史 闘争と共生の世界史』（昭和堂、2013 年）

3.

杉浦昭典「大航海時代の航海術」『海事博物館研究年報』39 巻（2011 年）、6-9 頁。

4.

増田義郎監修、サミュエル・モリス、荒このみ訳『大航海者の世界Ⅰ 大航海者コロンブス』
（原書房、1992 年）

5.

増田義郎監修、生田滋『大航海者の世界Ⅱ ヴァスコ・ダ・ガマ』（原書房、1992 年）

6.

増田義郎監修『大航海者の世界Ⅲ マゼラン』（原書房、1993 年）

7.

増田義郎「大航海時代の構図」『亜細亜大学国際関係紀要』7 巻（1998 年）、5-38 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

ズヴィ・ドルネー、小林勇次訳『コロンブス ―大航海の時代』下（日本放送出版協会、1993 年）

2.

リュシアン・ギュイヨ、池崎一郎、平山弓月訳『香辛料の世界史』（白泉社、1987 年）

3.

飯島幸人『大航海時代の風雲児』（成山堂書店、1995 年）

4.

生田滋『大航海時代とモルッカ諸島-ポルトガル、スペイン、テルテナ王国と丁字貿易』
（中
公新書、1995 年）

5.

本多勝一、谷川明生『マゼランが来た』（朝日新聞、1992 年）
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『中世の聖と俗、その内側で行われた「十二世紀ルネサンス」』
（飯尾拓也、藤原賢人、古市秀人）

序論
古市 秀人
そもそも、古代・中世・近代のような時代区分が生まれたのは、ルネサンス期の人文主義者
がギリシア・ローマ文化を理想と見なしたことから始まる。彼らは理想である古代と、華やか
なルネサンスとの間にある時期を文化発展の乏しい「暗黒時代」＝中世と捉えたのである。し
かし、二十世紀前半にＣ・Ｈ・ハスキンズにより提唱された「十二世紀ルネサンス」によって
中世を文化発展の乏しい時代と見なす考えはほとんどなくなったと言える。
「十二世紀ルネサンス」は多くの場合、孤立した環境で突発的に文化が発生することはない
との考えから、周辺地域との交流を重要視するが、本稿では、ヨーロッパ内で行われた行動か
ら、中世の文化発展を示すことを目的とする。なぜなら、確かに重要視されるべきは他文化と
の相互交流であるが、ヨーロッパ内においても、かつて古代・中世と時代が区分されたよう
に、他文化的な環境が存在していたからである。すなわち、他文化との交流だけでなく、中世
には前時代の遺産が多く残されており、彼らがその遺産から様々な影響を受け文化が発展した
と、捉えうるからである。
例をいくつか挙げると、まず、信仰に関して中世人は、かつての多神教的環境の名残から、
絶対的な神を信奉するよりは柔軟な態度で、キリスト教を理解していた。たとえば、民衆は自
身の利益のために聖地巡礼を行い、都合に合う信仰を行っていた。また、聖職者の多くはキリ
スト教本来の信仰を重んじることはなく、聖と俗とのジレンマの中で自身の権益保持に勤しん
でいた。次いで、聖堂建築に関しては原始宗教的な考えとキリスト教の思想を融合し建築に取
り入れる様式が盛んであった。アーヘン大聖堂の建築を例に挙げると、そこには、古代と中世
を繋ぐ古典主義様式、ビザンティン様式と同時にゴシック様式が混在していた。また、西ロー
マの滅亡を皮切りに、都市発展が加速したことも中世の文化発展の連続性を表す事象である。
以下では、中世の文化発展を示すため、上記の相互連関を現出させるものから、聖堂建築、
聖地巡礼、修道院、都市形成、そしてなにより、実際に生きた人々に焦点をあて、中世人を取
り巻く環境について考察する。
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第一章 聖堂・修道院建築から見る中世の聖と俗
飯尾 拓也

中世ヨーロッパの美術で、キリスト教建築は今なお根強い人気がある。様式毎に異なる特徴
や、日を浴びたステンドグラスの美しい輝き、力強くも繊細な佇まいは現代でも多くの人を魅
了している。しかしわれわれは、それらが中世ヨーロッパで果たした役割や人々との関わりに
対して十分な理解がない。本稿では聖堂の建築目的とその内部構造に目を向け、また修道会の
建築様式についてもクリュニュー会、シトー会を中心に論ずる。それは、聖堂建築から、古来
の俗的な文化と中世に新たに萌芽したキリスト教に由来する聖的文化間の交わりを明らかにし、
修道院建築からは修道者と民衆の建築に対する感覚の差から中世人の聖俗性を明らかにするた
めである。以下ではこうした論点を分析するため、聖堂建築に関する俗的思想との関係と、修
道院建築の捉えられ方の二つの視点から考察していく。
中世ヨーロッパ期、フランク王国の首都であったアーヘンのプフアルツ付属礼拝堂（以下、
アーヘン大聖堂）の構造について論を進めていく。アーヘン大聖堂は 800 年頃に完成し、オッ
トーⅠ世の戴冠以後ドイツ王の戴冠の場として 1531 年のドイツ王フェルディナントⅠ世の時
代まで用いられた。当聖堂の基本部分となるのが中心部分にあるオクトゴンと呼ばれる 8 角形
の天井で、このオクトゴンには建築以降、改築変更が加えられることなく、現在もその姿を留
めている。美術史学者の岡野 Heinrich 圭一が「アーヘンのプフアルツ付属礼拝堂」の建築構成
は、ある「数字」の理念に基づいていると指摘するように、聖堂建築には宗教的な意味が隠さ
れている。加えて岡野はアーヘンのある当ニーダーライン地方で古代ローマ時代より使用され
ている「ドゥルヒアーヌス尺」Pes Druhianus（ドゥルヒアーヌス尺 1 尺＝33.3cm）を用いて
「12 ドゥルヒアーヌス尺」を「1 カロリング間」Fuß（約 4m）と定め、これを基準単位として
建築されていると指摘している。アーヘンのプフアルツ付属礼拝堂は約 48m で、これはすなわ
ち 12 カロリング間＝144 ドゥルヒアーヌス尺にあたる。オクトゴンの各辺は約 6ｍで、18 ド
ゥルヒアーヌス尺になり、その全周は 144 ドゥルヒアーヌス尺であった。12、144、12000、こ
れは黙示録 21 章 12 節以下で記されている聖なる都「天のイェルサレム」の規模』や内容と同
数値なのである 1。たとえば、12 は 12 使徒の用例に代表されるように、キリスト教では神聖
な数字であり、12 進法が使用されていた当時は切りがよく、纏まりのある数字とされていた。
アーヘン大聖堂のオクトゴンの 8 もキリスト教では神聖な数字である。ノアの箱舟で助かった
のは 8 人であることなどに由来する。8 角形は円の中で 4 角形を 2 つ交差させることでできあ
がる。同時代、円は永遠の神の象徴であり、4 角は 4 つの季節や 4 つの方向など、世俗的な世
界を意味する数字であった。つまり、アーヘン大聖堂は神の世界と世俗的な世界を結ぶ存在だ
ったのである。
ここまで聖堂の構造と「数字」の関わりについて述べてきたが、聖堂にある所蔵品にも大き
な特徴が見られる。アーヘン大聖堂の 2 階西側には旧約聖書の「ソロモン王の玉座」に因んだ
1

岡野 Heinrich 圭一『ドイツ中世美術Ⅰ』（専修大学出版局、2008 年）、62-63 頁。
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玉座が存在する。アーヘン大聖堂の玉座はこの「ソロモン王の玉座」を真似て建築されており、
前述のように、936 年のオットーⅠ世の戴冠から 1531 年までの約 600 年間、神聖ローマ皇帝
が戴冠する場として使用された。神聖ローマ皇帝はソロモン王に因んだ玉座でローマ教皇から
皇帝として認められることで、自身の権威を象徴させたのである。
次にクリュニュー会とシトー会に焦点を当て、修道院建築を論じる。それは、シトー会の設
立が、クリュニュー会の極端な絢爛さや豪華な装飾や聖職者の腐敗に対する反対に起因してお
り、両者を比較することで建築様式における同時代の対立的な価値観を分析できるからである。
クリュニュー会の芸術様式は一般的にクリュニュー様式として知られ、豪華絢爛で贅沢な建築
である。たとえば、クリュニュー会の建築は、豪華な材料を用いることで神の威厳を輝かせる
ことを目的としているため、円柱や壁画、舗装に至っても細部まで行き届いた彫刻や鮮明にキ
リストを描き出したモザイクやステンドグラスを施した特徴的な様式となっている。対して、
シトー会は「清貧、静寂」をテーマとしたような、祈りと瞑想に没頭できる簡素な作りとなっ
ている。そもそも、シトー会における芸術様式はシトー会の四代目院長であるベルナルドゥス
に由来し、一般にベルナルドゥス様式と呼ばれる。そのベルナルドゥス様式とは、豪華な装飾
やものの姿をかたどったモチーフを拒否し、簡素な様式を目指すものであった。ベルナルドゥ
スは「過剰な装飾は、修道士たちの気を散らすため、修道院にはふさわしくない」との理由か
らこの様な装飾を考えたとされている。以上がクリュニュー会とシトー会の建築様式に関する
概要である 2。
シトー会とクリュニュー会は宗教的様式において相互に好ましく思っておらず、双方の建築
様式を非難することは常であった。パリ、サン・ドニ修道院長であるシュジェールはクリュニ
ュー建築の壮麗さを非難したベルナルドゥスに対して以下のように述べる。
人間の心は弱いので、目に見える物質的なものを通してでしか神の光のほうへ向うこ
とができない。……物質的なものを感覚によって理解することで、救いを得ることがで
きるのである 3。
つまり、クリュニュー会は自己の建築が豪華絢爛であるのは、自己の権能を誇示するためでは
なく、寧ろ人間のために派手な様式としているのである。また、クリュニュー会もシトー会は
芸術を拒絶していると非難したが、ベルナルドゥスはシンプルな建築様式を好みながらも、
「数
と比率の調和がとれた洗練された芸術、神の創造の道具とされた数学と結びついた芸術……白
い石で生まれる純粋な立体感によって神の幾何学的構造を総合的に理解することのできる芸
術は認めている」4。すなわち、ベルナルドゥス、ひいてはシトー会も修道院内の芸術に神性を
見出せるものについては認めていたのである。
次に、上述の両修道会の建築様式について、当時の民衆の視点を用い、どちらの建築様式が
民衆にとって好意的に思われていたかを考察する。クリュニー会が豪華絢爛な様式であること

2
3
4

レオン・プレスイール、杉崎泰一郎監修『シトー会』（創元社、2012 年）、64 頁。
プレスイール、66 頁。
プレスイール、66 頁。
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は既に述べたが、民衆視点で捉えると、きらびやかで手の込んだクリュニュー建築は彼らにと
っては俗世的――キリスト教研究における「俗」は一般にアダムとイヴの犯した原罪を受け継
ぐ民衆のことで、イエス・キリストによる贖罪を信仰することによりその罪から解放される―
―であり、現世利益の象徴として捉えられた。反対に、シトー会は一般的に質素であり、倹約
的な様式であったため民衆から肯定的に受け止められることとなった。しかし、当時の民衆は
十分な判断ができなかったが、現在では修道院建築に関する研究が進み、シトー修道会の有す
る俗性が明示されつつある。それは、シトー修道会が修道僧ではなく、俗世の職人により建設
されたという事実である。聖の象徴である修道院を俗の民に建築させる行為自体を問題視し、
その事実を明らかにしないように当時のシトー会使たちが物質的証拠を隠していた。つまり、
修道院が聖と俗とを交わらせた事実に対して負い目、後悔を感じていたのである 5。
ここまで、聖堂の構造と「数字」の関係、戴冠の場を扱い、聖堂の宗教的意味と政治的意味
をみてきた。ここでは、宗教的意味を政治的意味へと変換する特徴が見られた。すなわち、聖
堂の構造にはキリスト教において神聖とされる数字が使われていたが、聖堂には世俗的な世界
と神の世界を結ぶ架け橋としての意味があったのである。そして、そこで戴冠式を執り行い、
ローマ教皇より皇帝として認めらることで、その権力を確かなものにし、拡大させたのである。
したがって、聖堂には皇帝の政治的権力の拡大を補助する働きがあったのである。また、聖堂
の所蔵物にも同様の特徴が見られ、聖書と関わりが深く、王としての権力を確かなものにする
には「ソロモン王の玉座」は相応しかったのだ。こうして、聖堂を巧みに利用して皇帝たちは
自らの権力を向上させていったのである。修道院建築では、聖的であると捉えられる傾向にあ
るシトー会のベルナルドゥス様式においても、修道院は俗世と交わり建築を行っていたことは、
聖俗間での接触が頻繁に行われていたことを明らかにする。また、当時の修道院は俗世と交わ
った証拠を隠すなど、俗と聖の混交にジレンマを感じていたと結論付けることができる。清貧
をモットーとしていたシトー会修道院でさえも俗的行いをしていたことは、その反動として後
世に托鉢修道会のように財産を一切もたない修道会をも生むことにも繫がるのである。

【一次史料】
1. フランシスコ会聖書研究所訳注『原文校訂による口語訳 新約聖書』
（2012 年、サンパウロ）
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第二章 中世キリスト教信仰の実態
──その聖と俗に隠れる「妥協」
古市 秀人

1096 年、宗教戦争の源流といえる初めての十字軍遠征が編成された。十字軍には多くの政治
的要因も混在しているが、その根幹にあるのは聖地解放をめざした宗教的戦いであった。中で
も、宗教的側面を重要視したのが第二回十字軍（1147-48 年）である。第二回十字軍では清貧
の象徴としてまた、隠者的生活を目指したことで知られるシトー会の第四代院長である聖ベル
ナルドゥスが勧誘説教を行い、多数の民衆、聖職者を聖戦に誘った 6。しかし、一般民衆のレ
ベルに話を向けると彼らは十字軍に従軍することは自身の贖罪や救済に繫がると信じる現世的
存在であった 7。つまり、キリスト教誕生から千余年経たこの時点においてさえ民衆は自身の
主観的判断に基づいた信仰を行っていたのである。しかし、民衆信仰の模範となる聖職者に至
っても自身の利益を優先し、本来信じるべきキリスト教信仰を理解してはいなかった。たとえ
ば、教義に違反することとなっても、彼らは俗的な利益を重要視し、他者の土地を奪う行為を
も行っていたのである 8。
本稿では、民衆や聖職者を含む中世人の上述のような戒律に厳密でない態度、自身の理解の
領域内に信仰を転化させる柔軟な態度を、信仰上の「曖昧性」と定義する。併せて、本稿では、
中世人の「曖昧性」は、実社会に生きる彼らの「妥協」から発露した現象であるとする。ここ
での「妥協」とは自身の信仰と本来の信仰間の折り合い、倹約と権益間の譲歩など、否応なく
迫られる選択に対する中世人の主観的な判断を意味する。以下では、彼らの「妥協」の原因と、
そうした「妥協」が実際に与えた影響力について、聖地巡礼及び修道会の二つの視点から考察
する。
第一に聖地巡礼を主題に中世期における信仰の曖昧性について論じる。同時代の主要な巡礼
地は当時の人気順にイェルサレム、サンチャゴ・デ・コンポステラ、ローマなどであるが、本
章ではローマに焦点を当てて信仰上の「曖昧性」を確認する（図 1）。それは、ローマを訪れる
巡礼者には他の地よりも、純粋な巡礼の目的である「神への信仰、諸聖人に対する信頼」を度
外視した民衆・聖職者が多かったことからである 9。こうしたことから、以下で民衆に関する
巡礼の実態を論ずる。
そもそも、中世民衆は聖地巡礼の本来の目的を重要視していなかった。彼らの動機は大凡、
救霊や贖罪、病気治療、社会的不正の是正など現世利益を中心としたものであった。また、ロ
ーマ教皇という現実世界での信仰の象徴が存在していたことが、民衆の現世利益を重要視する

6

レオン・プレスイール、杉崎泰一郎監修『シトー会』（創元社、2012 年）、74 頁。
ラウール・マンセッリ、大橋善之訳『西欧中世の民衆信仰 神秘の感受と異端』（八坂書房、
2002 年）、103 頁。
8 プレスイール、18 頁。
9 ノルベルト・オーラー、井本晌二・藤代幸一訳『巡礼の文化史』
（法政大学出版局、2004
年）、59 頁。
7
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傾向と重なり合い、彼らをローマに誘った

10。それは、民衆にとってイエスの言行を追うよう

な非物質的行為は理解が困難であったことに起因する。彼らの信仰の支柱は、物質的・精神的
の両面において自らに近く、人間的に了解でき、共感できるモノにあったからである。これら
のことは民衆の聖遺物崇敬からも読み取ることが出来る（図 2）。中世民衆の聖遺物に対するま
なざしは、先述の利益をもたらす装置としてのものであり、神聖化されたモノではなかったの
である。これらは中世民衆が、個人的な認識に基づいた「曖昧性」を持つ信仰を行っていたこ
とを明らかにする。また、彼らにとって聖性を帯びたモノに触れることこそが、利益を願う手
段であったが、そのことは同時に民衆の精神的安定を獲得する手段としての意味も備えていた
と捉えうる。
また、これらの聖遺物は民衆だけでなく教会や修道院にとって、資金調達の手段との意味で
重要であった。たとえば、聖ジュヌヴィエーヴの遺骸のような聖遺物は保有する教会や修道会
にとって、上述の理由から民衆の信仰の拠り所となり、多くの資金を調達する「呼び物」とし
て機能していた（図 2）。教会や修道会にもたらされた、一般巡礼者たちの寄付は、多くの教会
堂や修道院を再建する助けとなった

11。また、教会や修道院はこうした理由から、様々な聖遺

物を収集保管することで、できるだけ多くの巡礼者たちを引き付けようとしたのである

12。

次に聖職者の巡礼に対する目的意識に関して論じる。西欧中世史家の河原温は以下の様に述
べる。
十一世紀後半以降、ローマ教皇と教皇庁の政治的権威の高まりを背景に、とりわけ西欧
各地で教区の拡大・管轄問題や司教選挙、教会裁判の裁治などをめぐってしばしば生じ
た紛争が教皇庁に上訴され、その最終的裁可を求めた聖職者たちのローマ行が盛んにな
ったことも注目されなければならない。……そうした教会・修道院・聖職者をめぐる地
域的紛争に関して求められた上級裁定者としての教皇の役割は、十二世紀においては重
要なものとなっており、中世盛期における現実世界の調停者としてのローマ教皇庁と教
皇の威信を示すものであった。ローマは、その意味で使徒や殉教者聖人の聖なる栄光の
場であるとともに現実世界の聖なる権威の場として、サンティアゴ・デ・コンポステー
ラやイェルサレムとは異なる位置を占めることになったのである。 13
つまり、河原によるとローマは上記の意味で特別な位置を占めることとなったのである。そし
て、ローマでは各聖地で行われていた聖職者による民衆を利用した聖遺物信仰よりも、俗世的
で自身の権益を守る目的の政治行動が行われていたのである。これらの聖職者の行動は後世か
らみると建築面、国家形成に影響を与えたのは確かである。しかし、当時の聖職者が「曖昧性」
に立脚するキリスト教信仰を行っていたこと、また社会と迎合するために戒律と権益の間で幾

10

河原温「中世ローマ巡礼」歴史学研究会編『巡礼と民衆信仰』
（青木書店、1999 年）
、96 頁。
グザヴィエ・バラル・イ・アルテ、杉崎泰一郎監修『サンティアゴ・デ・コンポステーラ
と巡礼の道』（創元社、2013 年）、41-43 頁。
12 山代宏道「中世ヨーロッパにおける巡礼の旅：時空間移動の視点から」
『広島大学大学院文
学研究科論集』63 号（2003 年）、45 頁。
13 河原、100 頁。
11
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許かの「妥協」が行われていたことを明らかにするには十分な事象である。

（図 1）
リューベックの遺言状の中に挙げられたきわ
めて重要な巡礼地

14

（図 2）
移葬される聖ジュヌヴィエーヴの聖遺物箱
15

（図 3）
フランス北部のサントメー
ルからブランデック修道院
を流れるアー川を描いた

14
15

オーラー、52 頁。
アルテ、44 頁。
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水彩画（1460 年頃） 16
第二に、修道会の聖俗間の交わりから中世人の「曖昧性」について論じる。その際、本章で
は絢爛さや豪奢さで民衆から俗世的であると見なされていたクリュニュー会ではなく、一般的
に質素で禁欲的であったと見なされるシトー会を中心的に扱う。シトー会は修道会腐敗の根本
的原因と言える十分の一税を否定し、自らを俗から乖離させることを目指していたため、シト
ー会の俗世的な側面を明らかにできれば、信仰上の「曖昧性」の理解に繫がるからである

17。

シトー会の世俗化はおよそ十二世紀から加速する。その理由として挙げられるのはシトー会
による森の開拓つまり、領地の拡大である。シトー会は当初から外界と隔絶された、一種の小
宇宙空間での自己完結的生活を主としていた（図 3）。ミリスの述べる様に十二世紀は様々な要
因が修道的情熱を煽動し、修道僧を増加させた世紀であった

18。そのため、修道会は修道僧の

増加から領域の拡大を余儀無くされていた。しかし、中世後期になるにつれシトー会は開拓し
た巨大な領域内で、賃金労働者を雇い入れ、かつての荘園領主制と遜色のない生活を営むこと
となる

19。労働者は、製鉄・牧畜・農場に従事し、余剰生産物に至っては市場に出荷する様に

なり、その利潤で都市に建物を有する修道院も存在していた

20。シトー会は当初、数十人で始

められた団体が拡大する渦中で、教義に従うことを目指す聖と利潤を追求し自らの権益を守る
ことを目指す俗との間での「妥協」を否応なく選択させられたのである。
しかし、本稿では開拓が及ぼした俗的影響だけではなく、森の開拓という行動それ自体に現
れる俗的目的意識について考察する。すなわち、森の開拓と、同時に行われた自然に対するシ
ーニュの付与に関して探り、後世に与えた影響だけではなく、事実として当時行われた行動に
ついて検討する。たとえば、シトー会は「ラ・メゾン・ディユ［神の家］、クレルヴォー［明る
い谷］ポン・モン［美しい山］」など、自らが開拓した土地にシーニュを付与していた

21。これ

に対し、レオン・プレスイールは以下の様に結論づける。
このような名前には、人間の手で失われてしまった自然を復活させたいというシトー会
の思いがあらわれている。この自然保護の理想は、それまでの人里離れた場所で生活す
る隠者たちが求めていたものとは本質的に異なっていた

22。

この「人間の手」とは物理的な意味で捉えると、当時森を支配していた境界人、つまり、盗
賊や隠者を指していると考えられる

23。しかし、盗賊支配から森を解放することは、修道会が

森を支配することと質的な意味では異なるとしても、実際的には同義である。なぜなら、先述
16

プレスイール、89 頁。
ルドー・Ｊ・Ｒ・ミリス、武内信一訳『天使のような修道士たち 修道院と中世社会に対す
るその意味』（新評論、2001 年）、99 頁。
18 ミリス、96 頁。
19 プレスイール、20 頁。
20 プレスイール、89 頁。
21 プレスイール、39 頁。
22 プレスイール、40 頁。
23 ジャック・ルゴフ、池上俊一訳『中世の夢』
（名古屋大学出版会、1992 年）、152 頁。
17
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の後世の都市発展に関する影響からも分かる様に、それは自然の保護や復活などではなく、支
配の拡大と捉えうるからである。畢竟、未開という意味で聖的であり、大宇宙的である自然を
自身の領域内に取り込む行為は、未開地域にシーニュを付与し、自身の活動範囲を拡大する聖
と俗の交わりを体現する象徴的行為であると結論付けることができる。また、以上から中世修
道会は戒律と権益の間で揺れ動く打算的存在であり、キリスト教に対する「曖昧性」に立脚す
る信仰を行っていたと言えるのである。
以上、大きく分けて二つの事柄から、中世人の信仰に対する「曖昧性」とそれに起因する「妥
協」について考察した。たとえば、西欧中世史家のマンセッリは「民衆の信仰と知的な宗教を
完全に分割することはできないし、また分割されるべきではない……」と述べているが、そも
そも中世において大抵の聖職者はキリスト教信仰の実際的理解には及んでいなかった

24。すな

わち、マンセッリの述べる「知的な宗教」の範囲内となるのは極一部の聖者や教皇など、自己
の権益を無視できる存在だけであったのである。多くの聖職者は「曖昧性」の元、自身の利益
とキリスト教の戒律間でのジレンマを感じながら、打算的選択を選ばざるを得ない存在であっ
た。また、民衆は、彼らの信仰を先導する存在であるはずの聖職者が上記の様な状態であった
ため、より妥協的な信仰を行っていた。しかし、彼らの信仰は聖職者が行った様な他者から権
益を奪うなどの手段として用いられることは少なく、かつての多神教に由来する要素含み、ま
たキリスト教を自身が理解しやすい様に解釈するなど、柔軟さに立脚する柔和なものであった。
中世期における信仰とは現在の様に神格化されたイメージを有するものではなく、聖職者、民
衆に関わらずより生活に密着した自身の領域内で行われた行動なのである。

【参考文献】
1. グザヴィエ・バラル・イ・アルテ、杉崎泰一郎監修『サンティアゴ・デ・コンポステーラと
巡礼の道』（創元社、2013 年）
2. Ｍ・Ｈ・ヴィケール、朝倉文市監訳『中世修道院の世界 使徒の模倣者たち』（八坂書房、
2004 年）
3. ノルベルト・オーラー、井本晌二・藤代幸一訳『巡礼の文化史』（法政大学出版局、2004 年）
4. レオン・プレスイール、杉崎泰一郎監修『シトー会』（創元社、2012 年）
5. ラウール・マンセッリ、大橋善之訳『西欧中世の民衆信仰 神秘の感受と異端』
（八坂書房、
2002 年）
6. ルドー・Ｊ・Ｒ・ミリス、武内信一訳『天使のような修道士たち 修道院と中世社会に対す
るその意味』（新評論、2001 年）
7. ジャック・ルゴフ、池上俊一訳『中世の夢』（名古屋大学出版会、1992 年）
8. 河原温「中世ローマ巡礼」歴史学研究会編『巡礼と民衆信仰』（青木書店、1999 年）
9. 山代宏道「中世ヨーロッパにおける巡礼の旅：時空間移動の視点から」『広島大学大学院
文学研究科論集』63 号（2003 年）、33-50 頁。

24

マンセッリ、200 頁。
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第三章 ドイツ中世都市の発展と要因
藤原 賢人

ケルンは、ライン川沿いに位置し、国内第四の規模の人口を擁するドイツの都市である。そ
の起源は、紀元前 38 年にローマによって建設された植民市コロニア・クラウディア・アラ・ア
グリピネンシウム（コロニア・アグリピネンシス）にまで遡ることができる。
「ケルン（Köln）」
という地名も「コロニア（Colonia）」に由来すると言われている。ケルンは 12 世紀半ば、中世
都市として全盛期に達するが、その発展の陰にあったものは、
「キリスト教的」要因と「世俗的」
要因であった。本章では、この二つの観点からドイツ中世都市の発展について考察する。
ヨーロッパの都市は、前述のケルンのようにローマ帝国時代に起源を持つものが多い。しか
し、その「ローマ的」要因はドイツ中世都市の発展に直接的には関与していない。それは、ロ
ーマ時代の「古代都市」とその後の「中世都市」との間に連続性を見出せないためだ。それに
対し、
「キリスト教的」要因、すなわち司教座による影響はローマ時代から一貫している。ロー
マ帝国期の都市には、ローマ市民が送り出されて建設された「コロニア（植民市）」、既存の都
市にローマ市民を住まわせた「ムニキピウム（自治市）」、それに加えて先住民族の住む属州の
諸都市があった。この頃建設されたコロニアには、コロニア・アグリピネンシス（ケルン）を
始めとして、カストラ・レギナ（レーゲンスブルク）、アルゲントラーテ（ストラスブール）、
バズィリア（バーゼル）、カステルム・アド・コンフルエンテス（コブレンツ）などがある。こ
れらコロニアは、ローマ市民権が与えられることでムニキピウムになった。その動きはトラヤ
ヌス帝の時期（98 年～117 年）に最高潮に達した。ローマ帝国の版図が最大となった時期にも
一致する。同時に、この頃からキリスト教の信仰が拡大し、上に挙げたような主要都市を中心
に司教制度が確立されると、司教座とそれを置く聖堂が建設され始めた。しかし、その後、ゲ
ルマン人などの侵略のため、ローマ帝国の版図は縮小し始める。それにより、対ゲルマン人の
最前線にあった都市ケルンやコブレンツなどは一時破壊され、そこに住んでいた貴族を始めと
するローマ市民たちは逃亡し、ゲルマン人が都市を占領した。この時点で、前述のように「ロ
ーマ的」要因は断ち切られたと言える。しかし、このような状況下にあって、司教座の聖職者
たちは逃亡することはなかった。そしてさらに、新たにゲルマン人たちに布教を始めただけで
なく、司教座聖堂を中心として新たに都市建設を始めた。私はそれを「中世都市」の誕生であ
ると考える。西ローマの滅亡、フランク王国の台頭などを経て、中世都市は増加していき、特
にケルンやマインツ、トリーアなどの都市は大司教座が置かれ、大きな発展を見ることとなる。
上記のように、ドイツ中世都市の誕生には司教の影響が必要不可欠であった。直接的な関与
はないとは言え、ローマ時代の都市形成もまた重要な影響を与えたことは事実である。フラン
ス史家の井上泰男も「キリスト教こそが、そもそもゲルマン人を都市的定住へと誘う原因であ
った」と述べている

25。特にドイツ（北西ヨーロッパ）では南ヨーロッパやイタリアに比べて、

ゲルマン人によるローマの残り香は徹底的に掻き消されため、キリスト教の影響がより強く反
25

井上泰男『都市の語る世界の歴史』（そしえて文庫、1978 年）、108 頁。
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映されたのである。
ヨーロッパには、ライン川、ドナウ川を筆頭に多くの大河が存在する。それらは古くから重
要な交通手段として人々に利用されてきた。したがって、河川沿いに居住地が形成され、都市
に発展するケースが多かった。ケルンを始め、コブレンツ、ブレーメン、ブラウンシュヴァイ
クなどはそのような地に発展し、河港を擁し交易の拠点となった。それが「世俗的」要因、す
なわち商業面に関するものである。10 世紀頃、オットー1 世やその後継者の統治の下、当時の
東フランク王国では平和が確立された。それによって多くの商人が領内に引き寄せられ、また
国内商人の外国での商業を促進させた。当時はまだ陸上の交通機関は貧弱であり、特に地中海
沿岸に比べて海上交通手段に恵まれないアルプス山脈以北のヨーロッパにおいては、河川の持
つ重要性は計り知れないものであった。よって、大河沿岸には商人の定住地が生まれていった。
多くの商人が集まるところには多くの商品が集まり、多くの人々が集まる。このようにして、
商人の定住地は都市へと発展していき、都市のバックアップを得て商人たちの活動範囲が拡大
すると、都市間の商業的つながりも広まっていった。また、リューベックのように司教の力の
弱かった比較的新しい都市では、商人たちの主導で都市計画が進められた。
このように、ドイツ中世都市の発展には商人の活動が必要不可欠であった。そしてまた、河
川という地理的要因も大きな影響を与えた。西洋中世史家の魚住昌良も「ヨーロッパの中世都
市をつくりだした最大の原動力は商人たちであった」と述べている

26。商人たちはただ中世都

市の発展の要因となっただけでなく、後の商業活動の基礎を固め、ヨーロッパ全体の発展にも
寄与していた。以上二つの要因はどちらも、欠かせば中世都市の誕生・発展は有り得ないほど
に重要なものであった。
最後に、都市名について考察する。都市名、すなわち地名は、その土地そのものの歴史を表
す場合が多い。そのため、上で述べた要因を究明するための手掛かりとなり得るのである。ま
ず「キリスト教的」都市名といえば、ひとつはゲルゼンキルヒェンである。そのドイツ語表記
Gelsenkirchen の kirchen は「教会」という意味を表す Kirch の複数形である。そこに複数の
教会があったことは明白である。gelsen の意味はわかっていないが、地名になっていることか
らどこか特徴的な教会があったと考えられる。他には、ミュンヘンが挙げられる。ドイツ語表
記は München であるが、これは「修道士」を表す Mönch が由来であると言われている。実際
に、ミュンヘンの起源は修道士たちが許されて架けた橋のもとに形成された市場であるとされ
ている。次に「世俗的」都市名として散見できるのは、-burg を含む都市である。たとえばレー
ゲンスブルク（Regensburg）が挙げられるが、この burg は「城塞」を表す。由来としては、
ローマ時代の旧名カストラ・レギナ（Castra Regina）からきていると言われているが、そこに
城塞が築かれたことがうかがえる。また、オスナブリュック（Osnabrück）やザールブリュッ
ケン（Saarbrücken）は「橋」を由来に持つ。ザールブリュッケンに至っては単純明快で、ザ
ール地方の橋の架かっていた所といった意味であると考えられる。また他には、たとえばアイ
ゼナハのような地名がある。そのドイツ語表記 Eisenach の ach は「小川」を表している。砂
鉄が採れる小川が由来であると考えられる。また、パッサウ（Passau）は「水辺の土地」を由
来に持つ。
26

比較都市史研究会『比較都市史の旅』（原書房、1993 年）、19 頁。
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以上のように、都市名の由来を調べることでその都市が何を中心に発展したか、またいかな
る要因で発展したかが明らかになるのである。ただ、その他のような地名をつけた理由として
は、別の理由もある。阿部謹也が述べたように、古代ゲルマン人たちは自分たちの住む世界を
「小宇宙」、その外の世界を「大宇宙」と呼び、「大宇宙」に属する要素、たとえば火、水など
は神聖なものであるとして畏敬の念を抱いていた。従って、そのようなものを克服し、自分た
ちの住む場所にしたという意味を込めて地名にしたと考えられる

27。これまで述べてきたよう

に、ドイツ中世都市の誕生・発展には、
「キリスト教的」要因すなわち司教による影響と「世俗
的」要因すなわち商人の活動が関係していた。都市名の中に、そうした要因が都市発達の起源
を示すものとして残っているのである。

【参考文献】
1.

フランツ・フェルテン、甚野尚志訳『中世ヨーロッパの教会と俗世』
（山川出版社、2010 年）

2.

ハンス・プラーニッツ、鯖田豊之訳『中世都市成立論』（未來社、1959 年）

3.

阿部謹也『中世を旅する人びと ヨーロッパ庶民生活点描』（筑摩書房、2008 年）

4.

阿部謹也『近代化と世間』（朝日新書、2006 年）

5.

井上泰男『都市の語る世界の歴史』（そしえて文庫、1978 年）

6.

鏡味完二『地名学』（日本地名学研究所、1965 年）

7.

比較都市史研究会『比較都市史の旅』（原書房、1993 年）

8.

堀越宏一、甚野尚志『15 のテーマで学ぶ 中世ヨーロッパ史』
（ミネルヴァ書房、2010 年）
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若山俊介「ドイツ：地名の話（１）」『外国文学』56 号（2007 年）163-175 頁。

10. 若山俊介「ドイツ―地名の話（２）」『外国文学』57 号（2008 年）155-167 頁。
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結論
古市 秀人
宗教と政治は不可分であり、何方か一方の不在は双方の衰退を意味する。中世とはその双方
が他民族から流入し、民族的、宗教的な問題を抱えた時代である。しかし、そのような時代で
あったからこそ、現状を打破すべく多彩な文化が育まれたのである。
たとえば、聖職者本来の戒律では、農民や商人など俗的な集団と関わりを深めることは教義
に反する行為であった。しかし、当時の聖職者は自らの戒律に背き彼らとの交わりを是として
いた。それは、教会を発展させる目的、もしくは、個人的な利害関係を検討し行動する場合、
と様々な理由からである。確かに、聖職者たちは利潤の追求のために民衆と関係した場合もあ
る。しかし、彼らの行動が、後世の写本や建築技術に与えた影響力は多大であり、また、彼ら
の不信仰を正す目的で修道会活動がより活発になり、ついにはルターのような人物も現れるの
である。併せて、中世民衆もコミュニティの同意があればコミュニティ外の他を受け入れ、ま
た、聖堂建築は古代の文化を織り交ぜながら、その是非はともかく都市発展の要因を生み出し
た。
以上のように、中世人は、前時代の文化を織り交ぜながら、「十二世紀ルネサンス」の根幹
となる、文化を発展させるダイナミズムを高揚させていくのである。そして、その象徴的文化
こそが聖地巡礼による経済発展や、商業活動、聖堂建築なのである。
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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】
藤原 賢人

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1.

フランツ・フェルテン、甚野尚志訳『中世ヨーロッパの教会と俗世』
（山川出版社、2010 年）

2.

ハンス・プラーニッツ、鯖田豊之訳『中世都市成立論』（未來社、1959 年）

3.

阿部謹也『中世の窓から』（朝日新聞社、1993 年）

4.

阿部謹也『中世を旅する人びと ヨーロッパ庶民生活点描』（筑摩書房、2008 年）

5.

阿部謹也『近代化と世間』（朝日新書、2006 年）

6.

井上泰男『都市の語る世界の歴史』（そしえて文庫、1978 年）

7.

鏡味完二『地名学』（日本地名学研究所、1965 年）

8.

比較都市史研究会『比較都市史の旅』（原書房、1993 年）

9.

堀越宏一、甚野尚志『15 のテーマで学ぶ 中世ヨーロッパ史』
（ミネルヴァ書房、2010 年）

10. 若山俊介「ドイツ：地名の話（１）」『外国文学』56 号（2007 年）163-175 頁
11. 若山俊介「ドイツ―地名の話（２）」『外国文学』57 号（2008 年）155-167 頁

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

今尾恵介『住所と地名の大研究』（新潮社、2004 年）

2.

梅田修「ヨーロッパの地名と背景」『月刊言語』2006 年 8 月号（2006 年）、ページ数。

3.

梅田修『地名で読むヨーロッパ』（講談社現代新書、2002 年）

4.

松岡磨紀「地名の付け方の変遷と具体例:地方名・地名・都市名は何処から来たのか」
『Aspekt』
40（2006 年）、345-353 頁。
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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】
飯尾 拓也

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1. フランシスコ会聖書研究所訳注『原文校訂による口語訳 新約聖書』（2012 年、サンパウロ）
2. レオン・プレスイール、杉崎泰一郎監修『シトー会』（創元社、2012 年）

3. ルドー・Ｊ・Ｒ・ミリス、武内信一訳『天使のような修道士たち 修道院と中世社会に対す
るその意味』（新評論、2001 年）
4. 石原謙『石原謙著作集 第四巻 ―中世キリスト教研究』(1979 年、岩波書店)
5. 岡野 Heinrich 圭一著『ドイツ中世美術Ⅰ』（2008 年、専修大学出版局）

6. 佐藤直樹「皇帝と美術：カロリング朝と神聖ローマ帝国におけるローマ美術の復興」
『ドイ
ツ語圏研究』19（2002 年）、1-13 頁。
7. 甚野尚志、踊共二編著『中世ヨーロッパの宗教と政治 キリスト教世界の統一性と多様性』
（2014 年

ミネルヴァ書房）

8. 杉崎泰一郎『12 世紀の修道院と社会』（2005 年、原書房）
9. 平伊佐雄「シトー会修道院ヒンメロートの森林所領について」
『経済学季報』54（2005 年）、
229-261 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1.

ジョルジュ・デュビィ、池田健二、杉崎泰一郎訳『ヨーロッパの中世 ―芸術と社会』（藤
原書店、1995 年）

2.

ジャニック・デュラン、杉崎泰一郎監修、
『ラルース ビジュアル版 美術から見る中世のヨ
ーロッパ』（原書房、2005 年）

3.

浅野和生『ヨーロッパの中世美術 ―大聖堂から写本まで』（中央公論新社、2009 年）

4.

前川道郎『聖なる空間をめぐる ―フランス中世の聖堂』（学芸出版社、1998 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】
古市 秀人

Ａ：今年度、実際に参照したもの（レポートを含む）
1. グザヴィエ・バラル・イ・アルテ、杉崎泰一郎監修『サンティアゴ・デ・コンポステーラと
巡礼の道』（創元社、2013 年）
2. Ｍ・Ｈ・ヴィケール、朝倉文市監訳『中世修道院の世界 使徒の模倣者たち』（八坂書房、
2004 年）
3. ノルベルト・オーラー、井本晌二・藤代幸一訳『巡礼の文化史』（法政大学出版局、2004 年）
4. Ｃ・ドウソン、野口啓祐『中世のキリスト教と文化』（新泉社、1969 年）
5. レオン・プレスイール、杉崎泰一郎監修『シトー会』（創元社、2012 年）

6. ラウール・マンセッリ、大橋善之訳『西欧中世の民衆信仰

神秘の感受と異端』
（八坂書房、

2002 年）
7. ルドー・Ｊ・Ｒ・ミリス、武内信一訳『天使のような修道士たち 修道院と中世社会に対す
るその意味』（新評論、2001 年）
8. ジャック・ルゴフ、池上俊一訳『中世の夢』（名古屋大学出版会、1992 年）
9. ジャック・ルゴフ、鎌田博夫『中世の人間』（法政大学出版局、1999 年）
10. 河原温「中世ローマ巡礼」歴史研究会編『巡礼と民衆信仰』
（青木書店、1999 年）
、94-125 頁。
11. 原野昇、水田英実、山代宏道、中尾佳行、地村彰之、四反田想『中世ヨーロッパの時空間移
動』（溪水社、2004 年）
12. 古川誠之「聖なるコミュニティ：中世都市の表象とドイツ中世都市共同体論」『比較都市
史研究』30（2）号（2011 年）、25-39 頁。
13. 山形孝夫『聖母マリア崇拝の謎「見えない宗教」の人類学』（河出書房新社、2010 年）
14. 山代宏道「中世ヨーロッパにおける巡礼の旅：時空間移動の視点から」『広島大学大学院
文学研究科論集』63 号（2003 年）、33-50 頁。

Ｂ：今後、参照予定のもの
1. ジョルジョ・アガンベン、上村忠男、太田綾子訳『いと高き貧しさ ――修道院規則と生の
形式』（みすず書房、2014 年）
2. エルンスト・シューベルト、藤代幸一訳『名もなき中世人の日常 娯楽と刑罰のはざまで』
（八坂書房、2005 年）
3. オットー・ブルンナー、山本文彦訳『中世ヨーロッパ社会の内部構造』（知泉書館、2013 年）
4. 河原温、池上俊一『ヨーロッパ中近世の兄弟会』（東京大学出版会、2014 年）
5. 甚野尚志、踊共二『中世ヨーロッパの宗教と政治 キリスト教世界の統一性と多様性』
（2014
年、ミネルヴァ書房）
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作業グループ第 5 班（東江夏知、鹿島咲希、羽田有輝）

『第二戦線遅延の要因

――「米英ソ」それぞれの視点から――』
（東江夏知、鹿島咲希、羽田有輝）

序論
東江 夏知
ノルマンディー上陸作戦は、後に冷戦構造を形成した 3 つの大国が同盟を組み、ドイツをは
じめとする枢軸国側と激しい戦闘を繰り広げた第二次世界大戦の中でも、ヨーロッパ戦線にお
ける 3 国の勝利を決定づけた作戦であり、歴史的にも価値のある作戦とされている。しかし、
この作戦が実地されたのは、ソ連がスターリングラードの戦いやクルスクでの戦車戦に勝利し、
徐々にドイツ軍を追い詰め、ドイツの敗北が時間の問題となってからである。ソ連は独ソ戦開
始から幾度も第二戦線の形成を要求してきた。実際、米大統領フランクリン・Ｄ・ルーズヴェ
ルトは 1942 年 6 月にソ連外相モロトフに対して第二戦線の形成を年末までに行うことを約束
している。しかし、作戦が決行されたのはそれから 2 年後のことであり、その頃までには、ソ
連は大規模な援助を求めるほど危機的な状況ではなくなっていた。その意味でノルマンディー
上陸作戦はソ連援助のためではなく、弱体化したドイツにとどめをさすためのものであった。
このように第二戦線形成の時期は、その作戦が本来持つべきであるソ連援助の目的を喪失し
ていた時期であった。この第二戦線形成の遅延はソ連、イギリス、アメリカそれぞれの思惑が
交差した結果、生じたものである。本論ではそのことを、3 国それぞれの視点から明らかにす
る。まず第一章では、ソ連とドイツの単独講和および戦前のソ連と米英の関係が、第二戦線遅
延の精神的要因を形成したことを述べており、第二章では、イギリス政府にとっての第二戦線
開設が実施する予定のものではなかったことを示す。第三章では、アメリカの対ソ援助政策が
太平洋戦争とイギリスの動向、さらにはアメリカの世論や政府の見解のせめぎあいの中で揺さ
ぶられていくことを示している。
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第一章 ソ連と英米両国の軋轢
羽田 有輝

ドイツの奇襲作戦により独ソ戦が始まって以降、ソ連はしきりに英米へ軍事援助を依頼しつ
づけた。この理由は明確で、当時ソ連は初戦から壊滅的な敗北を喫し、ドイツ軍はその二か月
後にはソ連の 2 大都市であるモスクワとレニングラードに迫るに至り、ソ連は圧倒的なまでに
不利な状況にあったのである。しかし英米は、ドイツという同じ敵を持つ仲間であるともいえ
るソ連がこのような窮地に陥っている最中、ソ連に対しての物資面での支援や単独不講和の原
則は早急に実行するものの、他方で軍事援助は実行を拒み続けた。これには各国の外交、内政、
戦況等様々な方面に原因があったととらえるのが自然だろう。本章では、独ソ戦開戦以前から
ソ連が持ち続けていた英米との対立要素に英米が強い不信感を抱いており、それが第二戦線開
設の遅れに繋がる大きな要因の一つになった点を、ソ連を中心にその原因を検証していく。
ソ連と英米の亀裂をもたらした要素を考えていく中で、最も深刻な影響を与えたものは 1939
年に独ソ不可侵条約の締結であろう。これはソ連にとっては、日本及びドイツとの二面戦争を
避ける名目で締結した条約であったが、独ソの協力関係を表している象徴的な条約であるとの
印象を英米に抱かせ、強い不信感を与えた。アメリカの世論はこれに大きく刺激された。アメ
リカ国民はソ連が英独間戦争は帝国主義の戦いであると批判しながら侵略国であるドイツに協
力しているような印象を抱き、ソ連に対して怒りと不信感を募らせた

1。さらに、独ソ不可侵

条約でもう一つ大きな問題になったのは、条約の裏で結ばれた秘密議定書の存在とそれに伴う
東欧諸国の併合である。この議定書で保障された勢力圏は、英米から強い批判を買う結果とな
った。ソ連はこの議定書によりポーランドの東半分とバルト三国等東欧諸国を勢力圏とし、同
年にはソ連は実際にポーランド東部を併合し、翌年にはバルト 3 国も併合した。これは英米ソ
間の協力体制が発足してすぐに深刻な問題となった。ポーランドの支援が第二次世界大戦参戦
の理由であったイギリスにとって、ポーランドを分割占領した当時のソ連の国境を易々と認め
るわけにはゆかなかったのであった。他方、東欧系の移民を多く持つアメリカもまた、こうし
たソ連の国境拡張運動の問題は捨ておけないものであった 2。独ソ戦開始後のアメリカ国民の
世論は、正に駐ソ大使を務めたブリットが独ソ開戦のニュースを手にして呟いたとされる「今
まで手を取り合って中欧と東欧の民族を奴隷化してきた二人の暗黒の王者が、互いの努力を破
壊し始めた」との言葉に端的に表れていると言える 3。
しかし、スターリンも三国の信頼関係に大きな影響があるからといって、それまで厳しい国
際批判を浴びながらも築き上げた外交の成果であるこれらの獲得領土を易々と放そうとは考え
なかった。1941 年 8 月 14 日に大西洋憲章がチャーチルとローズヴェルトの間で結ばれたとき
も、憲章の支持は表明したものの、領土不拡大の原則については直接的な否定を表してしてこ

1
2
3

芦田均『第二次世界大戦外交史』（時事通信社、1959 年）、253 頁。
田中陽児、倉持俊一、和田 春樹編『世界歴史大系 ロシア史 3』
（山川出版社、1997 年）
、275 頁。
芦田均『第二次世界大戦外交史』（時事通信社、1959 年）、253-254 頁。
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そいないが、異議を唱えるニュアンスを含んだ表明をしている。続く 12 月に協力関係の強化
を目的としてイーデン外務相がモスクワに来訪した時にもスターリンは断固として当時の国境
を維持する考えを明確にし、認めさせようとイーデンに迫った

4。このように、独ソ不可侵条

約とそれに伴う領土問題は、独ソ戦以前から開戦後まで一貫して英米とソ連の大きな障壁とな
り、関係構築を阻害する要素として残り続けた。
ソ連と英米に距離を置かせたもう一つの要因は、ソ連建国以来の英米との約 20 年間にわた
る外交の不仲である。建国直後からのソビエト政権打倒のための対ソ干渉戦争に始まりソ連の
国際連盟への初期の不参加、世界恐慌の中での社会主義への評価の高まりに対する英米の焦り、
ジノヴィエフ書簡事件での英ソ開戦の可能性の浮上等独ソ戦開戦までソ連と英米は常に対立、
摩擦を繰り返している。そうした対立関係がドイツを共通の敵とする名目だけでは拭いきれず、
開戦後も不信感を互いに継続させたと捉えるのは不自然ではない。
以上見てきたようにソ連・英米間には 20 年以上に及ぶ外交上の確執と戦前からの独ソ不可
侵条約に付随する領土問題の二つの摩擦要素が存在しており、こうした問題が英米とソ連の間
に壁を作り、協力関係の確立を阻害し続けたのである。しかし、これらの仲違いを解決し、ド
イツ、ファシズムに対する統一の対抗勢力の構成を目指した双方からの歩み寄りの努力は相当
のものであったと言っていい。たとえば、前述の通り、英米がソ連に対して、独ソ戦開始直後
から物資、資金的な援助を行い続けたことが挙げられる。チャーチルは反共産主義者であった
が、ソ連への援助を表明し、7 月 7 日、10 日の 2 回にわたりソ連に対して相互援助と単独不講
和の原則を織り込んだ共同声明の発表を提案した。同時に、イギリスに友好的な態度を取り続
けていたアメリカも自然にソ連との協力関係を構築することとなった 5。アメリカは 1939 年
に国民の反戦意識を汲み取った形で中立法を制定しており、ヨーロッパで発生した今回の戦争
でも中立的な法的地位を採用していたが、実際には国民からの反発がありながらもイギリス、
ソ連に対しての援助を決定したのである。アメリカは防衛援助報告部を通してのソ連への援助
に大いに努力しており、スターリンはこれらの援助に対して感謝の書簡を度々打電した 6。ソ
連側からの最大の譲歩は、43 年 5 月 22 日に発表された各国のコミンテルンの解散提案だろう。
これは英米のみならず、世界中に衝撃を与えた。欧米の各国から「世界革命の指導的存在」と
見なされていたこの組織は解散し、その後は労働者の敵であるファシズムに団結して対抗する
主義、主張にかかわらない反ヒトラー連合の形成に努めるよう提案されたのだ

7。この処置に

対する英米の反応は概ね良好で、各国での共産主義者に対する厳しい扱いも若干ではあったが
緩和された。これほどにもソ連と英米は、互いが譲れる限界までの友好的歩み寄りを見せたが、
結局三国が団結するほどの信頼を築き、第二戦線を展開するのは開戦から三年経ってからだっ
た。何がそれほどまでに三国関係を遠ざけたのか。それは、ドイツによる巧みな仲間割れ誘導
である。
ドイツは宣伝相ヨーゼフ・ゲッペルスが中心となり、戦中あらゆる疑惑、疑念を利用して、
4

田中、275-276 頁。
田中、275 頁。
6 入江啓四郎「第二次大戦中の米ソ関係」
『国際政治』No.8（1959 年）、104 頁。
7 Ｆ・Ｌ・シューマン、渡辺一訳『ソヴエトの政治Ⅱ ―内政と外交―』
（山川現代双書、
1957 年）、139 頁。
5
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英米ソが反ドイツとして団結することを阻止し続けた。彼はこの分野のベテランであり、当時
その重要性があまり知られていなかったラジオをはじめとするメディアを巧みに利用し、プロ
パガンダを行っていた。連合国軍相互の不信感から呼び起された最大の懸念は、同時代人によ
ると次の通りであった。すなわち、英米にとっては、
「ソ連がドイツを破ったのち、単独講和を
結び、世界革命に向けて動き出す」ことであり、ソ連にとっては「ドイツを英米が打ち破った
のち単独講和を結び、全ヨーロッパを反共産主義の勢力として、ソ連と対峙する」ことであっ
た

8。彼はこの懸念をあらゆるメディアを使って巧妙に宣伝し、友好的な関係を築かせまいと

努力した。例えば彼はこの懸念を使って独ソ戦を、その天才的な宣伝技術により「共産主義に
対するヨーロッパの十字軍」として国内外に宣伝し、侵略的目的を巧みに隠し、ヨーロッパ全
体として共産主義であるソ連に立ち向かうというスタンスを確立させ、ソ連の孤立を促そうと
したのだ。コミンテルンの解散がナチスのこれらの宣伝に対する有効な反撃となったが、英米
ソの世論や政治判断に多大なる影響を与えたことは間違いないだろう。
ドイツという共通の敵を見出したソ連と英米であり、彼らの間には領土、思想の問題や不仲
など、深刻な問題があったが、強大なドイツ軍を打倒するために何とかして互いの信頼関係を
構築し、共闘しようといった努力は双方からもみてとれた。しかし、そうさせまいとするドイ
ツのゲッペルスらによる巧妙な宣伝戦略は彼らの歩み寄りにストップをかけ、結束を大幅に遅
らせる一因として機能し、結果として英米の援助は遅れ、ソ連が自力で全土を回復し、反撃の
時まで履行されず、ソ連は全参加国の戦死者数 5000 万人のうち、半数以上である 2600 万人の
死者を出した。本論では論証しないが、こうした構造が双方に不信感を抱かせ続け、冷戦構造
を生み出した一因になったのは想像に難くない。三国がより早く信頼回復を達成し、英米が適
切な形での援助を迅速に出すことが出来ていれば、戦後のソ連と英米の関係は大きく違ったも
のになっていたと言えるだろう。

【参考文献】
1.

Ｆ・Ｌ・シューマン、渡辺一訳『ソヴエトの政治Ⅱ ―内政と外交―』
（山川現代双書、1957
年）、139 頁。

2.

芦田均『第二次世界大戦外交史』（時事通信社、1959 年）

3.

入江啓四郎「第二次大戦中の米ソ関係」『国際政治』No.8（1959 年）、104-115 頁。

4.

田中陽児、倉持俊一、和田春樹編『世界歴史大系 ロシア史 3』（山川出版社、1997 年）、
275 頁。

8

シューレマン、136-137 頁。
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第二章 イギリスから見た第二戦線
東江 夏知

1941 年 6 月 22 日、独ソ戦開始の報が英国のウィンストン・チャーチル首相に届くと、時を
おかず彼は公に対ソ援助声言を発した。イギリスにとって独ソ戦の開始は、約 1 年間続いたド
イツとの「孤独な戦い」の終焉を意味し、かつイギリスを比較的安全な立場におくものであっ
た。そしてドイツ軍の注意をイギリスからそらすためにも、ソ連との関係維持やソ連援助がイ
ギリスの優先事項となった。チャーチルの対ソ援助宣言はこのような脈絡で行われた。しかし、
同時にイギリスは英本土および数多の植民地からなるイギリス帝国全体の防衛という使命を抱
え、またチャーチルや英参謀本部はソ連に対する反共感情を抱いており、こうした要因がソ連
からの第二戦線要求に対するイギリスの消極的姿勢を堅持させた主たる原因となった。本章で
はノルマンディー上陸作戦が決定されるテヘラン会談までのイギリス政策に焦点を当て、イギ
リス政府にとって第二戦線は必要なものではなかったことを示す。
独ソ戦の期間中、ソ連はドイツ軍の 8 割の戦力を引き受けており、連合軍の西ヨーロッパ上
陸は独ソ戦の継続なしには不可能なものであったため、連合軍にとって第二戦線の形成は可能
な限り早期に実行する方が好ましい状況であった。しかし、イギリス政府は独ソ戦開始直後か
らソ連が要求し続けた第二戦線開設要求を拒み続けた。その理由として、1940 年のドイツ軍英
本土襲撃時にソ連がイギリスに手を貸さなかった点、第二戦線開設は大きな犠牲を強いるもの
であるため英本土および中東の防衛のための戦力保持に支障をきたす点、そしてソ連の巻き返
しの時期が到来するまでの間、イギリス首脳部がソ連の敗北を前提としていた点の 3 点があげ
られる。チャーチルは 1 点目の問題を、第二戦線問題をかわすために積極的に主張した。2 点
目はイギリスの戦争目的に起因するものであった。イギリスの戦時政策の基本路線は大英帝国
の防衛にあり、防衛政策を軸に戦略を立てていた。特に地中海・中東はイギリス本土とインド、
極東を結ぶ中継地点で重要な石油供給源でもあったため、イギリスは同地域に防衛の比重を大
きく割いていた。1942 年以降、英米連合軍が行った北アフリカ上陸作戦やシシリー島上陸作戦
などの地中海作戦は、こうしたイギリス帝国防衛政策を反映して行われた。これらの作戦の実
行がチャーチルの思惑通りに進んだ背景には、ABC 協定に伴う対ドイツ優先主義とアルカディ
ア会談での英米両国の基本合意がある。ABC 協定とはアメリカが参戦した場合、英米両国は対
日戦よりも対独戦を優先させることを定めた協定であり、この協定はローズヴェルトの指示に
よってイギリス調査を行なったウィリアム・ドノヴァン大佐の報告に基づくものであった。こ
の報告はイギリスがドイツの侵攻を阻止しうると評価しており、米海軍作戦部長のハロルド・
スタークや陸軍参謀総長のジョージ・マーシャルが、イギリスを対独戦の第一線とする戦略を
立案することを促した。アルカディア会談での基本合意とは、アメリカ軍がドイツ軍と大規模
な地上戦を行う際には、経験を積んだイギリス軍と共同でなさなければならないとするもので、
西ヨーロッパでの大規模作戦に対するイギリスの拒否権を暗示するものであった。上記のよう
に、アメリカ政府は太平洋よりもヨーロッパに比重を置かなければならないにもかかわらず、
その作戦にはイギリス側の同意を得なければならなかい状況に置かれていた。3 点目について
76

『第二戦線遅延の要因

作業グループ 第 5 班
――「米英ソ」それぞれの視点から――』

はソ連の敗北予想から規模を問わず対ソ軍事援助がイギリスにとっては不必要であることを暗
示していた。また、これはアメリカでも同様であった。
思想的観点から見るならば、首相のチャーチルと英参謀スタッフが反共産主義者であったこ
とが消極的ソ連援助の一要因とみることができる。またチャーチルは、独ソ戦そのものが独ソ
不可侵条約の代償であり、イギリスがドイツ相手に単独で戦ったのと同じように、ソ連も単独
でドイツと戦うべきだとも考えていた。1941 年 10 月にチャーチルが駐ソ大使クリップスに送
った書簡での「……ソ連政府は我々を非難する権利を有してはいない。なぜなら彼らが独ソ不
可侵条約を締結したことによってヒトラーのポーランド侵略は可能となったのであり、ひいて
はそれがこの戦争を引き起こすことになったからである」との叙述は、彼がこのような考えを
持っていたことを示している 9。また 1943 年 10 月、チャーチルは閣議で「ドイツをあまり弱
めすぎてはいけない。ソ連に対抗する力としてドイツを必要とするかもしれない。と主張し、
翌月のテヘラン会談に向かう途中では「ドイツは片付いた …… いまやロシアこそが問題だ」
とも述べた。また、英参謀本部も 1944 年 8 月に「ソ連に対してドイツの助力を獲得する」と
述べている

10。上記のことは、少なくともチャーチルと英参謀本部にとって第二戦線開設が遅

延させるものではなく、当初から行う予定のないものであったことを示す。
上記のことをふまえると、逆にイギリスが第二戦線開設を行わなければならなかった要因を
論じる必要がある。イギリスが米ソ両国に対して大きな借りをつくっていたこと、独ソ戦が急
展開し新たな局面を迎えたこと、そしてテヘラン会談でチャーチルが米ソ両国に比べイギリス
は小国であると感じ取っていたことの 3 点があげられる。米ソ両国の第二戦線開設要求は一章
と三章で参照するとして、ここでは第一にイギリスが彼らに対して感じていた負い目を論じる。
1941 年 6 月の独ソ戦開始時から 1944 年にかけて、ソ連はほぼ単騎でドイツ軍の相手をしてい
た。戦死傷者および行方不明者の数は、東部戦線では 600 万人を超えていたが、西ヨーロッパ
や地中海では 100 万人程度であり、また 1941 年 6 月からの 3 年間にドイツ陸軍の戦闘による
損害は 93％が赤軍によるものであった。このような対独戦争における英ソ両国の功績の比較
は、明らかに対ソ外交上のイギリスの立場を脆弱なものにした。イギリスはアメリカに対して
も強硬な姿勢を貫くことが困難となっており、1941 年 3 月の武器貸与法成立以降、イギリス
は終戦までに 270 億ドルの援助をアメリカから受けていた。その大規模援助は見返りに貿易差
別撤廃などを要求されるほどであった。さらに、大英帝国の中核となる地中海防衛政策でもイ
ギリスはアメリカ側の援助を受けていた。先にも述べたとおり、北アフリカ上陸作戦やシシリ
ー島上陸作戦を強行したことは、第二戦線開設を遅らせるものであり、同時にアメリカの戦力
をイギリスのために「浪費」させるものでもあった。これらのことはイギリスの米ソに対する
外交上の立場が苦しいものであったことを示す。第二に 1943 年初頭に赤軍はスターリングラ
ード攻防戦で多大な被害をこうむりながらも、コーカサス油田に迫ろうとするドイツ軍を降伏
させ、続く 1943 年夏季のクルスクの戦車戦でも独軍に甚大な被害を与え、テヘラン会談が開
催された 1943 年 11 月時点では、ドイツ軍に対する攻勢に転じており、英米連合軍もドイツ軍

9

秋野豊『偽りの同盟 チャーチルとスターリンの間』（勁草書房、1998 年）、174-175 頁。
石井修、岩田賢司、林忠行、家田修、高橋進、川崎信文、安野正明『1940 年代ヨーロッパ
の政治と冷戦』（ミネルヴァ書房、1992 年）、11-12 頁。

10
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に攻撃を畳みかけやすい時期に入っていた。第三にチャーチルがテヘラン会談について「その
手足を広げた巨大なロシア熊と巨大なアメリカンバッファローに挟まれて座る、……小さくて
弱々しいイギリスのロバ」と述べたように、第二次世界大戦でイギリスの力は著しく低下し、
米英両国に大きく劣るものとなっていた

11。チャーチルがスターリンとルーズヴェルトの度重

なる第二戦線開設要求に、同意を示したのもテヘラン会談でのこうした脈絡での交渉の結果で
あった。
イギリスの消極的対ソ援助姿勢の根幹にはイギリス帝国の防衛手法の問題があった。初期の
戦争目的では、軍事的ソ連援助は不要なものであった。またソ連の巻き返しの姿勢が強くなる
と同時に、チャーチルの中では再び戦前の反共産主義感情が復活し、ソ連援助の姿勢はより消
極的な方向へ進んでいった。しかし、時期が進むにつれて、外交的立場も強くなっていったこ
とから、イギリスはソ連の要求に応えざるを得ない状況になっており、結果としてソ連援助の
文脈からすると遅すぎる第二戦線の開設がなされた。こうした軍事的援助の欠如や遅れは結果
としてソ連の対英疑心を構築かつ増大させ、両国間の軋轢をより深めてしまったのである。

【参考文献】
1. 赤木完爾『第二次世界大戦の政治と戦略』（慶應義塾大学出版会、1997 年）
2. 秋野豊『偽りの同盟 チャーチルとスターリンの間』（勁草書房、1998 年）
3. 石井修、岩田賢司、林忠行、家田修、高橋進、川崎信文、安野正明『1940 年代ヨーロッ
パの政治と冷戦』（ミネルヴァ書房、1992 年）
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集』（上智大学国際関係研究所、1997 年）、37 頁。
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第三章 第二戦線解放までのアメリカ合衆国
──内政と外政の二重困難──
鹿島 咲希

第二戦線の解放に 3 年もの時間を費やした原因について、アメリカ合衆国側においては聖立
案過程の意見対立が大きな一因である。さらには、イギリスとの戦争目的の食い違いや、第二
戦線解放を待ち望んでいたソビエト連邦に対する反共産主義的な嫌悪も大きく関係している。
アメリカ人は当時、ソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンを親しみを込めて「アンクル・ジョ
ー」と呼ぶ場面もあったが、他方で彼の過激な共産主義的思想と粛清と呼ばれる残虐な行為へ
の不安が残り、ソ連を完全に信頼しているわけではなかった。本章ではアメリカがこうした理
由に加えて、当時国内で盛り上がっていた、より国際的に外の世界と交流を持つべきだという
国際主義の風潮に上手く転換できず、参戦が遅れてしまったことが第二戦線解放を遅延させた
原因と判断し、考察する。
第二次世界大戦でヨーロッパ戦線が展開していた当初、アメリカではフランクリン・Ｄ・ロ
ーズヴェルト大統領が指揮を執っていた。彼は 1933 年から 1940 年まで、第二戦線開放はおろ
か、一切のヨーロッパへの武力介入を否定し、中立法を維持すると宣言していた。大統領選挙
中の 1940 年 10 月 30 日、ローズヴェルトはボストンで「これはかつて述べたことだが、何度
でも、何度でも言おう。皆さんの息子が外国のいかなる戦争にも送り込まれることはない。わ
れわれの防衛の目的はあくまで防衛なのだ 」とやや強気に反戦感情を主張していた

12。しか

し、ヘンリー・スティムソン国務長官はこのときから一貫してヨーロッパ問題への不干渉を規
定していた孤立主義政策をやめ、ヨーロッパ戦線に参戦し、世界のリーダーシップを執る国際
主義へと転換すべきだと主張していた。彼はアメリカの現状を「アメリカは恥ずべき黙認者に
なってはいけない」と批判するほどであった

13。彼の立場は大統領と相反していたが、アメリ

カの政策転換に大きく影響する。大統領は 1941 年 1 月 6 日の一般教書演説で、連合国側に膨
大な武器、弾薬、軍需物資を提供する計画を連邦議会に通告した。これが後に施行を巡って大
論争を引き起こした「武器貸与法」であるが、同年 3 月 11 日には成立する。同法の規定によ
り、米国は総額 500 億ドルの過半数にあたる 320 億ドルをイギリスに、連邦議会論争では消極
的であったがソ連に対しても終戦までに 70 億ドルを支払ったのである。これによりアメリカ
は参準備の時間を確保することが可能となった。さらに同法には戦略的な非協調の姿勢もみら
れる。スティムソンの 1945 年 3 月 16 日の日記には駐ソ大使のアヴェレル・ハリマンがロー
ズヴェルトに「ソ連がポーランド内に収容されていたアメリカ人捕虜の解放手続に関する交渉
に応じようとしない」と電報で伝えた、と書かれており、その電報を受けた大統領が「こちら
の要求に応じなければ武器貸与法による支援額を減らす」と揺さぶっていたという事例もある
12

チャールズ・Ａ・ビーアド、開米潤監訳『ルーズベルトの責任 日中戦争はなぜ始まったの
か』上（藤原書店、2011 年）、15 頁。
13 中沢志保「アメリカの第二次世界大戦参戦とヘンリー・スティムソン」
『文化学園大学紀要
人文・社会科学研究』第 20 巻（2012 年）、37 頁。
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14。良い脅しの道具としても利用していた。この時点で協調、協力というよりはアメリカが世

界の覇権を握るといった政治的利害を強く追求していた。
その後、日本の真珠湾奇襲やドイツの対米宣戦布告に危機感を覚えアメリカは正式に参戦を
果たした。アメリカの国内論が日本への復讐で熱狂していたことから、それを懸念したイギリ
スのチャーチルはアメリカ参戦直後にアルカディア会談を催した。米大統領は、この段階で対
ドイツ地上戦を繰り広げているソ連の早期援助と、それに伴うアメリカのヨーロッパ進出の重
要性を理解していたにも関わらず、対日戦線の戦略がまとまっていなかったためアフリカに進
軍している枢軸国を打倒するイギリス側の侵攻作戦に合意した。しかし、後にチャーチルがこ
の作戦を足がかりに次に打つべき手として「西側の軍隊は赤軍が到着しない内にバルカンに入
っているほうが良い」と言及したように、同作戦もまた協調や最善の手立てというよりもむし
ろ政治的利害を懸念したものであった

15。そして同時期、ソ連はドイツとの

2600 万人もの死

者数を出した激しい死闘を前に、外相モロトフから米大統領に直々に第二戦線解放の問題を提
議していた。しかし、大統領はソ連の危機を理解していたにもかかわらず、不満ながらもアフ
リカ作戦に賛成する。この作戦は GYMNAST（ジムナスト）、後に TORCH（トーチ）と呼ば
れている。大統領のこの決断にイギリスとの協調の理念があったのかどうかは彼が個人的な日
記や回顧録を残していないため定かではないが、アメリカ陸軍の計画立案者は「TORCH は戦
力の無駄な拡散となる」と批判した。スティムソンも「この戦略は補給支援上の困難が伴うた
め実現が極めて難しい」と懐疑的であった。陸軍幕僚も彼も TORCH でなく即刻の第二戦線解
放を求めてさえいたのである。しかし、自分ひとりで決断を下す傾向のある大統領の耳にその
ような助言はあまり圧し掛かることがなかった。
そのような状況下にあって、アメリカの決断がイギリスからの提案で停滞している間に痺れ
を切らしたソ連外相モロトフは、1942 年 5 月下旬に再び第二戦線解放を要求した。チャーチ
ルはそれでもなお、ジムナスト実行を繰り返し主張したが、大統領はモロトフとワシントンで
会合した際にドイツ軍の脅威を説かれたことから事態の認識を改め、ついにヨーロッパでの第
二戦線解放計画の声明を出した。なおもチャーチルは統合作戦司令官マウントバッテン海軍大
将の報告から、大統領が北アフリカ作戦への関心を失ったわけではないと知り、再度説得する。
同年 6 月 19 日には揺れる大統領に対し、スティムソンが「着実かつ敏速にして容赦ないボレ
ロ計画（第二戦線解放）の実行はヒトラーの対ソ戦をくじく意味でも、ドイツを敗北させ戦争
を終わらせる意味においても、最も確実な方法である……」と力強く助言している

16。翌日に

マーシャルとアランブルックはワシントンで行われた連合参謀委員会で、第二戦線解放を最優
先すると合意した。チャーチルは依然としてジムナストの実行を熱弁していたが、そのような
態度にアメリカは世論も含めて徐々に嫌悪を示すようになっていた。さらに同委員会の継続会
議においてスティムソンらはチャーチルらが TORCH を不得策な計画と認めたと認識していた
のだが、7 月 10 日にイギリスが再度 TORCH 実行を模索していることを電報にて知らされ、
驚愕したのである。大統領もそれに同調してイギリスとの協調を追及し、マーシャルを激怒さ
14

中沢、41 頁。
斉藤勝弥「第二次世界大戦末期のアメリカ対ソ政策 ―ポーランド問題からドイツ問題への
転換をめぐって」『大阪外国語大学学報』第 23-25 巻（1971 年）、185 頁。
16 中沢、46 頁。
15
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せた。
そうした脈絡の中で、大統領はついに 7 月 25 日に TORCH を優先する考えを発表する。ス
ティムソンは尚も説得に励むが、チャーチルと会談したあとの彼の書置きでは「イギリスは第
二戦線解放に反対はしていないが、できればしないですませたいと考えている」とあまり効果
がなかったことを示唆している。その後もスティムソンは「アメリカがイニシアティヴをとれ」
と大統領にイギリスの第二戦線解放への否定的な態度を改めさせるよう覚書を送っている

17。

このイニシアティヴという言葉は、戦後いかなる面においてもアメリカが国際的に台頭してゆ
くのだ、との助言を暗示する。彼は大統領の力量に懐疑的であった。
この対外関係と内政間の小競り合いが功を成し、アイゼンハワーの指揮する米英連合軍は 11
月 8 日に北アフリカ進行を成功させた。しかし、この作戦はマーシャルやスティムソンらが一
貫して不安を抱いていたように、戦争資源の拡散と北西ヨーロッパへの侵攻を遅らせる結果に
なってしまった。その後の 1943 年のカサブランカ会談ではアメリカは再度イギリスの地中海
方面への侵攻の要求を受けた。あるアメリカ軍の将校は「われわれは来て、聞いて、征服され
た」とその当時のイギリスからの圧迫を表している

18。しかし

1943 年 5 月後半にワシントン

で行われたトライデント会議で、アメリカはこれ以上の地中海への軍輸送を明確に拒否してい
る。それは大統領が統合参謀長会議で議論されてきたスティムソンらの意見を再考したためで
ある。8 月に行われたケベック会議ではマーシャルが第二戦線解放を力説し、翌 1944 年の春
にはついに実行が決定された。その後 11 月のカイロ会談、そしてテヘラン会談と、イギリスは
態度を変えず地中海侵攻を要求していたが、大統領はこの提議を退け、第二戦線解放を期日ど
おりに実施することを正式に確約した。テヘラン会談に出席したホプキンズもスティムソンか
ら大統領がイギリスの考えに影響を受けすぎないように監視することをいいつけられていた。
そして大統領は解放の見返りとしてソ連の対日参戦の約束も取り付けた。こうした一連の交渉
と流れを経て、結果的に 1944 年 6 月 6 日にノルマンディー上陸作戦が決行され、第二戦線が
解放されたのであった。
以上がソ連の第二戦線の解放を巡るアメリカの混乱と模索の動向であるが、最終的に三年も
の期間を費やすのには多くの問題点が生じていた。まず、大統領が世界恐慌を克服するためニ
ューディール政策に没頭しており、対外政策まで目が行き届かず、従来の孤立主義を見直し早
期に国際主義に転換することができなかった。国際主義に則り参戦することが正義か正義でな
いかは極めて複雑な問題ではあるが、国際主義は「アメリカが力強く世界の舞台へ入っていき、
力と熱意を持って生き、働き、闘うよう我々を鼓舞する、本物のアメリカ的な、世界強国とし
てのアメリカのヴィジョン」であり、当時の価値観から言えばこの風潮にのり、早急に世界の
リーダーシップを務めるべきであっただろう

19。そして、イギリスの第二戦線解放からは程遠

い提案をいち早く退け、政策立案過程の拗れも出来る限り解消すればより早くソ連を支援でき
イギリスにも台頭できた。すべてにおいて大統領のリーダーシップの欠如も伺える。また、対
外関係ならではの連携諸国家間の協調を巡る問題は二の次で、三国それぞれが自国の利害を第
17

中沢、47 頁。
Herring、552 頁。
19 有賀夏紀、能登路雅子『史料で読むアメリカ文化史④ アメリカの世紀』
（東京大学出版
会、2005 年）、305 頁。
18
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一事項としてしまっていた。それは結果的に三年もの膨大な月日が流れてしまった一因であろ
う。
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結論
東江 夏知

ノルマンディー上陸作戦の遅すぎる開始の背景には、大きく分けて軍事、外交、思想の三つ
の問題があった。軍事的にはイギリスの中東への固執やアメリカの太平洋戦争への懸念が、恒
常的に大規模なソ連援助へのためらいを惹起していたことがあげられる。外交的にはソ連の領
土問題に対する英米とソ連の確執に加えて、ヨーロッパ戦線に対するアメリカの過剰なイギリ
ス依存、ソ連建国以来の米英の対ソ関係があげられる。アメリカの場合、政策立案過程におけ
る衝突もあった。思想上の問題には、反ソ・反共感情が英米両国内に蓄積しており、またドイ
ツが英米両国とソ連との関係を分断しようとしたことも一要因となった。
そもそもソ連と英米では対独戦争に対する姿勢が異なっていた。ソ連は陸続きのドイツに対
する陸上戦のみであった一方で、英米両国はドイツとは海洋を隔てる地理的距離があり、かつ
イギリスは中東、アメリカは日本とそれぞれドイツ以外の戦時目標があった。基本的な戦略上
の姿勢から、英米両国とソ連とでは差があったのである。
これらの要因からソ連は枢軸国側の軍の大半と単独で戦うこととなった。第二次世界大戦中
のソ連の被害が甚大であったことは戦時中の死者数からもわかる。ソ連はイギリスの 66 万人
やアメリカの 55 万人と比べて遥かに多い 2600 万人もの死者を出した。この数字は第二次世界
大戦における全死者数の半数以上にあたるものである。このような両国の援助の乏しさは、ソ
連が英米に対する不信感、嫌悪感を募らせる原因となりえた。また同様に、英米も独ソ不可侵
条約から常にソ連に対する疑いの目をもっていた。大西洋憲章の領土に関する事項はその象徴
とみなせる。こうした不信感こそ、戦後の冷戦構造形成の大きなエネルギーを生み出した。ト
ルーマン・ドクトリン、チャーチルの「鉄のカーテン」宣言、東西ベルリンの分裂は、英米と
ソ連の同盟が共通の敵であるドイツのみによって保たれていたことを示すものであった。こう
した点を鑑みれば、英米とソ連の相互不信が冷戦構造の緊張感を生み出したことを象徴するも
のこそ、ノルマンディー上陸作戦の遅延なのである。
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このレポート集をお読み頂いた方に

このレポート集は、明治大学文学部史学地理専攻の基礎演習（西洋史）金澤クラスの学習
成果（2014 年度）である。15 名の受講生は、それぞれ各個人の関心や意識を反映させつつ、
地道な学習とリサーチを重ね、レポート執筆に挑んでくれた。今年度は過去最大の参加数で、
文学部の初年度教育の演習科目としてはかなりの大人数となった。このため、例年は個別に
リサーチやレポートの手法を学び実践していって貰っていたが、今年度は五つの班を編成し、
それぞれのグループで作業にあたってもらった。各班のなかで学びあうことが切磋琢磨と言
わずとも予想以上に成果を出した一方で、それによる煩わしさを実感した受講生もいるだろ
う。しかし、これは例年にない面白い演習となった。
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て、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。
・

・

・

・

・

・

・

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
していくことをご理解頂きたい。

担当講師 金澤宏明
（明治大学 文学部 兼任講師）
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