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京都大学

論文題 目

博 士(文 学) 氏名 根 津 由喜夫

ビザンツ貴族 と皇帝政権

コムネ ノス朝支配体制の成立過程

(論文内容の要 旨)

序章11世 紀 ビザ ンツ政治過程論の射程 一 課題 と方法 一

ここでは、学説史に基づいて本論文の課題が提示 され る。まず、11世 紀 を中期 ビザ

ンツか ら後期のそれへの重大な転換期 と見なしていた研究がかつての輝 きを失 う一方、

それ と時を同じ くして、かつては否定的に論 じられ ることの多かったビザ ンツ貴族層

への再評価 が進 み、彼 らが主導 して樹立 した コムネ ノス朝政権 に対 しても正当に評価

す る機運 が高 まったことが指摘 される。そ うした貴族層の構成員 を詳細 に分析するた

めに活用 され るのがプ ロソポグラフィーの手法であ り、それは近年 の印章学の発展 に

よって急速にデータを増大 させ ている。本論文 は、11世 紀 のビザ ンツ政治過程で主導

的な役割 を演 じた貴族層の動向をプ ロソポグラフィーの手法 を用いて分析 し、彼 らが

コムネ ノス朝 の支配体制 を樹立す るまでの過程 を究明す ることを課題 とす る。

第1章 コンスタンティノープルの都市騒乱 一 皇帝改廃劇のシナ リオ ー

本章では、11世 紀 ビザ ンツ政治過程 でしばしば重要な役割 を果 たした首都 の政治勢

力(元 老院、教会人、首都民衆)と 、属州で挙兵 し首都 に進軍す る貴族反乱 との相互

関係が論 じられ る。まず、 この時期、帝都 で勃発 し、 しば しば在任 中の皇帝 を窮地 に

追いやった都市騒乱は、上記、3つ の勢力の連携 によって実行 されたこと、そして、

これ ら3つ の勢力 は相互 に社会的出 自で共通す る部分 があった ことがそ うした連携 を

容易 にしたと考 えられ ることが指摘 され る。 これ に続いて、 この時期 に頻発 した貴族

反乱の成否は、実質的に都 の内部でそれ に呼応す る騒乱が発生 し、総主教の承認の許

に現職の皇帝 の退陣 を要求す るかどうかにかかっていたことが2つ の反乱の事例 を通

じて検証 される。首都 の前面 に達 した反乱将軍は、武力 で都 を攻略す る意志をもたず、

首都 の内部勢力 によって現皇帝 が失脚 した後 に平和的に都 に入 るのを期待する一方、

現職の皇帝も、都の騒乱が高ま り、総主教 も敵の陣営に転 じた時点で帝位 を放棄す る、

とい う行動様式が一般化す る。この点で、1081年 のアレクシオス ・コムネ ノスの帝都

侵攻劇は、従来の行動規範 を逸脱す るものと解釈 され るのである。

第2章 ビザ ンツ軍事貴族の実像

ここでは、本論文において事実上 の主役 を演 じることになる軍事貴族層の相貌 が明

らかにされ る。まず、いかにして11世 紀の 「貴族」が生 まれたのかが考察 され る。彼

らの一部 はそれ以前か ら知 られ ていた家 門の後喬 だったが、バ シ レイオス2世(在 位

975-1025)に よって登用 され た新興家門 については出 自が明 らかでない もの も多い。

ほぼ確実 に言 えるのは、彼 らが基本的 に軍事組織 の中で栄達 を重ね、その地位 を次の
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世代 に継承 させてゆ くなかで高貴な血筋 とい う名 門意識が生まれ、それ がや がて ビザ

ンツ軍事貴族層の形成 をもたらした、 とい うことである。彼 らは高位の武官 として配

下の将兵 と緊密な関係 を結び、前者 が一時的に将軍職 を離れた ときでもしば しばそ う

した紐帯 は維持 されたのであ り、そのことが軍事貴族 の社会的勢威 の基盤 を成 したの

である。11世 紀 にはそ うした貴族勢力 が帝 国各地に割拠す る様相 を呈 し、互いに皇帝

権力 を巡 って競合す る状況が生 まれていた。

第3章 ビザ ンツ貴族反乱の東 と西 一11世 紀中葉の事例か ら 一

3章 以降、議論 の中心は11世 紀 中葉以降の政治過程論 に移 る。 とくに議論の中心 と

なるのは、 この時期に頻発 した貴族反乱の顛末 とそれ らの結果 として成立 した皇帝政

権の政権運営 の実態についてである。3章 は、世紀半 ばにバルカ ンと小 アジアで相次

いで発生 した貴族反乱が比較考察 される。1047年 にマケ ドニア地方で発生 したレオン ・

トルニキオスの反乱 と1057年 に小アジアで挙兵 したイサキオス ・コムネノスのそれは、

いずれ も地域 の貴族勢力が結集 して属州 の彼 らの本拠 で挙兵 し、首都 に進軍す るとい

うよく似 た経緯 をたどる一方で、前者 は結局、反乱 に失敗 し、後者 は政権奪取 に成功

して反乱軍の大将 であるイサキオス ・コムネ ノスが皇帝の座 に上 る、 とい う対照的な

結果 となってい る。 ここでは、両者 の成否 を分 けた要因が探求 される。2つ の反乱 を

比較す ると、 トルニキオスの反乱軍 の組織的脆弱性 とイサキオスの反乱軍の強靭 さが

看取 され るが、最終的に反乱の成否 を決 したのは首都勢力 の向背 にあったことが判明

した。 トルニキオスの反乱では、首都 内の政治勢力が終始、現職皇帝 を支持 したため

に反乱は失敗 に終わったのに対 して、イサキオス ・コムネ ノスの反乱の際 には、首都

勢力 の決起で現職皇帝が退陣 を強い られ た結果、帝都 の門は平和的に反乱者 に開かれ

ることになったのである。

第4章 イサキオス1世 とコンス タンティノス10世 の治世 をめ ぐって 一 過渡期のビザ

ンツ皇帝政権 一

本章は、前章で皇帝 に登位 したイサキオス1世 コムネ ノス(在 位1057-1059)と そ

れに続 くコンスタンティノス10世 ドゥーカス(在 位1059-1067)の 治世 が考察の対象

となる。彼 ら2人 は、 この時期の皇帝 には珍 しく皇帝 の座に留 まったままで天寿 をまっ

とうす る一方で、いずれも 自らの血族 に帝位 をスムーズに継承 させ ることはできなかっ

た。その要因を探 ると、イサキオス1世 は、親族 を含 む他 の貴族たち と隔絶す る絶対

権力 を占有す る皇帝像 を追求 したことが彼の孤立 を生 み、それが親族への帝位継承の

芽 を摘む結果 を招いた ことが判 明した。 これに対 して、他 の貴族たち との融和 を図る

一方で、生前から息子への帝位継承に腐心 してきたコンスタンティノス10世 の場 合は、

同帝治世 中の対外情勢 の悪化の結果、 ドゥーカス家の政権 を維持す るためにはあえて

外部 の軍人 を政権 内に招 き入れ ざるを得 ない事態 になっていた ことが明 らかになる。

第5章 ロマノス4世 デ ィオゲネスの 「敵」一 マ ンツィケル トへの道 一

本章では、対外危機 に直面す る帝国を救 うべ く先帝 コンスタンティノス10世 ドゥー
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カスの寡婦 と結婚 して皇帝 の座 に就いた ロマ ノス4世 の治世(1067-1071)が 対象 に

なる。軍事的勝利 を足がか りに自らの王朝樹立を図る皇帝 と、帝位確保 に執着する ドゥー

カス家 との問の抗争が高 じ、その結果 として皇帝 は賭 け ともいえるセル ジュー ク朝ス

ルタンとの決戦 に臨む ことにな り、それが ドゥーカス家の成員 の背信行為で大敗 に終

わ るまでの状況が明らか になる。 この時期、いずれの党派 も 自己の権益 を守 るために

は国益 を犠牲 にす ることも躊躇わなかったことが帝国の衰運 を招いたのである。

第6章 ビザ ンツ領小アジアの解体

ロマ ノス4世 に代わって帝位 に就いた ミカエル7世 の治下(1071-1078)、 トル コ人

の小 アジア侵攻が本格化 し、現地の ビザンツ支配体制 は崩壊 しつつあった。本章は、

この時期 に小 アジアの3つ の地域で発生 した反乱を取 り上 げ、それぞれ の地域が抱 え

た事情が反乱 の展 開に反映 され ていたことを浮かび上 が らせ ることを試 みている。イ

ス ラーム勢力 と境界 を接す る小 アジア東南部 で勃発 したフィラレ トス ・ブラカ ミオス

の反乱は、現地 に取 り残 された ビザンツ軍部隊 を集め、保護者 を求める地域住民や諸

都市 の支持 を得て支配領域 を拡大 させた。そ うした事情か ら、彼 らには首都 に進軍 し

て帝位 を望む意図も能力 もなかった。一方、小アジア北東部 を拠点 としたフランク人

傭兵隊長ルーセル ・ド・バイユール の場合 も、配下のフランク人傭兵の軍事力で地域

を防衛 しつつ、現地の ビザンツ行政機構 を利用 して自立的な領 国形成 を図っている。

彼の企ては、中央政府 に派遣 された征討将軍 アレクシオス ・コムネ ノスによって阻ま

れ るが、それ は結果 として、ルーセルが支配下の地域 に整備 した防衛システムを破壊

することになったのである。前二者 とは異な り、小アジア中西部 を拠点 とするニケフォ

ロス ・ボタネイアテスは、故郷 を捨 てて首都 に進軍す る道 を選 んだ。彼 は、都 の内部

に多 くの支持者 を得た こともあって首尾 よ く帝位奪取 に成功す る。その一方 で、進軍

中に彼 を歓迎 した諸都市 に、同盟軍 の トル コ人 を守備隊 として残 したことは、実質的

に トル コ人 による各都市の 占拠 とい う事態 を出来 させ た。以上 のように トル コ人 によ

る小 アジア進 出には、その呼び水 となるよ うなビザ ンツ側 の多 くの行為 があったので

ある。

第7章 バルカンの兵乱

名 門の軍事貴族家門出身 のニケフォロス3世 ボタネイアテス(在 位1078-1081)に

は外敵の脅威 を一掃す ることが期待 され たが、む しろ彼の治世 はバルカンで継起 した

反乱への対応に忙殺 されることになった。これ らの うち最初 に挙兵 したニケフォロス ・

ブ リュエンニオスはバルカン東部、ア ドリア ノープル を本拠 に強力 な軍 を率いて帝都

に迫 ったが、都 に内応す る動 きがな く、最後 は皇帝方 との戦いに敗れている。次いで

バルカ ン西部 の軍 を集 めたニケフォ ロス ・バ シラキオスの反乱も、ブ リュエンニオス

の軍 を配下 に編入 した皇帝軍 によって制圧 された。 これ ら2つ の反乱 を鎮圧 した軍司

令官 アレクシオス ・コムネ ノスが西方属州の全兵力 を糾合 して挙兵 した とき、ボタネ

イアテス政権 の命運は潰 えた。コムネ ノスの反乱が過去の成功例 と異なるのは、都の
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内部 の政治勢力の協力 を得 ることな く、武力 で帝都 を制圧 した ことにあった。新体制

は首都勢力 になん ら配慮 しない軍閥政権 としてスター トす るのである。

第8章 ア レクシオス1世 の権力確立過程 一 軍幹部層構成 と陰謀事件の分析か ら一

即位 したア レクシオス1世 コムネ ノス(在 位1081-1118)に は、対外危機 を克服す

るために強力 な軍隊 を整備 し、それを十全 に掌握す ることが急務だった。本章は、2

度にわたる南イタ リアのノルマン人 との戦役 に従事 したビザ ンツ側 の人員 を分析 し、

さらにその間に発生 した2つ の陰謀事件 の顛末 を追 うことで、皇帝 の支持基盤がいか

に推移 したか解 明す る。結論か ら言 うと、即位当初、皇帝 は彼 の反乱 に加担 した有力

貴族 たちに依存す る度合いが大 きかったが、2度 の陰謀事件 を経て、かつて皇帝 と対

等な家格 を誇 った門閥貴族が後退 し、古参の軍幹部層 も退場 した結果、治世末期近 く

になると皇帝 の周囲 を固めたのは実務官僚や職業軍人 な どの新興家門や皇帝従者層出

身の人々であることが判明す る。そこか らは政権 内で皇帝権力 が確実 に強化 されてい

る状況が読み取れ るのである。

第9章 ビザ ンツ属州行政と名望家層 一 コムネノス朝期のテッサ ロニケ地域を軸に 一

本章では、アレクシオス1世 治下の属州行政の実態 を探 る試みがテ ッサ ロニケ地域

を対象 になされ る。ア トス山修道院文書 に残 され た訴訟や不動産取 引に関する情報 を

まとめると、 この時期 の属州統治の特質が明 らか となる。当時、地方総督の地位 は皇

帝親族 に委ね られ ることが一般的だったが、彼 らはその実務 を文官家門出身の私的従

者に委託 してお り、後者 と在地名望家上層部 の連携 によって事実上、 日常の統治業務

は運営 されていたことが明 らかになった。両者の連携 が円滑 に維持 され る限 り、相対

的に平穏 な状況が保持 され たのである。他方、総督配下の文官系従者の一・部 は現地社

会に定着す る傾向もあ り、 こうして形成 された在地名望家層が中央 に対 して 自立的姿

勢 を強める12世 紀末 に帝 国は内部崩壊 の危機 を迎 えることになろ う。

第10章 コムネノス朝支配体制の存続 一 アレクシオスー世没時の権力闘争を軸に 一

最後 にアレクシオス1世 没時の帝位継承 をめぐる抗争 を対象 に、同帝 が樹立 したコ

ムネ ノス朝の支配体制が次世代 に引き継がれたことを見届 けることになる。父帝 の死

に際 して、嫡男 ヨハネス2世 は、彼 の義兄ニケフォロス ・ブ リュエ ンニオスを次期皇

帝に擁立 しよ うとした姉アンナ と母エイ レーネーの策謀 を退 け、権力 を掌握す ること

に成功す る。 それ は、エイ レーネー とアンナが標榜す る、皇帝 が他 の貴族たち との連

携、協調 を保 ちながら、全体の調整役 としての役割 を果たす よ うな穏和 な統治体制 を

指向す る路線 が退 けられ、アレクシオス1世 とヨハネ ス2世 の父子 が 目指す、皇帝が

強力 な リーダーシ ップを揮い、軍隊を基盤 とした武断政治 を敷 き、コムネ ノス家に権

力 を集中 させ よ うとす る路線が勝利 した ことを意味 していた。

この ように、11世 紀後半の相次 ぐ内乱の末に ビザ ンツ帝国は、 コムネ ノス家の皇帝

の下で新 たな支配体制 を整 えた。その支配体制 は、10世 紀 の集権的国家機構 とは大 き

く様相 を異 にしていたが、その一方 で、かつて コムネ ノス朝政権 に付 されていた 「封
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建貴族の連合政権」 といった定義付 けは現実に合致 しないものであった。そ こでは、

コムネ ノス家 の武人皇帝 に統率 され、家 門の原理 で組織 された新たな国家体制が築か

れていたのである。
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(論文審査の結果 の要旨)

第二次大戦後、 ビザ ンツ史の巨匠、ゲオル グ ・オス トロゴルスキーは、11世 紀の ビ

ザンツ帝国を、地方の貴族勢力の台頭 により集権的な国家機構 と官僚制の解体が進む、

衰退 と没落の時期 と解釈 し、彼 の説 は 「ビザ ンツ封建制論」 として後続研究 に大 きな

影響 を与えた。しかし1970年 代以後、11世 紀の ビザ ンツ貴族に関する実証研究の進捗

に基づき、貴族のポジティヴな政治的役割 を評価す る研究 が現れた。なかで もW・ ザ

イプ トの印章資料の活用による貴族研究や、1990年 代のJ-C・ シェネによる、10世 紀～

13世 紀初の史料 を網羅 した貴族研究 に代表 され る、プ ロソポ グラフィーの手法(個 々

人の地位、境遇、キャ リア、親族関係な どの伝記 的データの集積 と連関によって特定

の社会集 団の特質 を明 らかにす る方法)は 注 目すべ き成果 を生み出 した。 このよ うな

研究動向をふまえ、本論文は可能 な限 りのプロソポグラフィーのデータを活用 しつつ、

地方貴族家門の反乱 と首都 の皇帝政権 の頻繁 な交代によって特徴付 けられ る11世 紀 ビ

ザ ンツ帝 国政治史の再解釈 を 目指す ものである。そこで明 らかにされ るのは、帝 国の

支配エ リー トの人的関係 と相互作用 によ り醸成 され る政治過程 と政局変動のメカニズ

ムであ り、そ うした過程 を経てアレクシオス ・コムネ ノスによ り樹立 された 「コムネ

ノス朝支配体制」 のあ らたな歴史的意味づけを行 うことが本論文の課題 とされ る。

本論文 の全体的特色 と、評価 に値す る点は以下のとお りである。

1.全 ての章 にわたってプロソポグラフィーのアプローチを貫き、反乱の首謀者、帝

位纂奪者や地方 と首都 におけるその支持者 に関す る官職、爵位、親族 ・連携 関係、政

治的キャリア、地域基盤、そして成立 した皇帝政権の人的基盤 な どが、膨大な文献 と

史料 の博捜 によ り詳細 に解 き明かされた。またそ うした人物情報 と年代記な どの叙述

史料 の精読 によ り、政治エ リー トたち個 々人 について、その行動 を導 く利害関係、政

治戦略、 さらには重大 な局面での行動 を決定づ ける動機や思惑 にも及ぶ精細 な考察 と

叙述 を行 うことが可能 となった。 こうして当時の貴族 たちが置 かれていた具体的な状

況 と、 これ に対応 した行動選択 のプ ロセス をふまえた政治過程 の把握 によ り、従来の

官僚制集権国家か ら封建貴族の連合政権へ とい う図式的な理解 を批判 し得た ことは、

本論文の第一 の功績である。

2.ビ ザンツ帝国の政治が首都 コンスタ ンティノー プル を中心に展 開したことは 自明

であるが、11世 紀には地域社会が貴族 の自立的存在基盤 として、従来 とは異なる意味

を持 ち始 める。論者は ここで もプロソポグラフィーの手法によ り、帝国の東西、小ア

ジア とバルカンの地域社会 を考察す る。小アジアから北シ リア、黒海西南沿岸地方 に

及ぶ東部 の地域社会に関す る論者の考察 は、軍事貴族家門の動 向、有力貴族家門の連

合による門閥形成、そ してアル メニア系貴族、あるいはフランク人傭兵隊長 による半

ば独立的な支配領域の形成 とこれ を支 える人的結合、地域防衛 と住民の支持 な ど、多

くの新知見を示 してい る。他方、11世 紀のバルカ ンにおいては 自身の軍事力 に基づ く

地域的貴族門閥は存在せず、反乱 による皇帝位 を狙 う有力家門です ら、委ね られ た帝
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国駐留軍 の指揮権 が軍事力 の基盤 であった。 しか し論者は こうした一般的な認識 レベ

ルに とどまらず、修道院文書 を手掛 か りとしたバルカンの一属州、テ ッサ ロニケの地

域社会のプロソポグラフィカル な研究 により、 コムネノス朝時代 の同地域の支配層 を、

①行政の トップにある皇帝家門である 「コムネ ノスー門」、② 「彼 らの私 的従者や小ア

ジアか らの移住者家門」、⑧ 「在地名望家」に区分し、② の集団が、首都で生活する トッ

プ集 団と在地名望家 を媒介 し、中央 の意思、地方 の要望 を伝達す る役割 を果 たしてい

たことを明らかにした。 このよ うな中央 と地方の人的 レベルでのイ ンタラクシ ョンの

実証的解 明は、先行研究 にお ける、地方貴族 門閥に支 え られた政権 とい う認識 とは異

なるコムネ ノス朝支配体制 の解釈 を可能 にし、またその支配体制の安定 と、12世 紀末

の動揺 を考 える上 でもきわめて重要な意味 を持つ。

3.オ ス トロゴルスキーの研究 の影響 下に、 コムネ ノス朝 の支配体制 を 「貴族連合政

権」、 さらに西欧モデル にな らって 「ビザ ンツ封建制」といった図式で理解す る先行研

究 を批判 しつつ、論者 はコムネ ノス朝の創始者ア レクシオスの皇帝政治 を支 えた人々

を、2度 のノルマン人に対する戦役 に従事 した人員を中心に、独 自のプロソポグラフィー

の手法 によ り分析 し、次の点 を明 らかにした。すなわち、アレクシオス治世末期には、

皇帝家 と対等 の貴族門閥が後退 し、皇帝 の周囲 を固めた実務官僚や職業軍人な どの新

興家 門、そして皇帝従者出 自の人々が支配体制の人的基盤 を形成 してお り、 この意味

で 「封建貴族 の連合政権」 とい うかつての図式 は実態 にそ ぐわない。ア レクシオスが

1081年 の反乱により構築 した支配体制は、地方 から首都 に再結集 した コムネ ノス家お

よび これ と血縁 ・姻戚関係で結びついた貴族集団二 「コムネ ノスー門」 を中核 とし、

武人皇帝 アレクシオスの家父長的な権力 によ り統制 ・統率 された政権であ り、家門の

原理で組織 された専制国家であった。この結論は90年 代以後の研究動向にそ うもので

はあるが、論者 自身の実証研究 はこの動 向を一層確かなものとした。

本論文全体 の特色 として、 ビザ ンツ帝国の政治構造 の推移 を読み取 るマ クロな視点

とともに、政争劇 を繰 り広 げるアクターの個性、利害、関心、反乱の諸局面における

行動選択 の動機、思惑 にまで立 ち入 った、精彩 に富む政治過程 の叙述 を挙 げるべきで

あろ う。そ うした叙述 においては、 ときに論者 自身の価値判断に基づ く役者 たちの思

惑や意志 の付度が、実証的考察 の域 を超 えてい るかの印象 を与える。人物の行動 を描

く際の情報源 である年代記史料 の扱い方 には、今少 し慎重 さが必要であった。 しかし

この点 も本論文の価値 を大 き く損な うものではない。

以上、審査 した ところによ り本論文は博士(文 学)の 学位論文 として価値 あるもの

と認め られ る。なお2013年1月7日 、審査委員が論文内容 とこれに関連 した事柄 につ

いて 口頭試問を行 った結果、合格 と認めた。
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