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スペイン史研究文献

近世期人口編
本稿起草の目的が︑スペイン近世人口史研究資料の紹介にある
以上︑本来ならば︑原史料鯉題にも相応の紙葉を割いてしかるべ

きであるが︑容易に利用し難いものは割愛し︑論及の焦点を近時
の関係論稿に絞って︑以下行論中で現時の研究水準を概述するに
とどめる︒

原史料・編纂史料・当代文献
そもそも︑望みうる最適の史料が同一目的・同一規準による全
域的住民登録であるのは周知の事実であるが︑この種の住民調査
は頻繁に施行されておらず︑しかも︑実施当時における内容的不
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いったい︑妾国史研究上最も豊かな史料的宝庫は

分析手法の適用に耐えうるものが多い︒

組織体記録であり︑その内容は概して詳細にわたり︑近時の人口

あるのが︑当国各地の市町村自治体記録と︑同業者組合のごとき︑

久しい学術的常識である︒この外︑最近脚光を浴びて登場しつつ

なる教区民調査が補完的史料として重用されてきたのも︑すでに

こで︑その性質上局地性は否めないにせよ︑三界権威当局の手に
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完全さと時間的経過に伴う脱落欠損から︑現存史料必ずしも完壁
たりえず︑論議発生の余地︑異論輩出の必然性を残している︒そ

（二）

であるが︑現在までの史料渉猟で知られる限り最も広域綜合組織

査﹂︑その補足的役割を担うく厳ρω冠嵐︒団編﹁聚落調査報告﹂︑

近世初期研究に不可欠な目08N巴oN編﹁O転転5王国人口調

レ

的な住民登録を収録保管し︑現代研究の発祥源として特別の意義

一八世紀に関する﹁跨讐口α9の調査﹂︑ ﹁困︒は島ρ話窪oρの調査﹂

の都合四点のみで︑第二﹁報告﹂は日国︒︒ooユ緯大修道院の保

を持つのは﹁鎗巴帥po器総合文書﹂で︑嶺文書館にば︑艶国ωoo鼠巴

大修道院保存の一点と共に︑少くとも数件の微税対象住民調査記

管に︑第三第四の﹁調査﹂は菊①巴＞oρα①ヨ蜜α①冨国粉米︒誌ρ図

書館の所蔵になるものである︒りOo口N既oN神父編纂になる第一

録が未刊行のまま堆積している︒

さて︑現在利用可能な人口関係編纂史料は︑

に就任︵一八一五一二八年︶中︑荘風な綴りの中から︑
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分記録書﹂を発見︑それに﹁一五九四年O塁艶罫王国各県及び
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原史料・編纂史料と並んで︑唯単に学説的発展過程を知るため
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扱い上注意すべきは︑各著の論旨が往々主観的過ぎる余り︑時に

記述﹂であり︑この種の文献資料も無視し難い︒ただし︑その取

のみならず︑参照すべき重要な史料的価値を有するのが﹁当代人
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偏見に導く危険性を含み︑特に引用数字が著しく現実から遊離し
ている事例が多く︑論及対象地域がO器げ巳帥高原台地に偏する
嫌いが認められることである︒
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現代人口諸学説の史料的根拠ないしその理論的骨子 あるいは
現代研究文献

さて︑我々の当面の関心事たる﹁現代研究文献﹂は︑これら根

本史料ないし文献資料に基いて展開されてきた今日までの学的所

産に他ならないが︑史家それぞれが依拠する史料の性格ないし史

料解釈の如何によって︑各種人口学説が誕生︑分立してきたのは

蓋し当然と雷わねばならない︒そこで︑各学説の理論的基礎を︑

各々の史料ないし資料に照らして検討すれば︑人口史研究の発展

過程が自ずから判明するであろうし︑こうした学説の対比的考察
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け㊤︿幽①ρ日︾こ目冨Ooこ窪○Φ一詳βqo臣ω冨ぼ︵目︒巳oP ヤ人の追放が少なからず影響したと思われる︒⁝⁝しかし．そ

切・竃︒︒︒窃にとっても︑

の後この人的損失はモジスコの追放によって薪たな大損害を受け

ピρ︒︒09①α巴8℃践︒δ①p9るまで回復し︑その後改善される︒﹂

﹁新

﹁司Φ遷磐αPH舞げ︒一治政期以後当国の経済事情は長期的衰微に

向い︑その最も顕著な局面が人口減少であった﹂のであり︑

大陸発見前の一〇年間よりユダヤ人・モリスコ追放後の一六年間

﹁一六世紀︑なかんずく同世紀最終四半期

を経て︑一七〇〇年を最低に︑〜八世紀に入って増大︑回復した︒﹂

更に︑︾・○蹄鴛αは︑

経て︑一七ニ累年にはすでに漏棄しうる増大があり︑一八世紀の

蜜・Oo一旨①貯︒は一五世紀末葉より一八世紀末葉に至る長期的人

残り全期を通じて拡大される﹂との結論に達している︒

口趨勢を推定するのに︑ρ巳暮書一一5︵一四八三年︶︑β09N艶①N

ﾜ九四年︶︑ 七九七年の三人口調査を対比するが︑︸五世紀

末葉に関する極端な誇張住民数と︑一六世紀末葉の︑史料的にヨ

リ信懸度が高く︑実数的にはヨリ低い︑住民数評価とを直接結合

するため︑一六世紀全期と一七世紀初頭を継続的人口減少期と観

察し︑減少二大要因として二大異数徒追放を特筆せねばならず︑

モリスコ追放薩後を人口最低期と推定︑これを明白な増大期たる
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O霧窪蚕王国は一六世紀

まず︑鍔・09日①マ︒によれば︑﹁一五九四年の人口調査結果と一

四八三年のそれぞれとを比較すれば︑

に一︑︸九八︑四〇〇人を失ったが︑そ礼には一四九二年のユダ

（「

スペイン史研究文献（⇒（西澤・近藤）

一八世紀増大説

を展開する︒彼は一六世紀初頭に関する従

来の住民評価に修正を迫り︑それを大婚に引下げたが︑その後の

復︑

くので︑その論理的帰結として︑一七・八世紀を人口回復期と結

研究成果からすれば依然高すぎる彼の算出住民数を︑同世紀末葉

八世紀︑しかも末葉時の住民調査数に照合して︑長期趨勢を誕

論せざるをえなかった︒

の日・08N鋒ΦNの﹁調査﹂と関連せしめた結果︑同枇紀の人口

動静を悲観的に画くことになった︒しかし︑一七世紀に関しては︑

bウ・冒︒︒︒⑦G・りの場合︑一六世紀中に少数都衛が経験した増大傾向

に言及するものの︑根本的には︑ρ鳳暮ρ巳一団の﹁報告﹂を重視

同世紀中葉の住民登録を初めて採用し︑当世紀人口減少説の妥当

結局︑以上三者は一六世紀初頭に関する前記二史料と同世紀宋

し︑人口減少促進原因を前記の二大異教徒追放に帰すのみならず︑

いる︒ただし︑モリスコ追放後の趨勢に関しては︑︑当代記述の悲

葉に関する8・08N鋒①Nの﹁調査﹂ の史料的価値を重視する点

性を確認した︒

観的人口観に依拠して︑一七世紀全般的減少を説く点で見解を異

で共通するが︑問題は︑史料の信十度に関する配慮もさることな

推定住民数についでもン墜09ヨ①冒○の見解を全面的に踏襲して

にしており︑この点で︑一歩の前進を示した︒

ては当期に最も近い時点の数値を用い﹂︑同世紀中葉に関しては︑
へ
﹁ニハ四六年のO霧議訂住昆登録︑一六五〇年の﹀墨αqひ昌のぞ

九一⁝九四年施行のO霧葺す課税人名簿︑その他諸地域につい

〇五年の兵役負担者名簿を採用︑一七世紀初頭に関して︑

﹁一五

基準として︑従来のρロ陣馨ρ巳三飯の﹁報告﹂を廃して新たに一五

全で︑一三︑○○○聚落中︑六三六力村のみが回覧質問状に解答

手になる地勢調査報告書であるが︑轟調査の結果はきわめて不完

史料は︑いわゆる舅⑦一嘗Φ二世の人口調査︑即ち︑一五七四年着

3国師ρは︑一六世紀末葉について

しうるかどうかであり︑事実︑史料の信頼度に懐疑的な蜀・と−

えられる結論が経験朝議実としての人口趨勢の実態を果して意味

がら︑〜○○年余の時間的断絶のある二史料を直線的に結合して

か︑その他諸地域については一八世紀初期にO■d碁錠詳が蒐集

したにすぎず︑かかる結果から全人口状態を推定するのは軽卒で

諺・Q貯貧αは︑一五世紀末葉ないし一六世紀初頭に関する評価

した史料によって補う﹂と共に︑一八世紀に関しては︑一七二三

あろう﹂と言う︒それにしても．﹁疑いないのは全体的にはこれら

圓答が多くの場所で住民減少を告げていることであり︑したがっ

﹁具体的情報を与える唯一の

年のqNけ母貯一七五七年施行の人口調査諺δ巳？コ︒瓢Oρ巨ρ詳︒ρ

の両調査を根拠に︑〃一六世紀一七世紀前半減少︑同世紀後半回
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て︑一五九四年に嶺半島で施行された人口調査中最大住民数を示
の結論に達した︒

落は軽微の増大を示し︑贈呈的には緩漫な長期的修正である﹂と

を幾分引下げたものの︑

﹁一五；○年を一五四一年差りも︑また︑

そして︑罵こ・切︒きも︑概鐸住民数に修正を加え︑人口水準

す︑との断定は︑あまり真実性を持たないことになる﹂として︑
一六世紀初頭人口最大説ないし同世紀人口減少説に傾きつつも︑

この従来の通説と新たに認められ始めた同世紀末葉最大説との間

根拠はなく︑それは一四八二年にρ9暮業曝頃ρが発見した結果

一五四一年を一五九四年よりも基礎薄弱な算定方法と見倣すべき

さて︑経験的事実に則した人口動静の把握に︑各個間の時間的

ほど薄弱だと云うのではない﹂と言明する以上︑根本的には囚・

を逡巡し︑独自の趨勢論を展開しなかった︒

隔たりが出来るだけ少い同一性格の一連の史料の分析が最も真実

国麟窪賃説を支持する結果になったのは蓋し当然である︒

かくして︑その史料的価値が高められ︑人口趨勢算定の基礎とな

に近い結果を与えうるのは明白であるが︑この点︑H︿・匿9︑げδ同は︑

は日・Oo壽巴oNの調査中に収録されている一五三〇︑一五四一︑

を組織的に結合・対比して︑ρロ貯富三一冨の﹁報告﹂を誤認する

○㌶pρ山雲に関する︑一五五三年についてはく9︒一窪︒一2︾舜σqひ昌

程遠く︑事実︑囚・国餌σ属目も一五三〇︑四〇年について理事鼠ρ

った日・○○⇒N巴oNの編纂史料といえども全幅の信頼を置くには

限り当世紀の部費動向を誤解に諄く論理的必然性を論破︑一六世

に関する情報の欠如を指摘しており︑更に︑この種の徴税目的人

一五五一二︑一五九四年に関する住民記録を初めて重用し︑それら

紀継続的人口増大説しかも増大率約には一五六〇年魚高説を樹立
門・OoロN鋒oNが挙げる一六

口調査では︑納税義務回避のため︑申告住民数が実際数を下廻る

一七世紀に関して︑

ゴ

する︒そして︑

ル

公算が大きい上︑課税対象たる平民階層と免税階級たる劇職者・
ダ

四六︑九四両年におけるO器叶已9の限られた市町村住畏数︑一

下級貴族階級との混同・誤記・脱落などの可能性を含んでいる︒

イ

七二三年のqN面罵Nの評価住民数および各種評価に基いて︑

この燃︑9切立舜携は︑﹁彼の一五一二〇年に関する数字から目ρ

一五四一年

﹁諺巴ρ旨︒㌶諸都市を除く全都市は一七世紀前半に顕著な減少を

ゴ

Oo把訓ρの人口が脱落し︑しかも平民数のみなのに︑
ル

示し︑ほとんど例外なく半数を︑多くは四分の三ないしそれ以上

に関するものには下級貴族も算入されている﹂と国・頃麟三震を

ダ

も︑特に内陸部諸都市︑なかんずく︑北部都市が南部都帯以上に︑

批判︑前者については算出脱落数を加え︑後者については特に

イ

﹁相当数の中小村

失った﹂とし︑一方︑同世紀後半については︑
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って︑一六世紀前半期の人口水準は後半期との関係において相対

的に高くならざるをえず︑その結果︑

○⇔一一︒す地方に関する史料操作上の誤りを調整するので︑彼によ

れば︑

は困難であるが︑一五六〇年頃以降減少し始めたと信ずべき指標

﹁人口最大期を決定するの

なかった﹂ことになる︒そして︑両年度に関するその新たな調整

がある﹂との結論に達している︒

﹁無期間内の人口増大率は囚・出餌差霞が考えた程大きく

数に基いて一五三〇年以前と以後の人口発展率を比較すれば︑前

肖・日Uρく冨︒︒は﹁O器三三に関して最も信頼しうる史料は一

四八二年の世帯調査であり︑⁝⁝最も正しいのは︹当時︺O窪窪獲

へ

頃麟σ︸段の一五九四年に関する

恐らく意味しないであろう︒ヨリ妥当なのは一五六〇年における

のそれを若干上廻るが︑これは一六世紀全般に百⁝る着実な増大を

ヘ

O器議冨住民評価数︵七︑〇七九︑〇五七人目は﹁一六世紀初頭

ていたとの推定である﹂とし︑

の数字に 王国が七〇〇万人置︑︾鎚σq9μ王国が三〇〇万人弱の人口を有し

者の方が後者に優るとして︑一五三〇年頃を人口・経済的衰微開
始期と推論するに至った︒

閑・○鍵窪qoも︑一五三個年に関する8・Oo膨N巴⑩N

みられる︑少くとも五地域︑すなわち︑○北畑ρ護︒巳︒訓⑦αρ

ﾏ暮βσqρ日鐸団︹以上O巴三ρ地方︺とO轟二巴ρ全域︑更に︑

﹁良工σざ目は無謀な結論を導き出している﹂と言

O義母㌶ω群島の脱落に加えて︑他の六地域に関する情報の不完
全さを指摘し︑

ダ

ル

ゴ

団餌σ︸Φ巴は登録漏れ住民数に国王直轄領民・聖俗領主所領畏を推

族を二度加算している︶を加えた住民総数は高すぎ︑他方︑閑．

査﹂とを再び対比しており︑その限りにおいて︑彼は軽微な人口

ρ歳暮ρ鼠漏pの﹁報告﹂と同世紀末葉に関するOo欝鋒①Nの﹁調

当説は︑

〜○○万人減少し始めたとの説明である﹂という︒したがって︑

い︑一五四一年に関して︑日・OO口N巴①NのO霧窪冨平民世帯数 約八○○万人に達すろまで増大し︑その後嗣世紀末葉にかけて約
で

計︑加算したため︑﹁国点心韓は︑09罠巴①Nを論難する時︑正し

増大を推論せざるをえなかった︒それに加えて囚・団似び︸爬流の

︵誇大評価されている︶に下級貴族︵而もンωε指導地方下級貴

いが︑修正数を受認する時正しくない﹂とする︒更に︑こうして︑

同世紀中葉最盛説を折衷的に導入しているのも明瞭であるが︑一

落しているΩ類岸ρO餌地方モリスコを加算すべきであると論じ︑

らかではなく︑また︑同世紀末葉に関する全国住罠総数をO霧艶冨

五六〇年当時のO霧岳㌶総人口を八○○方人と定めた典拠は明

7りOo一B①騨ρ切・ピ︒器︒︒同様︑︷六世紀初頭に関する

一五四一年に関する評価数を引下げるが︑同年について完全に脱

結局︑一五三〇︑四一年次に関する住民総数は増補され︑したが

（399）
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oQ

住民数と誤解し︑それを世紀初頭のO器窪田住民鋒出品と比較

理論的背燈として︑当国を含む当時の地中海諸国の一般的人口過

ると共に︑一六世紀継続人口増大説を定説として受け入れ︑その

剰現象︑その必然的結果として︑同海域周辺部よりの大規模な人

したこの素材酌矛盾に留意すべきであろう︒

さて︑近世物価変動史上画期的貢献を成した国・旨・鋤9日蓉8

問における人口増加率を一五％︑この増大を着実な経済的発展の

く追求していないが︑前者は一五三〇一一五九〇年の両人口調査

の時間系列的対比による動態的趨勢掘握を可能にしており︑分布︑

は︑当国各地の人口分布︑密度計測︑ひいては︑これら分析結果

知られるごとく︑一穴世紀に関する比較的豊富かつ詳細な史料

口移動︑特に大西洋方面への移住運動を︑また︑別の指標として︑

反映として弁え︑次世紀における減少率を二五％とし︑﹁o︒oσQ9．一2

密度分析面では

と︑団①嵩℃Φ 二世治下のスペインを地中海世界形成国の一つとし

↓o冨山P＜巴冨αoぱ仙のごとき工業中心地の住民数は半分以下にな

鎧生噛戸O霧鉱一︸o＞プ︑錠︒を特筆しなければならない︒ 旨野呂N

各国における異教徒の弾圧・追放をこの人口的圧力によるものと

り︑この減少は貨幣的混乱が頂点に達した一六五一−八二年にお

︾一日帥霧ρは︑近世期人口史料の性格︑史料解釈上の諸理念︑統計

て広角的視野から観察する同じd冨玉壷とは︑当時の人口動静

ける程急激な時期はなかった﹂という︒この際注意すべきは囚・

処理上の諸問題を．．い器Hα①霧⁝︑︑で解説し︑．︑O器9ヨδコ8ω⁝︑．

して︑独自の領野を展朋している︒

口9︑び︸①さ国・頻出㊤Bまop両者共に︑一五九四︑一六九四両年度

では近世期の内陸部求心的人口集中傾向から現代の沿岸部遠心的

における特に著しい貨幣的混乱︑したがって︑経済的衰微の絶頂

拠がなく︑ただ推断しうるのは︑国

五大別︑ついで︑○落窪獲王国領域を北部︑中部︑中間部︑警部地

に従って︑O器叶田P＞捧σqひ戸O葺帥一〇凱P窯壁︐ρ羅馬勺︒訴自σq2に

年に関する﹁調査﹂佐民記録に基き︑半島全域を照王国領域区分

静臥q貯

に関する同一典拠に依りながら︑前者が一七世紀後半における人

人口配分にいたる史的過程を︑長期概観的に展望する︒その特に

期を︑人口的最悪期と思考している点である︒他方︑男・ごd轟乙巳

域に四大別し︑各個について総面積︑総人口︑人口密度を算定︑結

寧切巳N︾一志碧︒︒卿︑動態把握面では

口的回復を説くのに対し︑後者は後半期における深刻化を推論し

優れた労作︑．U帥℃oσ罫9ひP：︑︑では︑日Oo嵩碁δNの一五九四

はカトリック国王治政期住民数に関する従来の過大評価を排撃す

船影帥讐まopが同世紀後半

ていることであるが︑現段階ではその真実性を決定する史料的根

を︑各自の主題との副次的関連において言及する程度で︑特に深
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局︑王国別には︑O霧窪㌶王国が半島総面積の三分の二︑総人口
の四分の三を糾合して最高密度を示したこと︑また︑当王国内部

を突く点で注目に畏いする︒

の一五三〇年に相当︶と

図胃巳N諸9穽ぎは一五二八−三六年の住民調査︵日・○○づN巴㊦N

的には︑中部高原台地が極度に稠密地域化していた事実を解明し

O窪窪一2諺鑓σQひ♪O暮㊤同年凹く窪窪︒一p＜詳＄饗讐Q9慧N8p

五九一年に関するものとを対比して︑

た︒ただし︑この分析結果は一六世紀末葉に関する︑いわば︑人

＞㌶︿ρ顕ρ＜鍵養八地域それぞれの人口増大数︑増大率︑密度分

セタ

口分布の静止平面図であって︑愚問的経過に伴う変動を誓える動

析を行い︑O霧葺冨の絶対的優勢と内陸的求心的人口集中現象を

メ

的断面図ではない︒

どころか︑その全く反対であったことに気付かなかった﹂とし︑

で一層強く活動するための基礎の移転を示したのであって︑損失

動が重大な損失を招来したのではなく︑経済的諸要因が別の場所

ば︑歴史家達は﹁衰微理念に囚われて︑国土内部における人口移

年頃の高原地域の支配的立場が世紀末葉にかけて崩壊し始め︑北

﹀巳巴暮㌶に分け︑前記同様の統計分析を施した結果︑一九三〇

王国四〇郡を北西部︑

正確な位置づけとその学漫な移動﹂を跡づけるため︑

五％に進んだ事実を把握︑更に︑

再確認すると共に︑当該期間内にこの集中度が七九％より八一・

趨勢的にはコ艮微に呼応するO霧鉱嵩ρにおける人口減少につい

端部臨海地帯︑東部沿岸地域南部︑特に︑O霧匹㌶誌面償Φ！︑ρへ

住民の移動性はすでにり9ρσQ尊︒が指摘しており︑彼によれ

ては同意見であるが︑全国的な人口減少を認めない点で見解を異

と人口中心点が移動しつつあった事実を立証している︒重ねて︑

O霧江＝即軍≦＆PO霧叶一目ρ冨男器ノ︑僧

O霧蕗＝ρ

﹁近世期における人口中心点の

にする︒主都と新たな経済的隆盛に恵まれた外端部沿岸諸県に対

は停滞したのではなく︑全くその逆だったのである﹂と結論する︒

五五一両年の住民調査を採用し︑当該一〇年間の全域平均増大率

も︑同世紀点葉における人口増加率の計測に当り︑一五四一︑一

一六世紀の09ω江＝㊤王国領域に視野を限定するO僧︒︒諜鷺︒＞プ︑霞︒

そして︑ 一五一六世紀における高原地帯より南部﹀昌⊆別口︒㌶へ

を五三％と算定︑地域的には︑高原地帯北部︵O霧巳二一騨く一①寅︶

して有利に実現された国内的移動現象を考慮すれば︑当国の活力

の︑一六世紀末葉以降の主都ッ壁島乙への︑その後における沿岸

および半島南端蔀︵︾巳ρぎ︒㌶︶における軽微な︑高原地帯南部

︵O①Qo峠一一一ρ︸9り梱瓢Φ︿帥︶および半島北端都．・北西部︵09葺筈ユ2

地方への人的流動を説いており︑こうした概略的把握の正否は別
としても︑入口的均衡を変えた国内的移動という史的事実の一面
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N鎮守霞2Ω聾︒雷︶における顕著な増大傾向を明示している︒

こうした地域別人口増大率と人口密度の分析結果を︑経過時間

歴史的事情に求めらるべきか︑こうした疑問に決定的解答を与え

る状態に達していない﹂︵︾・UoヨヨσqβoNOh二斜．︑り9醤汐9⁝︑︑︶

の議会宛覚書が示す住民数を﹁真実に最も近い数﹂として︑当時

では︑一六一一三年の軍団長続くΦ ①N㌶大使閃Φ三碧Ωo山Φ日︒δαo

のである︒この点︑艶UoB営σq器N9試Nは︑当論文で︑趨勢面

の業蹟は大きいが︑問題は各対比時点間の時間的間隔でであり︑

のO霧慈蚕総人口を六〇〇万︑当国全域で七五〇万と推定︑更

順に対比して一六世紀における人口の地域的移動性を把えた各々

俳話の場合︑約六〇年の開きを持つ同世紀初期と末期との直接対

に問題点を○憂事す高原地の小聚落に限定して︑同地域におけ

に対する

心した統一組織的な同種分析方法の適用であり︑これ

五三〇︑一五四一︑一五五三︑一五九一︑一五九四年の住民調査

る高度な概述書︑．い㊤ω09①αpα①ω℃鼠9ρ：．．︑では︑〃一七世紀

的衰微を概論する︒また︑その優れた一七世紀の人口問題に関す

る農村︑特に零細村落の例外なくしかも諸都市をうわまわる壊滅

ロルテス

に留まる点であって︑望ましい︑のは︑少くとも現在利用しうる一

比であり︑後者の場合︑同世紀薬園の一〇年間に関する短期比較

が実現される暁にはヨリ詳細︑具体的な動態的人口趨勢が首開さ

における人口推移に関する綜括的弓考

で一六二三年忌覚書を一

れるに違いないのである︒

六世紀末葉と比較して︑同世紀初期三〇年間の絶対怯急減少数︑

一〇〇万︑前半期における比較的安定と後半期における減少を

いずれにせよ︑近世初期の人口に関する現研究段階は︑詳細面
では︑例えば沃野部対山間部︑農村対都市のごとき地理条件︑聚

〃諸都市

人口趨勢の統計数的実証にいたっていない︒実際︑﹁一七世紀の中

紀はまだしも︑一七世紀に関する史料的根拠の欠如から︑同世紀

乾燥︵高原︶地帯の散在村落群︑中間地帯および南端地域の大規

浮沈を︑〃農村 に関しては︑北部乾燥地帯の極小村落群︑南部

での画一的激減︑爾部および東部沿岸地方における激しい個別的

の項では︑北部臨海地帯の軽微な増大︑中部高原地域

瀞規模別の深い比較考察にいたっておらず︑綜誌面では︑一六世

部地域がその経済的衰微に対応する人口減少を経験したのは否定

模村落群を識別し︑畏業聚落に共通な人口的疲弊を説いている︒

に関して以上概観して来た

現代研究文献

ならびに本稿節節で

最後に︑回≦8蕊≦く︒ωの編著になる一一点は近世期人日間題

し難くとも︑この減少が絶対的なものであったのか︑相対的なも
のであったのか︑真の人的損失であったのか人的均衡を変える移
住現象であったのか︑その原因は地理的事情に求めらるべきか︑
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（Galici，｛！a）

（1591＞

A．Girard

ン

論及する諸文献の研究成果を集大成した好個の概説書であり︑一
六世紀の増大的人口趨勢を︑閤．訟融藍巽と醤し■国p自一8昌に︑同
世紀末葉の人口分布状態を﹄・口色N＞一日窪︒︒ρに依り︑一七世紀

の減少傾向に関しては︑半島内陸部における減少と沿岸部におけ

る増大との全体的均衡ないし相殺関係を重視し︑激減を説く囚・
鵠似び五目を排して︑問題の焦点を国．︸9国ρ白凶津oP︸Uoヨヨσq器N

O答冒の軽微減少説とい閑巳Nとヨ§も・ρH．○冨σQ鎧①の停滞説に

絞っており︑その結果︑同世紀のOp︒・枠睡騨人口激減観を全域に

拡大解釈する習慣による通弊を指摘して︑この人的損失が一般に
信じられてきたほど激烈でなかったと説く︒そして︑ハプスブル

グ王家初期三代︑即ち︑一六世紀初期と一七抵紀末期の総人口を
慎重にも各々八−九〇〇万︑六一八○○万台と言ヶにとどめる︒
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更に︑一七世紀の人口推移にみられる二大局面として︑前半期に
おける減少と後半期における回復を説くが︑これは︑後述するご
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とく最近明らかにされた疫病の阻害的影響力に照らして︑一五九
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九−一六〇〇年の大蔓延以降一六四八一五四年の大被害にいたる
間の周期反復的な来襲を論拠にしている︒

100r

人q問題に関する地域研究の現状

］Ieo

当国近世期に関する地方人口史研究は︑前述のごとき史料的制

（403）

ユ05

（Cavaignae J
∫人
1200 ．ssLijM． 60imeiro

約と伝統的なO霧艶冨中心理念とによって︵近時のOρ富冨訓餌

書

一七一四−一七年の世帯調査が利用され︑聖界

穴〇

地方史研究の顕著な進展を除けば︑内陸国高原地域に集中してお
り︑各地域間の研究水準の差はきわめて大きい︒

b冨αq9地方関係文献

一六五〇︑

当地方関係の人口史料としては︑一四九五︑一五五三︑
三︑

文書︑自治体記録に基く研究は現われておらず︑〃現代研究

としては僅か数点があるにすぎない︒そこで︑これら各調査世帯
数の経過時間順対比が唯一の人口推移瀬高方法となるが︑その際

ω︒畦嘗○竃§裏写ρ︾﹂．︑りρ℃9蜀99島Φ冒＄あ︒σq9魚

8諺○号ぱ㊤㎝︑︑層＝酵︒ぎH日蚕轟寄p宕も・傘累ρ・コ器一℃9巳0

90Q窪伴選§ρ冤ω奉器N︵N母帥σqoNρお⑦︒︒︶M℃やδ一ーミ9

なお︑当地方を形成する全一二県中北部本県︾ぎωP園ま㊤σq︒護ρ

宣︒ρに関するQQo嘆窪︒竃︒簿巴ノ︑oの論稿も一六〇三年を当該三

県における人口最大期と結論するが︑それのみならず︑聚落規模

別検討を通じて︑一−一五世帯程度の極小村落群の圧倒的優勢を
立証している︒

＜巳①琴平地方関係文献

静の史的解明を主題とする特殊研究文献はなく︑一六世紀につい
O

褻地中海沿岸地方に関しても︑遺憾ながら︑その全体的人口動

直接対比すれば︑両期間中に軽微な人口増大が推論されるのに対

ては︑関・口麟げざ列を通じて一五一〇︑

H・戯①諺ωωoのごとく︑一四九五︑一六五〇両年度の都市世帯数を

して︑旨野巳Nとヨ㊤器P瞬■≦o①一穴ノ︑7Φ︒・導団．男9N竃霞けぎの

見されるに留まり︑

コ調書﹂と一六三八年の住民登録があるにすぎない︒しかし︑こ

一七世紀については︑一六〇九年の﹁モリス

一五六三年の住民数が窺

如き︑一四九五︑一六〇三両年度に関する各県世帯数の対比から
は︑一六世紀の増大︑一七世紀初頭以降の減少が観察される︒

︵＜巴20凶ρ目OO一︶■b︒く2︒︒・

劇︒村9三戸勺霧︒奏劃ピ︒︒︒ヨ○ユω8ω①三三︒︸Φ︒︒団も︒篇①羅℃三ω一曾

題への接近に資するものは︑左記のごとくであり︑

の把握が可能である︒数多いモリスコ関係文献中我々の当面の課

会経済的影響に関する研究の進捗に伴って︑ある程度︑人口趨勢

︸ωωρHσQ富8δ創ρ出冨8昌ρ房宣閃080日㌶℃o一三〇ρ臣⑦の不幸な史料的制約にもかかわらず︑幸いにもモリスコ追放の社
﹀鵜σqひ ご︵N霞ρ・σq︒註しり刈ρ呂Φノ．帥①ρおミ︶

Ω冒①器Nω︒一負．．ぴ㊤℃︒窪p鼠99鑓σQ︒器ωρ︑︑q巳6﹃︒・識巴
．︵お︒︒隠γ℃や①？︒︒ρ

勺三g3︵同⑩課γ篭・卜︒O回﹄ωω﹁

ωΦ昌雪︒冨8芭〜・p＞．な︑讐唱︒げ㌶島8帥ぎ霞9σQ︒づ・鍔9
身巴89一ω一σQ一︒図く．︑
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復があったものと推断される︒なお︑これら諸論述は農村居住者

麟婁︶冨巴ヨU§σQ38鴬＝ρ．．￠⇒8昌由08臨p︒一毒劃一ヨ︒賦ω︑済的混乱の結果︑減少傾向に転じ︑同点批紀後に入って軽微な回

8ω曳︒ユωユ馨︒ω二ε〇二・︑︑噛O轟9毎農9譲ωε誌2αΦ

たるモリスコを主な対象とし︑いきおい農業人口に重点的である

へ

○誌︒押○暮Φ訂2司﹂︑︑U餌諾唱〇三8δ員創9図Φぱ回︒αoO第嵩p鳥9

自体は地方人口趨勢の検討に不十分なものが多い︒

縄墨で︑局地人口動静の把握に補足的役割を果しえても︑各論稿

る特定地域の特定対象を考察するため副次関連的に人口に触れる

は僅か数点にすぎず︑しかも︑一・二を除けば︑特定時点におけ

部地方の人口に関する個別研究も意外に遅れており︑挙げうるの

経済的重要性においてO器差冨高原地域と双漿をなした当南

跨ロ費ご獣午鼠霞︒冨地方関係文献

・男女性別分析を与えている︒

付けた後︑一七九六年目住民調査に詳細な年齢・家族構成・職業

一一七九五年におけるO霧器霞9帯の人的発展過程を大まかに跡

紀の都市人口に関するω鉢臣︒げ⑦N︾Oo嬬の岩登研究は︑ 一三五七

市人口にもこの一般的趨勢は明瞭に反映している︒さて︑一八世

が︑﹀●Uoヨぎσq庫oNO円餓N 旨く80謬︒︒＜ン︑①︒︒などが挙げる主要都

国ω℃践P××HH一団図図囲く︵一り㎝㎝Y竈・？H属一食×＜︑
区議く囲︵6鶏︶M唱℃○︒︒︒も㎝O・

出巴喜︒同ヨU8σq鼻8⊆一圃ρ︑．目①ω白︒話ρ器︒︒︹δ容︾︑岩屑Φ

Ω三一一︒︒ρ 試 8 ︒ ︒ 聰 × H ︵ お 誤 ︶ ． ℃ ワ H 置 − 四 〇 ︒ b ︒ ・

㌧︶

αΦ＜巴勲⇔8帥β×︿囲Φω冨9①︑︑ゆ﹀昌三巴㊦ω・国8詳︒ヨ一ρQD㌣
9ひま︒︒

HO①膳

びぞ①︶qρ団①霞押○ゆ︒σq﹃ρ℃三Φα巴︑田町σq器ヨ︒ユωρ器︒︐︵憎錠一ω

巳㎝り︶
閑①σQ5宕雪聰国︒︒ε象︒︒︒ωo訂①一〇︒︒ヨ︒駐8ω︵ノN餌一〇旨O凶曽

ω雪9①N＞匹︒︸辛目㊤唱〇三三一ひ昌盆○霧什①＝曾審一ρ謹鎚ρ

︵O器冨 ひPお＄︶

これらは主にモリスコが追放された一六〇九年の史料に基いて︑

追放前夜におけるキリスト教徒数とモリスコ数とを比較し︑彼ら
ヘ

の地理的分布図を作製する外︑一六三八年の住民登録に依拠して︑
ヘ

被追放者数の算定︑キリスト教徒によるかつてのモリスコ村落へ

の︵不十分な︶再定住運動の実態︑したがって︑廃村の増大︑金

匹①ω℃幕︒︒9冨賃℃巳︒︒一ひ嵩9一〇ωBo鼠ω8︒︒︑︑ じdo冨獣昌号

駆り01㎝トっQ◎．

融混乱など当時当地方が経験した経済恐慌を解明すると同時に︑

ぬ

冨￠驚く①話a蝕盆○タp巴2＜麟H︵おωO︶い唱℃．ωO朝−ω︒︒押

へ

人P趨勢的には︑一六世紀以来の沿岸部に有利な拡散的移住活動
による増大傾向が一七滋紀初頭の異教徒追放とそれに伴う社会経

（4e5）
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会構造の展望︵︸・O摺︒ゆ霧︒す︶︑被追放異教徒が放棄した土地

い①ρ
一︶O昌昌コσQ自ONO﹃￠斜﹀昌峠9はρ○触峠O図OO㊤96G創￠Q吟O＜臨一色︵H㊤戯
︶山並︒︶︑遽放︵一五八○年︶前夜におけるグラナダ・モリスコ社

位q目P鐸叶①

一ρ

︸Uoヨ言σQロ①NO冠就Nのごとく︑

ωoぐ一昌ρ布が経験した

応する当市人口の増減を把えるものを別とすれば︑

ωぎ︒ぎ山￠

書wρ巳ωのごとく︑一七世紀におけるの鉢巳N市民社会の職業︒

国籍・階級構成の解明のための導入部として︑一六世紀における

同市住鶏数の増大過程と一六〇五年の住民調査に触れる程度か︑
ωOσq蝦H冒αρ

一五三〇年の住民登録から一五世紀末葉および一六世紀初頭にお

︸．円︒霞＄司︒暮霧のごとく︑一四八四︑一四八八︑一五一七︑

ける冨母︒冨の人口を短かく纒める程度に終始している︒ただし︑

9のβ￠o駿①NZδ8の徴霞︒β周辺︑．ω①σq母ρ川流域大盆地の

人口趨勢に関する労作は︑当盆地に山岳部・流域都の如き地勢的

な︑あるいは方位的な細かい地理的区分を施し︑各区域ごとにモ

リスコ・ムデハル・キリスト教徒の分布状態・人口構成を探り︑

字通りの入口研究論稿である︒

O箪同︒罫自×霞︒ヨ隅含冨地方関係文献

（406）

le8

ω魅昌OびO畠OωO︸︶﹃巴凱qo讐鶏一℃○嵩けP︑．国Qゆけ民償Oけ口山岡図℃○﹃臨︸位①昌曜O−

ても︑

る住民数は統計的処理に耐えうるものではない︒都市人口に関し

σpH飾ゆOO創￠O帥巳N①昌①︸Q巾おδ〆︿囲H︑︑︑団Q︒け償蝕Oω畠①頃♂汁Oユρへの再定住活動︵司・○ユ9︶を主題としており︑これらに見られ

OH騨詳餌α餌

一六世紀における激しい経済的隆盛と一七世紀における衰微に対

O︹δO円ρコ9⊆欝

oQO9匙自O国oQ℃㊤訓㊤︵同㊤q卜Ωγ歴090目Hい唱や㎝ωωIOHい⊃・

O欝目O㏄㊤同O㎞2一q賦O︾ピ06︒ヨO昌GnOOω島9菊Oご
︵︾一斜創艮qり同㊤α刈︶

Oρ汁ひ毘OOω︵︾同￠H9ρ同㊤①H︶

日O村円O㏄閃9詳①ρ︸篇ρP国Qっけ斜旨μ唱斜匂自鳥O一ρ〜縛一自即自Oン︷燭邑鼠騨O昌

㊤H色⇒P︹δ自①一〇ω口O︸δω

鳥O

菊昌樽甥H帥吋餓昌層︸Oω少︑︑ンHO〜紬一降臥￠ロ汁Oω伍2βOσq同躰ゆOOQn団ΦOO謬ひ−

ヨ80qcOβ9 H鉱降O

唱℃■日ωH−HQ◎メ

H昌諦拶α自9ω一σqざ﹀︻＜H︻︑ドンゆ蝿騨証○αΦ出冨叶O賦β国OO￠σ鄭凱O窪

kω09巴M昌昏諺．H︵一りOQO︶

びραO村ρン︷．﹀ご帆︑ピ騨戦Φ℃Oσ一㊤9ひ昌α巴 村￡員O 創① Oh①鵠㊤︹一ρ
餌ゆけ①汰○目9一轡訓〇一αOO．讐 国訪℃㊤昌一ρ︵回り①QOγ口昏ヨ・日同ρ℃℃．

蒔GQOI㎝①QQ︒

へ

それを綜合して7ど目智大盆地の人的推移に史的解明を与沈る文

り鵠♂℃ρP即ρ

○印冨擬①NZ冨けρ一．茜一日ρ9P．．国く︒冨︒δ嵩Ooき℃σq融ゆoρ像〇

コ

ソキスタ

一ρO二￠冨OρQ￠︸ ω0σQ麟門ρ O臣 〇一 ω陣㎝︸O ×＜H．

レ

昌昏ヨ．目一H︵一㊤①㊤︶℃℃℃■払⊃㎝−回臼伊

モ

事実︑○目舞巴ρに関する研究は︑国土園復運動最終段階として
かつての回教徒支配地域の再定住を目的とする人口移動9︷・レ・
ヘ

QQ
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これら南西部過疎地方および北西部稠密地方は学聞捨にも外劃
地方を形成し︑個別研究は各々一点が公刊されているにすぎない︒

五年︶における減少を説いている︒

メ

じ

タ

O蕊艶冒地方関係文献

はO霧￠嵩ρ罫≦且PO霧汁一犀p声名β9．伊両地方の研究にあたっ

現代研究文献 が圧倒的に当地方関係史料に依拠

的趨勢把握に満足せず︑更に進んだ特殊研究を意図する際に資す

する以上︑当然それらも読了されねばならないが︑この種の総合

・︑QQo訂①留讐︒σQ冨h㌶Φ蓉お∋籔ρ．自︒ ては︑前記の

円ゆ鼻◎◎︶

このいわゆる中龍高原地域を中心とする内陸都全域︑具体的に
長尾Nと目ρ霧p博くδ碁い即℃o窪99曾審○鑑︒一p窃OOl
お麟−︵竃伊α肖一辺層

竃目縁貯OF同︒石器
壼Φの匹臨ω屯︒×＜H．︑噛幻Φ訟ω富α皿OΦ雪目︒9国ωεa︒︒︒

↓・羅ρ蓉冨○障

国乱お日臥○ρ×＜H︵H逡b︒y唱やト︒卜︒⑩も認・

特に︑前者に関する我々の知識は皆無に等しく︑

く巴①第七貧！・β︒︒㌦・名03ω︒︒o葺Φ一ρ喝︒窪9ρoまつ島①零ρ砕峯

るところの大きい既刊文献は次のごとくである︒

網戸暮ΦΦ一︒︒償δ区︿HH．︑噌図虫︑一ω夢﹀ゆ﹀冒﹀曳蜜巴ユ食

の唯一の論稿は一六〇〇年の人頭税賦課総額を世帯当りの指定額
で逆算して当時の住民数を推計したものでしかない︒それに反し

累O竃×××︶

9一ρ唱○窪g一曾号蜜ρ母一自Φ鵠巳ω屯︒×＜嵩︵竃巴円一斜

冨貧8お出8ゆ＝①N−○冒ひP図帥8造P＞℃o訴8一〇昌︒ω巴のωε良0

昌ひヨ■日︒︒︵同8刈γもや︒︒卜⊃ら曽

の編纂

て︑09昂︒冨に関する旨涛島N巴ヨ録ω㊤の研究は︑一五四一︑
一五五七︑一五八七︑一五九四年に関する日OoコN巴ΦN

史料を基に︑轟地方についての人P諸問題の全貌を遺憾なく解明
しており︑当地方の七大都市および主要一四唖聾の人口的発展衰
微の交替過程を数的に表出し︑全七郡に個別的な密度分析を行う

一一窪9．．

≦鰹u︒︸・竃①メO舘干潟︒讐．．Zo富ωωoσ器一目①除2︒ε同母︒︒o︒一巴

唱や㊤㊤1旨餅

菊①︿凶︒︒審H葺Φ旨霧一〇づ即一号QQoo一〇δαq冨︵目凹︒︒Y

のをはじめ︑内陸部と沿岸部との間の人口再分配︑特に沿岸部聚

餌コ︒＜H曽づ⇔ヨ．躍

UoヨぎQgNO詳貫ン⇒8三ρ︑︑団餌感謝ρOo宣巴熱⑦ρo霧仲︒−
σ

落への集中傾向を指摘すると共に︑全体的な人口過剰現象とその
結果としての国内外移住活動の激化を証明︑更に︑一般趨勢とし

9ヨ︒σQ冨ヨ︒鳥￡該巴ユO畠の一8＞霧霞冨且︑ 口2︑凶︒︒鐙α︒

一p⊆二く︒話三9q9ソ貯胤吋冠讐♂d劉Hく層鵠昏∋■目①︵δ頴Y

て︑第一期︵一四九〇⁝一五九〇年︶における増大︑第二期︵一
五九〇一一六四〇年︶における衰兆︑第三期︵一六四〇一一七一
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㎏冒窪︒譲菩Φ斜︑︑雰︒労す衛gω9︐㌶口．舞なヨ旨︒豊
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︸自自露象○おσqgρ閏①H舜巳ρ縛g巴︒㊤ヨ①黛巴︒ω畠巴

日㊤嫡O︶

ω屯︒×＜目目H．国88慧ρ閣ω︒9a巴︽舞舞巳ω時8一9
︵a弓︒一①島︒

︸巨①器N創Φρ①σq9ρ団Φ塊塁巳ρ8巴ρ＜①謎給冨図①ヨρ
窪巴︒︒屯︒×＜H目︵勺︒げδ︒δp⑦︒8︒昆ρ冤ω︒9①畠巴︶
︵日︒同鼠ρお①卜︒︶

@く爵︒︒ま⑦ぽ匠σqδ×＜H﹃﹄．・藝8︒︒︒σq㌶ゆ§い

＜巴①馨ぎρu9℃︒σ冨魚g窪①一︒︒屯︒

忌費HOO︵一8軌︶v嬉﹄O一も戯b︒◆

閏窪峯邑︒N＜鴛σq欝ω
区くH︵竃巴ましり①︒︒︶

︑﹀昌舞凱︒母出♂8ユρ㊦︒oま白80寓

しd￠言霧ω貫穿︑．国8き巳①象ω︒・鐸ひ㊤︒︒①σq︒く冨艶巳濠⊆

︵δ×︿H︒︒︒猿︒♂．

︒︒︒9鈴暮白山︵お①︒︒︶噌℃や同︒︒？卜︒O㎝．

しdΦ昌きの︒・茸切ご︑．竃①畠津9︸9臼勺9α昌窪㊦ヨ覧Φ9

︒︒茸琴言塞霞g営①︒︒闇．︑口㊦＜器α︑震︒︒8冨ひ8き且ρ器Φ叶
︒︒09巴ρH8H

したごとく︑一七世紀の経済的衰退期における租税町回に抗し兼

へ

れない諺・UoB貯σQ償①NO暮にの論文のみであり︑これ億︑前述

中して︑提業聚落を対象とするのは︑いまだ試論的段階を脱し切

これらO霧叶巳騨に関する個別研究の多くは都市人口の解明に集

日旦窪①NαΦo器σqgρ司・毎餌巳pp︒ω窟①巨︒ωg一p買㌣

H㊤①bり︶

・匿包・日︒重重・霞⇔婁・鋤鉱・誓×＜歯く同HH
︵n門〇一Φαo

H￠①同︶

頃①旨興︒諸pヨ器凶g爵︒三斜○ロ筥①毒ρ雷℃︒三器g
℃巴︒重三⑦亘︒ω・・屯︒ω×＜H図凄く鋼︵℃ρ一Φ昌O一ρ讐

同㊤①卜◎︶

全面的な人口激減を論ずるものである︒一方︑大聚落に関する限

ね︑周辺大聚落の経済的圧力から自衛しえなかった小規模村落の
鎮窪HΦ8置p鼠28岱Φρい帥℃︒σ蜀9gα①四丁σ8・睾且
ω屯︒×＜HHH︵〜N餌一一ρ畠︒一一α巳
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@

の適用や社会経済的局面

への統計的接近肇別身分階層別妻達当下髪で

亡率の錐定︑性別・年齢構成の分析

自治体記録のおかげで︑近代的人口実証方法． 出生・婚姻・死

り︑全国的住民調査よりもむしろ比較的知恵︑詳細かつ具体的な
轣Bヨ︒pz︒貫．．寓8旨鵠σq濤曾銘8＜①＝︒9︒︒窪ざ帥

H臨8・︒ ．︵℃毘︒︒㍉ゆ罐︶

ω①賃導︒図巳Nい嵐き・同ぎ

・．営や︒ぴ︸器曾．q①声g巳巴︵δ

冨夢曾×＜H︒︒・野δ創．昭七百．．菊爵gま・・目ε擦

。。

可能である︒

﹀轟巳欝密︒ほ盆配窪︒9の両人口調査に︑ ブリ

料︑組織体記録教︑区文書に依拠して︑一八世紀の両市市民社会

ッ幽土器︒博冨団のゆ切σ乞市に関する個別研究も︑同市自治体史

る特殊研究は︑

罰・三蓋8お臣目①一︸oN−愈Hひ甑は一六・七世紀における当主都居住

における人口︑社会構成を克明に再現しており︑洗礼数︑出産．

まず︑窯ρ母注市関係特殊研究三点のうち︑＜巴︒芝繋①フ︑冨ρ

者数の算定を試み︑その際︑特に藩老は当布に現存する司教領関

死亡率の算定はもちろん︑年齢・性別・社会階層・職業別分析を

当北東部地中海沿岸地方に関する直接の人口史料には︑一五五

︑O羅臨9︒地方関係文献

態とその人口趨勢の動態的把握に成功している︒

百分率を算定するなど︑一六世紀のり①ひ5市市民社会の構造的実

に類別して︑各時点における各産業種目ごとに就業者総数とその

産業︵手工業︶︑第三次産業︵聖職者︑官吏︑商人︑自由業老︶

の職種に細目的区分を行い︑それを第一次産業︵農業︶︑第二次

人口と就業人口に二大別して後︑特に就業人口に関しては各個人

る同帯市民に職業別統計分析を施しており︑その際まず︑雰就業

一五七一︑一五九四年の住民調査の記載に基いて︑各時点におけ

合文書﹂とびΦひ謬市庁文書に収録されている一五五一︑一五六一︑

らのみにとどまらず︑＜■周Φ旨ρロOΦN＜母σQ霧も﹁ω一B竃︒騨ω総

多かれ少なかれ同様な人口解明手段を癒尊したものであるが︑彼

その他︑ω●bむ①臥ρ器ρ斜男鴇巳窪①N畠oO器αQo甑︒の諸論稿も

組織的に行い︑各都市の一般的人口趨勢も十分に解明している︒

係文書のうち︑零時の一三教区で記録された洗礼授与数︑就中︑

一五九四−九八年および一六二二一二六年の洗礼記録数を基に︑
﹁正確なのは洗礼数︑住民数は︑出生率の増減すなわち︑人口の

増減という前提に基く仮定数﹂として︑各教区ごとの人口趨勢を
狂えた後︑一五三〇1一七四〇年に関する当市の人口的発展過程
を︑かなり推論的に概述する︒別に︑O・＜獣霧団竃①図の﹁人口

構成﹂に関する論稿は︑厳密な意味での史料よりむ滋ろ当代の文
学・舞台芸術上の名作が描く日常市民生活の模様から︑その優れた

史的洞察力をもって︑市民社会階層的局面を摘出︑各階層ごとに
整理して︑華やかな宮廷生活の蔭にある市井人達−家僕︑兵士︑
乞食︑放浪者︑異教徒︑トルコ人︑ユダヤ人︑商工業者︑外国人

および諸外国からの移入老を強調している︒

その他のO霧曄冨諸都市の人口構成に関する諸文献は︑いず

のく艶︸巴︒嵩◎市に関す

腔も︑我々の予想を遙かに凌ぐ高い水準で実現された近代的人口
統計分析であり︑ 護・ωo旨㊤ロ︒閃巳N
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1について考究し︑特に重要な社会構成要素として国内他地域

スベイソ史研究文献⇔（西澤・近藤）

．三年以後一七一七年の世帯数調査にいたるまで長期の断絶があり︑
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冨霧帥一︑三ω汁︒冨三巴p鼠営︒σQ雷℃げδσq9ひ邑①︑︑︾勺︒℃午

累践巴9醇乙︒お①

貯gΦ葭・︒価①・︒昆ま・︑︒ご竈Φ臼Φ暮︵勺巴ωしり8︶・
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この研究上の困難を自治体記録︑教区文書などで補って解明され
た人口的諸局面は断片的で︑包括的な人口趨勢把握の面ではOρ甲

慈ぽに及ばずとも︑公刊文献の数のみならず︑分析方法の近代
性において︑同地方の研究水準にほぼ達しているコ
ﾖ邑葺口・ωご︑．三具8︸︒影︑．切≡ω︒二一︒H琶ξ︑．9ヨ娼︒凝

切︒旧・§レ譜器＆讐︒

・．望・曙︒露8︒gひσ・凶︒︒

@鼠④2一︒匿・冨9邑鼠・暑鳥§・．9︒U§℃剛三§︼．

@z巴巴2︒さ盲σ・ρ︑．u§︒σ・巨㌶団①§6鼓膜窪δω

竈﹄G︒刈も︒︒県

@包丁﹃︑b・紳罠︒・g穿§βソ角§塁讐日︵まωγ

窟鎚露①・︒ε巳︒自①㌶℃g︸器曾︒舞巴ρ舜g︒・創ΦH㎝切ω

@累算量9困・Hこ︒ ・ σ ・ ・ 受 ○ 匿 F 国

︵証霞お︒舜口譲︒︒︶み︒巳︒目く囲HH陰

@8霞お︒津・ 葺 ・ § ︒ コ の 刈 R

@閑Φω畠ω①霧︒︒暮︒︒こ︒ω少︑．雷℃︒σ︸ag島①ぴg呂巴α①

︵N舘pσq︒Nρお㎝刈︶もやω−鐸

@創①9芭鼠ρ窪①︸ω屯︒図く︑．こ⑦3駄暮N巨けp＜g■同

≦8葺くそ①ωこ即巨p．．08怨①声︒δ器︒︒︒︒︒耳巴㊤冨︒・叶9曽

×口く︵＄ωO︶もや︒︒軒⑩も︒．

@著︒三差まり︒．︑︑乙︒q簑餌︸︒鳴︒蒙︒重め§︒塁・︑︒r
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スペイン史研究文献⑪（西澤・近藤）

冨雲β甲践窪p・︑び︑国ω窟σqま①二9閤讐8窪喜壷鐙冨︑︑㌧
O鍵鍵︒一一ρHH︵お①○︒︶も唱．一田−δ卜︒一〇奉◎︒ヨ︒ω盛︒同︒︒喝践斜

け︒諺︒誹り

まず︑一五世紀における当地方の社会経済事情を概観する旨
く貯①斎く凶く①ωは︑その人口趨勢として︑絶対的減少と︑同時に︑

沿岸地方にみられる相対的増大を説き︑その阻害的要因として戦
争︑甘鮎巴鎚暮＄の逃避︑ユダヤ人の追放︑特に疫病を挙げる︒
疫病の惨禍に関する最初の特殊研究は︑切鍵8一◎舜市をもっぱ

ら対象とする閑・ω・ω巨夢のもので︑彼は︑同市市会編纂にな
る一四五七一一五九〇年の﹁疫病死亡者記録﹂に現われる疫病跳
梁時における洗礼数と埋葬数とを︑蔓延月と鎮静月に照らして比
較検討し︑同期間内の来襲頻度︑その被害度︑季節的変動などを
統計的に把え︑その壊滅的影響について巷に流布されてきた俗説
が︑決して度外れた誇張でなかったことを証明︑また︑穂図︒ω−
opω窪ωOoヨ①ωの門霞第σ曵8ρ帯に関する個別研究も︑当市の人

口発展に対する疫病の阻害的重要性を特筆しつつ︑一六世紀中葉
より一七世紀後半にかけての人口趨勢を開らかにしている︒
旨・甥勲鳥巴O目①豊国・Q貯巴けの．．国⇒ωp団︒巳簿︒αoδσQ80．●．．︑は

﹁人口趨勢を

一五五三一〜七一七年の一六四年に亘る史料的大空白を︑各種補
動史料を借りて埋めようとする意欲的論稿であり︑

再現するのに最も簡単な処理は比較段階法の適用︑すなわち︑工

つの数字の対比から生ずる差を介在年数に配分することであろう

が︑この解決方法は実際と全く同一ではありえない︒人口学は数

字ではなく︑経験科学なのである﹂として︑この間の人口事情の

解明に近代分析手法を駆使した優れた実証研究である︒そして︑

当該立聞の人口変化を律したであろう阻害的要因︵疫病︑西仏国

境地域における軍隊駐留︑モリスコ追放︶︑助長的要因︵フランス

人の移入︑出生・婚姻・死亡率の改善︶の各々について個別的考

察を加え︑これら諸要因が介入する複雑な動きの中に一般的人口

動静を把えようとする︒︐阻害的要因については︑疫病・凶作・物

価騰貴・飢餓の密接な相関関係のうちに︑大蔓延の二五年周期性

を︑被追放モリスコ数とその影響度を︑西仏国境地帯＝一力村の実

例により軍隊駐留の弊害を把え︑助長的要因としてO霧ωρ鳥︒冨

Qく2＜筥㊤時碧室α巴℃騨募象ω両三に関する婚姻・出生・死

亡率を具体的に考究︑移住面では︑内陸部山回地帯における住民

減少と沿岸部平坦地帯における増加を証明するのみならず︑特に

重要な助長要因として南フランス入の当地方への目覚しい移入を

把えるのに︑じd錠︒鉱︒郎騨市OD9暮pO吋①億病院患者記録︑Qっ巴ω①甲

日︒詳︒ωρ間の沿岸部聚落で行われた﹁フランス人登録﹂︑当司教

管区の婚姻登録に構われる彼等の婚姻件数を活用している︒

（411）

113

もQ

更に︑旨Z践巴9一魯は︑︑勺鉱ρ営ひ︒・︑．村の教区文書を紐解い

いし一七世紀初頭までの移入者数の継続的増加と一六二五年頃以

降の減少ないし消滅を︑ひいては︑当地方の一般的人口動静︑す

なわち︑一六世紀前半期より末葉あるいは一七世紀初頭にかけて

の人口発展上の有利な事情とフランス人の移入活動との趨勢的一

致を論じている︒なお︑こうしたフランス南部地方とスペイン東

部沿岸地方との人的交流関係は︑日・寓ρ霞︒も取扱っている︒

い賭ρα鉱9冨巴の．．いρ8簿ほげ員瓢8⁝．︑は豪地方の人口変

︵以上疫病鎮静期︶︑

動過程を＝一世紀初期−二二四八年︑二二四八一一六五四年︑︵以

上疫病襲来末期︶︑一六五四−一八○八年︑

それ以後の四期に分けて概観︑特に近世前期については疫病来

日9︒昌ραqo昌帥白市における出生率低

襲頻度︑被害度を中心に論述し︑特にその具体的事例として︑
ﾈ︒巴○郎ρΦ段︒昌PU貯一α9

︵近藤 仁之︶

下を統計的に実証︑近世後期に関しては︑℃舘p資ひω村に関する
．前記論文を転載している︒

ちなみに本稿で研究文献の紹介を兼ねて以上概観した人口関係諸問題

る序考﹂︵社会経済史学会編﹃経済史における人口﹄︹ 九六九年一〇月

を囲めた邦文論稿としては︑近藤仁之﹁近世前期のスペイン人口に関す

刊︺所収︶がある︒
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て︑当村落社会における人口構成を分析し︑その第⁝部〃死との
闘い で一一一四歳未満の幼少男児死亡率を︑第二部〃生活との．
闘い で︑就労人口の職業梅成と職種選択上の変化︑すなわち︑
ヨリ有利な職業部門への漸進的移行性︑更に換言すれば︑経済生
活合理化への傾向を採っている︒

その他ここに挙げた寧百司α99δ冠の諸論稿は︑おおむねこ

﹁問題は当増大のいかなる

．．里．︑器α器︒＾繭O①白︒σq鼠ゆ︒o：．︑︑は︑一五五三一一七一七両年度

れらの基本線を仏訳ないし簡素化し︑ヨリ明解に説明するもので︑

間の絶対人口増大率五四％について︑

部分が一五五三一一六〇〇年に︑また︑一六〇一−一七一七には
いかなる部分が相当したかを調べることである﹂として︑豪地方

の人口発展上最大の阻害要因たる疫病と助長要因たるフランス人
の移入を両者対比的に取上げ︑疫病については︑そのほとんど周
期的来襲を︑臨海地帯六聚落に関する洗礼・婚姻記録五点︑幼児
死亡記録一点を基礎にその弊害・改善過程を︑助長要因的には︑

フランス人移入の編年リズムを構えるのに︑前述ののρ鼻ρ9窪
横川院患融着記録︑フランス人登録婚⁝姻川件数に基き︑一六世紀末葉な

bd

