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井

一

＝世紀のビザソッ帝国は一〇八一年のコムネノス朝成立を大きな転機として︑それ以前は混乱・衰退の︑それ以降は再

浩

﹁選挙王政﹂的皇帝理念であった︒この﹁選挙王政﹂の理念は現実には有力貴族の連合支配体制の樹立をめざすものとなる︒一〇

建・繁栄の時代である︒本論文はこの転換を帝国政治体制の変化という観点からとらえなおそうとするものである︒一一世紀の混
乱蒋代は︑前世紀以来成長を続け︑ついに帝位を左卒する力をもつに至った大土地所有貴族間の権力闘争の時代であり︑帝国の伝
統的な皇帝独裁制は重大な修正を要求されていた︒危機の基因はここにあり︑一一世紀ビザソツ帝国の歴史は彼らの動向を基軸と
してとらえるべきである︒皇帝権をめぐる有力貴族間の抗争において︑皇帝絶対権の理念に対抗するという形で現われたのは古い

︻要約︼

上

五七年のイサキオス・コムネノスの反乱から即位の過程において芽ばえながらも挫折した︑この貴族連合支配体制は︑一〇八一年
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一〇世紀から＝世紀初頭にかけての繁栄はその

史林五七巻二号

のアレクシォス・コムネノスを中心とする反乱の結果実現されるに至った︒この帝国政治体制の変換こそが︑一〇八一年以降の再︒

は

建・繁栄の第一の要因であった︒

七
世

国の状況を史家アンナ・コムネナ︾琶㊤Oo讐需奏は次のように伝えている︒﹁アレクシオス帝は帝国がいわば最後の息

民族の侵入の前に滅亡寸前の状態にまで陥った︒ 一〇八一年アレクシオス一世≧①×言ω同Oo目郎Φ自ωが即位した時の帝

番数十年にしてまったく崩れ去り︑世紀半ば以降帝国は相つぐ内乱に悩み︑帝位はめまぐるしく交代し︑さらに加えて異

世
紀
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をあえいでいることを知っていた︒﹂﹁ローマ帝国︵ビザンツ︶にはまともな軍隊はいなかった︒⁝⁝外国から同盟軍を呼ぶ
①
ための金も国庫にはなかった︒﹂しかし八一年以降アレクシオス帝のもとで帝国は急速に立ち直り︑約一〇〇年にわたるコ

ムネノス朝下の繁栄期を迎える︒このような混乱期から安定期への転換を本論文は扱おうとするのであるが︑この転換に
②
ついてはすでにビザンツ史研究者たちが注意を払ってきた︒とりわけ現代の代表的なビザンツ史家オストロゴルスキーの

一連の﹁ビザンツ封建制﹂研究によって︑一一世紀がビザンツ史において占める重要性が明確となった︒彼は﹁ビザンツ

封建制﹂の成立・開花をこの時代に求めたのである︒一九五〇年代に次々と発表された彼の研究はその根底に︑西欧との
③

④

⑤

対比︑西欧の封建制の諸要素をビザンツ世界に検証せんとする方法をもっている︒封建所領の台帳たるプラクティカの研

究︑所領のイムニテートの研究︑自由農民の隷属化の問題に関する研究︑就中︑封建的軍欄として西欧のレーエン制に比
⑥

すべきプロノイア鵠︑含︒へ良鰯に関する包括的な研究︑これらの諸研究において一一世紀は決定的な転換点と指摘された︒

過去の研究史の批判的総括︑史料の駆使︑明快な結論を備えた彼の主張は︑その広い展望︑シャープな体系化によって通
⑦
説たる地位を得ている︒彼の大著﹁ビザンツ国家史﹂は政治史を中心とした通史であるが︑以上のような諸研究の成果を
採り入れたもので︑今日もっとも標準的なものとされている︒

オストロゴルスキーの﹁ビザンツ封建制論﹂に対する批判は︑五〇年代末からフランスの学界を中心に始まった︒e自

由農民の隷属化とその共同体の崩壊︑◎プロノイァ制︑をその論点としていた︒8五六年にスヴォロノスはビザンツ農村
⑧
に関する小論文を表わし︑西欧との差違を強調した︒ついで五八一九年にルメルルが︑ビザンツ農業史に関する長大な論

文において︑オストロゴルスキーの説くビザンツ社会経済史像を全面的に批判し︑﹁封建制﹂概念をビザンツ世界に導入す
⑨
ることを不当とした︒ほぼ同時にスヴォロノスは︑ 一一世紀末になってもなお自由農民の共同体が存続していたという︑
⑩
自分たちの主張を裏づける新史料﹁テーベの土地台帳﹂を編纂した︒⇔スヴォロノスも﹁テーベの土地台帳﹂にはプロノ
⑪
イアは現われていないとして︑オストpゴルスキーのプロノイア論︑封建綱論に疑問を投げかけたが︑この問題について
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⑫
もルメルルがオスト臣ゴルスキー舞判を展開した︒

こうして五〇年代末〜六〇年代初には﹁ビザンツ封建制﹂論争が生じたかに見えた︒しかし﹁テーベの土地台帳﹂はス

ヴォロノスたちにとって両刃の剣であった︒オストロゴルスキーはこの史料を用いることによって︑自由農民共同体の崩
⑬
壊という自己の所説を強化しえたのである︒プロノイア問題においても︑批判は特にその成立期︵コムネノス朝期︶に関し

て︑オストロゴルスキー説の実証的な弱さを明らかにしたが︑史料の制約ゆえ︑それ以上積極的に論を進められなかった︒

⑮

⑯

農村の社会構造︑軍事体制の面での批判は限界をもたざるを得なかった︒論争は充分に展開されることなく立ち消えとな
⑭
つた︒それは概念論争というすれ違いもあったが︑何よりもビザンツ史研究それ自身のもつ弱さであった︒六〇年代に入

って︑アールワイラー︑ビビクーらが新たな視角から＝世紀を再検討しょうとしており︑六六年の国際学会も一一世紀
⑰
を共通テーマとしたが︑未だ体系的な学説を形成するに至っていない︒

以上のような研究状況をふまえた上で︑本論文がどのような観点から︑一一世紀︑特に一〇八一年のコムネノス朝の成

立を論じようとするのかを明らかにしておきたい︒オスト戸ゴルスキー説をめぐる五〇年代末〜六〇年代初の﹁ビザンツ

封建制﹂論争に直接コミットしても︑史料の制約が強く大きな成果は期待できないだろう︒観点を変えてとり組まねばな

らない︒オストロゴルスキーの﹁ビザンツ封建翻﹂論は都市の問題︑封建国家の問題に関して︑欠落ないし不備がある︒

それは彼の方法論に起因すると私は思う︒本論文では後者の問題をとりあげたいと思うが︑西欧世界との共通性において

一一世紀における国家体制︑政治体制に考察を向け

把握しようとする彼の方法は︑ビザンツ特有の中央集権的国家体制︑皇帝理念をその封建制論の中に正しく組み入れるこ
とを妨げたのではないか︒私は︑皇帝理念の問題に注意を払いつつ︑

ようと思う︒史料の現状から考察はまず政治過程に向け︑その分析から政治体制の把握へと進めることにする︒それによ
って一〇八一年の転換を明らかにしょうというのが本論文の目的である︒

プロノイア論︑イムニテート論のようなまとまった研究はないが︑オストロ．コルスキーの一一世紀政治史像は﹁国家史﹂
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⑱

などに基きつつ要約すると次のようになるだろう︒

﹁封建貴族﹂は首都の

﹁文官貴族﹂と属

有力者窃ミ黛8への成長を抑止し︑小農民の保護に努めた最後の皇帝︑ハシレイオスニ世bd霧降癖の死︵一〇二五︶後︑皇
帝権は﹁封建貴族﹂の利害を代弁するものとなった︵末期ビザンツー封建化︶︒

そ

州の﹁軍事貴族﹂の二つの派に分がれ抗争する︒一一世紀の政治史は両者の抗争︑いずれが皇帝権︑帝国の政治機構を握

るかという問題に帰着する︒一〇八一年までは主に文官貴族が皇帝権を握り︑軍隊削減−軍事貴族解体政策を遂行し︑

の結果帝国の防衛力は急激に弱体化した︒この反軍隊政策に対して属州の軍事貴族が反乱をくり返したが︑イサキオス・

コムネノスH紹p︒Oo旨口①営ωのように成功し︑帝位についても︑わずかな年月で退位を余儀なくされており︑基本的に

は文官貴族の支配する時代であった︒一〇八一年のアレクシオス・コムネノス︵イサキオスの甥︶の反乱−即位で︑軍事貴

族が決定的な勝利をおさめた︒帝位についたアレクシオス一世は︑ビザンツの軍制における画期的な制度である軍事プロ

ノイア制を実施した︒プロノイア制は﹁ビザンツ封建制﹂の存在を示すもっとも明確な現象であり︑アレクシオス一世の
⑲
帝国再建および以降一〇〇年にわたる繁栄の基盤である︒

オストロゴルスキーの見解は以上のようであるが︑一一世紀の貴族を首都の元老院を中心とする﹁文珠貴族﹂と属州の

大土地所有者﹁軍事貴族﹂の二類型に区別することは︑rこの時代の政治史を論じる際に多くの研究者が前提としているこ
⑳
とである︒一一世紀を両者が皇帝権をめぐって争う時代とし︑この時代の諸皇帝をいずれかの勢力を代表するものとして︑

これまた二組に分けるのが通例である︒オスト偉ゴルスキーはさらに一〇八一年以降の帝国再建について︑軍事貴族アレ

クシオス・コムネノスによるプロノイァ制の実施を考えている︒しかし史料的な制約の強いプロノイァの問題からストレ

ートにアレクシオス一世時代の帝国を理解しようとする方法の限界は︑研究史が示す通りである︒それゆえ本論文は政治

過程をたどることからこの問題にとり組もうとしたのである︒そして＝世紀の政治史は貴族の問題︑特にその二類型の

概念をはっきりさせることから始めねばならない︒オストロゴルスキーの見解を支持するにせよ批判するにせよ︑それが
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出発点であることは当然であろう︒しかし従来は貴族の二類型を︑厳密な検討を加えずに行論の前提とすることが多かっ
⑳
た︒その意味において︑米田治泰氏の論文コ一世紀ビザンツの文治主義﹂は︑この点に着目し︑﹁文治主義﹂という概念

﹁対立する二つの貴族層の一方の利益を盲目的に擁護し他を排除するためではなく﹂

の導入によって再解釈しようとした啓発的な好論文であった︒文官貴族と軍事貴族の対抗という従来の図式に対して︑い
⑫

わゆる文官貴族の軍隊削減政策は︑

中央集権体制︑皇帝独裁制の強化をめざす政策であったことが指摘された︒この指摘それ自身は正しいし︑本論文もこ

の点をふまえて論を展開してゆきたいと考えている︒しかし米田氏の論文はコンスタンティノス九世Oo拐富暮貯①H砂

嵐08日帥︒9ω時代︵一〇四四−五五︶を対象としており︑コムネノス朝の成立を直接論じたものではなかった︒また文官貴

族の代表とされるコンスタンティノス九世の政策を新しい観点から再解釈するという形で論が進められた関係上︑文官貴

族・軍事貴族といわれるものの実態を通じて二類型論を批判・検討するという方法はとられなかった︒そこで本論文第二

⑤
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騨世紀のビザンツ貴族

るが︑コムネノス朝の成立慨しだいに姿を消してゆく︒オストロゴルスキーによれば︑このドゥ⁝カスからコムネノスへ

ω9⇒甑ロ︒図∪自︒霧︵在位一〇五九−六七︶︑ミカエル七世嵐雪げ㊤2＜類∪βo累︵在位一〇七一i七八︶を生んだ名門貴族であ

貴族の代表としてはドゥーカスUg＄ωの名を挙げている︒ドゥーカスも一一世紀後半にコンスタンティノス一〇世Oo井

することを課題とする︒ヴリュオニスやオストロゴルスキーは軍事貴族の代表としてコムネノス家をあげるが︑他方文官

の派とする点で︑両者の共通面にふれる︒しかし力点はあくまでも両者のとった政策の違い︑対抗におかれている︒そし
②
て文官貴族に関してははっきりした像を提出していない︒それゆえこの章では文官貴族と呼ばれるものの実態を明らかに

は帝国の商業も支配していたと考えているようである︒オストロゴルスキーは文官貴族と軍事貴族を﹁封建貴族﹂の二つ

その他に口下層階級出身ながら高位の官僚になった者︑⇔コンスタンティノ⁝プルの大学の教授︑卒業生︒彼は文官貴族

義が困難であるといいつつ︑三つの構成要素を挙げている︒主たるものとしてeコンスタンティノープルの官僚大貴族︑．

の大土地所有者であり︑軍事力をたくわえ︑中央権力と対立しつつ成長をとげた封建大領主である︒これに対して文官貴
①
族という類型はどのような樵格のものか︑必ずしも明確とはなっていないと思う︒たとえばヴリュオニスは文官貴族は定

軍事貴族についてはオストpゴルスキーらによってその社会的︑歴史的性格が明確に規定されている︒軍事貴族は属州

をあらかじめ断っておきたい︒

易なものではない︒私の限られた能力︑論文の紙数の都合からも︑その考察は次のような限られた方法をとっていること

とること︑そしてそのためにはまずこの晦代の貴族の実態を検討しなければならないことを述べた︒しかしこの課題は容

第一章において︑一一世紀の政治史をたどることから一〇八一年の転換期としての意義を明らかにしょうとする方法を

．

の王朝の交代は文官貴族に対する属州の軍事貴族の勝利ということになる︒葦鹿貴族の考察はまずその代表とされるドゥ
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③

ーカス家をとりあげて行なうことにしたい︒
ドゥーカスし︒簿食つ﹈︶琴窃の名はもともと含×

④

動︒嫌がら由来したものである︒一〇世紀には﹂︒冷の名を帯びる人

々が活躍しているが︑今課題としょうとする一一世紀のL︒戸袋ハとの直接的なつながりは確認できない︒コンスタンティ

ノス一〇世ドゥ！カスの父に関しては︑その名がアンドロエコス︾ロ費︒臨2ωであるということしかわかっていない︒コ

のである︒彼らの活動に関する記述がほとんどないこと

ンスタンティノス自身︑宮廷の哲学老ミカエル・プセロス蜜一︒げρ包団ωΦ︸ぼ︒︒と親交があったと伝えられているものの︑

⑤
即位前には﹁多くは所領で暮らし︑父の土地を経営していた﹂

は︑ドゥーカス一族がその時代宮廷と関係することが少なかったことを思わせる︒彼らの活動が知られるのは一〇五七年

以降のことで︑この年コンスタンティノスとその弟のヨハネス・ドゥーカス︸oげ旨⇔暮霧は︑小アジアの将軍たちととも
⑥
に︑ミカエル六器寓8げρ叩くHの反軍隊政策に抗議し︑軍に対する恩恵を求めて請願を行なった︒請願を拒否された彼ら
⑦
はイサキオス・コムネノスを帝位に推して反乱︑イサキオスは都に入り皇帝となった︒コンスタンティノスは元老院のプ
⑧
ロエドロスとなり︑元老院に勢力を伸ばした︒イサキオス一世の武断革新政治が短命に終わるとコンスタンティノスに帝

位が回ってきた︒八年にわたる彼の治世はイサキオス一世の武断政治に対する反動として︑反軍隊政策をその基調として
⑨
いたが︑それによって帝國の防衛力は急激に低下した︒ この時代弟のヨハネスはカイサル融黛零歳︑の称号を帯び︑ドゥ

ーカス一族は宮廷の中枢を占めていた︒六七年にコンスタンティノス一〇世が死ぬ︒息子のミカエル鼠8ぴ99が帝位を

継ぐはずであったが︑小アジアの将軍ロマノス・ディオゲネス切︒日勲営ωUδσq①⇒①︒・が皇后エウドキア国＆o︒獲と結婚

し即位することになった︒ドゥーカス一族の中心人物ヨハネスはこの寡髪に対して有効な手が打てず︑小アジア属州の所

領に引遁︑ドゥーカスは宮廷での勢力を失なった︒ロマノス四世時代にはドゥ⁝カスは五七年以前と似た状態にあったと

いえよう︒七一年の有名なマンツィケルトの戦いでロマノス四世がトルコ軍に捕えられるという事件が起こり︑それを知

ったヨハネスは都に戻り甥のミカエルを帝位につけた︒一族は再び宮廷に戻り︑戦場においても帝国軍の司令官として活
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⑪

⑩
逸するに至った︒しかし竃官ニケフォリツェス翼8①℃げ︒誌欝①ωが実権を握るや︑ヨハネスらはまたもや広州への撤退を余

事なくされた︒︑ミカエル七世及び続くニケフォロス三世翼ざ①℃げ︒旨ωHHH切︒訂巳暮︒︒︒の時代は属州の反乱が頻発した時

代︑帝国の版図が急激に縮少した時代である︒この間属州に引きこもっていたドゥーカスが三たび帝国政治史の舞台に登

場するのは︑これらの反乱の最後のものとなったアレクシオス・コムネノスの反乱の時である︒アレクシオス一世時代に
⑫
入ると︑カイサル・ヨハネスの孫︑ミカエル寓8び餌鉱とヨハネス︸oげ口が軍隊において活躍しているのを見るが︑男系
⑬

はまもなく絶えるか︑あるいは不明となる︒ただ女系を通じてドゥーカスの名は帝国の末まで残っている︒

一一世紀後半のドゥーカス家の歴史を簡単にたどってみた︒果して属州の﹁軍事貴族﹂と対立する概念としての﹁文官

貴族﹂というものが明確に浮び出ているだろうか︒私にはそうは思えない︒確かにコンスタンティノス一〇世ドゥーカス

は反軍隊政策をとり︑一族は宮廷の高位高官に就いた︒が他方ではドゥーカスが豊州にその基盤をもっていたことも確か

である︒宮廷から失脚した彼らは属吏の所領に戻り再起をはかっていた︒彼らが軍事行動をおこす時も小アジア属州をそ
⑭
の根拠地としている︒ドゥーカスの所領の存在については当時の歴史書においてもしばしばふれられている︒特に﹁アン
⑮

ドロニコス・ドゥ⁝カス︾昌αHO謀︒置ω⇔償oρω︵ヨハネスの長男︶の所領のプラクティコン罰︑袋嚢ミ亀﹂は封建所領の台帳

として︑一一世紀ビザンツ経済史上の貴重な史料である︒ドゥーカスもまた封建大領主であって︑内事貴族と共通の基盤
をもっていた︒

⑯
さらに文官貴族に関するより一般的な史料としてマケドニア朝の新法にもふれておきたい︒一〇世紀には有力者が小土

地所有農蔚e殺︒への土地を兼併することを非難し︑禁止した一連の勅令が出された︒マケドニア朝の新法と呼ばれるこれ

らの勅令において有力者と呼ばれたのは︑外ならぬ官職・位階の保有者であった︒ビザンツでは元来︑官職・位階は原則
⑰
として世襲されず︑そのことは皇帝の絶対権を保証するものであった︒しかし一〇世紀には︑官職・位階から得られる富

を土地に投資すること︑あるいは官職・位階にともなう権限を乱用して土地の集積を行なうことによって︑土地貴族とし

（252）

78

コムネノス朝の成立（井上）

ての性格を合わせもち︑その存在基盤を強化しようとする彼らの動きが著しくなった︒それを可能にしたのはこの時代に
⑱
進行した農民共同体の崩壊︑自由農民の分解・没落であった︒マケドニア朝の新法に現われている皇帝の努力も︑時代の

流れを変えることはできず失敗し︑＝世紀に入るとそのような勅令すら出されなくなった︒官職保有老は領主という性
格を合わせもつに至ったのである︒

ドゥーカス一族の歴史︑一〇世紀の新法にみられるように︑文官貴族と軍事貴族に分かれたという一一世紀の貴族は︑

領主︑大土地所有者として共通の基盤に立つものである︒オストロゴルスキー以上にこの点を強調しておきたい︑さらに

進んで何よりもこの点に今後の論の展開の礎石をおくことにする︒文官貴族と軍事貴族の対立といわれているものは︑決

して都市と農村の村立︑商業と土地所有の対立ではない︒それは領主間の権力闘争にほかならない︑しかもドゥーカスの

歴史からも明らかなように︑それは皇帝権をめぐって行なわれたのである︒皇帝権の問題がクローズアップされてきた

が︑オストロゴルスキーのいうような文官貴族と軍事貴族のいずれが皇帝権を握るかという問題のたて方では不充分であ

る︒否正しくないと言わねばならない︒このことは今後の叙述で一層明らかとなるだろうが︑すでにみたドゥーカス家の

歴史においても︑そこに一貫している問題は︑文官貴族云々ではなく︑皇帝権︑支配機構と封建領主ドゥーカスとの関係
という観点によってとらえられるべきものであった︒

封建領主と皇帝権について若干の考察を加えておきたい︒ドヴ！カス家をも含む封建領主は皇帝権︑宮廷と結びつくこ

とによってその経済的基盤を安定させることができた︒宮廷への参加︑宮廷貴族への転化はすべての摂州領主の望みであ

った︒五七年忌イサキオス・コムネノスを中心として小アジアの将軍︑いわゆる属州の軍事貴族たちがミカエル六実に請

願したのも︑ついで反乱を起したのもそれを示している︒皇帝権︑宮廷との結びつきが領主たちにとってどれ程大きな意
⑲

味をもったかを示す史料として︑ここでは﹁エウスタティオス・ボイラス国話夢夢ぼ︒︒切9霧の遺言状﹂をあげておこう︒

この史料は普通︑﹁アンドロニコス・ドゥーカスの所領のプラクティコン﹂などとともに︑一一世紀における大所領の姿を
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⑳

一一世紀に出た霞マノス・ボイラスロ○ヨ窪湯ゆ亀器がコンスタンティノス二世の寵を得て宮廷の高い地位に登

示すものとして挙げられるが︑ビザンツ領主の運命を示す興味深い史料でもある︒ボイラス家は八世紀からその名が見え
るが︑

﹁夕蝉状﹂はこの所領に関するものである︒そ

⑳

った︒ところが五一年頃にロマノスの陰謀事件が起こり︑当のロマノスは皇帝の恩赦を得たものの馬一族のエゥスタティ
オスは故郷をはなれ︑小アジア東方に移ってそこに新しい所領を開いた︒

の記述から次のような事情を読みとることができる︒この地の豪族アポカペス︾℃08℃①ω家の当主ミカエル鑑一︒げρ色は

ドゥークスの称号をもち︑その二人の息子もそれぞれ︑マギストロス︑ベスタルコスの称号を帯びていた︒彼らはそれを

バックにエウスタティオスに圧力をかけ始めた︒頼みとするコンスタンティノス九世の死︵一〇五五︶後︑ボイラス家と宮

廷のつながりは切れ︑亡命者同然のエウスタティオスは︑アポカペスの無法な強奪を防ぎきれなかった︒エウスタティオ

スの死後︑その所領を形成していた＝のプμアスティオン鵠︑鼠q盆ヘミ︵農場︶のうち︑子孫の手に残ったのはわずかに
⑫
四つ︑残り七つのうち四つまではアポカペスの手に入ったという︒ボイラス家の浮沈はまさしく皇帝権との結びつきにか

かっていた︒封建的生産関係の成長とともに経済的実力をもつに至った属州の大領主は政治権力の掌握をめざして戦った︒

一〇一一一世紀の全州では彼らの率いる反乱が相ついだが︑この段階においては︑属州において自立し帝国から分離する

という動きはまだ顕著ではない︒彼らはいずれもみずから皇帝と称し︑コンスタンティノ⁝プルに攻め上り︑皇帝権を握

ること︑宮廷貴族化することをめざしていた︒封建領主層は帝国の支配体制とは別個の独立した支配を樹立できず︑何ら

かの形で帝国の支配機構と結びつくことが必要であった︒このことの経済的条件についてはここでは詳しくふれることは

⑳

できない・ビザンツの属領は自給自足的な海螢位ではな張曹羅済に深組み込まれていたこやイタリア都市が

進繊してくるまでは︑商晶経済は常にコンスタンティノープルに顔を向けていたことを指摘するだけにとどめておく︒

一一世紀の政治史は直接的には有力貴族層がその動きを規定していた︒私は彼らの封建大領主としての共通性をまず強

調したい︒．コムネノスとドゥーカスの社会的基盤は共通である︒年老はともに属州に基盤をもち︑やがて皇帝権を握って
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帝国の支配老となった︒さて両者の問に決定的な差違を認めないならば︑本論文の主たる課題の︑一〇八一年の転換期と

しての意義をどこに求めるのかが問題となる︒すでに気づかれたと思うが︑白三帝権︑皇帝理念の問題が重要な視点として

そこに投射されることが必要であると私は考える︒ここでこれまでの考察をまとめ︑三章以降の展開の方向を明らかにし
ておきたい︒

一一世紀ビザンツ国家の政治体制を検討することから一〇八一年の転換期をとらえなおそうという課題を設定し︑その

基本的な方法としてこの時代の政治過程をたどることから政治体制を明らかにすることを設定した︒ついでこの時代帝国

の政治を直接動かした有力貴族層について簡単な考察を加え︑次の点を明らかにした︒一〇世紀以来帝国の政治体制に大

きな影響力をもった有力貴族層は︑一一世紀には文官貴族︑軍事貴族にわかれ相争ったといわれるが︑一一世紀の文宮貴

族は大領主に他ならない︑一．一世紀のビザンツ貴族はまず大領主︑土地貴族としての共通の社会的経済的基盤からとらえ

ねばならないこと︒この時代は有力貴族−大領主間の抗争の時代であった︑それゆえビザンツ帝国の伝統的な皇帝独裁制

は重大な修正を要求されていたといえる︒＝世紀の危機の基本的な要因はこの点にある︒しかも有力貴族−大領主は皇

帝権︑宮廷との結びつきを不可欠としていたから抗争は皇帝権をめぐって属州反乱という形で現われた︒そこでこの時代

の政治過程をたどることは︑皇帝権をめぐる有力貴族の動向を軸としてなされるべきである︒それによって八一年の転換

期としての意義をとらえることが本論文の方法となるが︑一層具体的には次のような手続きをとりたいと思う︒属州の軍

事貴族の代表とみなされてきたのは︑くりかえし述べたように︑コムネノス家である︒このコムネノス家が中心となって

おこした二つの反乱をとりあげ︑その過程をたどり︑そこにみられる費族層の動向︑彼らの指向した政治体制を分析した

いと思う︒ 一つは一〇五七年のイサキオス・コムネノスの反乱︑もう﹂つは問題の八一年のアレクシオス・コムネノスの

反乱である︒これまでこの二つの反乱はコムネノスー雲州の軍事貴族の反乱として︑同じ歴史的性格をもつものとされて
㊧
きた︒つまり文官貴族の支配に対立するものとして︒しかし皇帝権をめぐる貴族層の動向︑彼らのめざした政治体制とい
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都市・商業の問題は本論文が扱う政治体制の問題とともに︑オスト

おける貨幣地代の優越 に つ い て 述 べ る ︒

＠

一−二世紀︵封建制の成立期︶における属州都市の発展は注目に値す

ロゴルスキーの封建制説に欠如する二つの重要な問題である︒特に一

イサキオス・コムネノスの反乱と即位

ったとされる︒それは次のような事情に基いていると思われる︒この五七年の反乱は小アジアの将軍たちの請願に端を発

年置廃位されている︒通例彼の失脚は文官派の巻き返しであり︑軍事貴族の決定的な勝利は八一年まで待たねばならなか

あり︑彼からコムネノス家の隆盛が始まる︒一〇五七年の反乱の結果彼は皇帝の座につくことができた︒しかしわずか二

ジアのカスタモ⁝ンO霧3諺8の近くに大所領をもっていたことが伝えられている︒このマヌエルの子がイサキオスで

②

①
ネノス家は︑バシレイオスニ世時代︵九七六一一〇二五︶からその名が現われ︑一一世紀初めのマヌエル・コムネノスは小ア

まず第三章ではイサキオス・コムネノスの反乱から郡位に至る過程を分析しよう︒軍事貴族の代表といわれてきたコム

（＝一）

し︑ミカエル六批の軍隊軽視政策・反軍事政策に対して︑属州の大所領である彼らがイサキナスを帝位に推したことから

始まった︒ 一〇五六年にイサキオスはストラトペダルケースq竃馬叫︒計︒寒︑8唱りと呼ばれ︑東方国境において対トルコ戦
④

争を行なっていたが︑まもなく解任されたらしい︒有力な将軍を極力抑えようというのがミカエル六世の方針であった︒
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③

史家ミカエル・プセロスはこの間の事情を次のように記している︒

﹁最近帝位についた皇帝たちには文官＆㌶気ミき℃

隷ξnが自分たちを歓呼すればその権力の座が確実であると思われた︒⁝⁝︵実際には皇帝の︶基盤は次の三つにあった︑

民衆︑光老院︑軍隊︒しかし第三番目のものには配慮は少なく︑彼らは︵帝位につくと︶すぐ他の二つに支配からの恩恵を
⑤
与えた︒﹂ このプセロスの有名な一節に基いて︑軍隊を軽視・削減しようとする文官貴族とそれに反抗する軍事貴族とい

う図式でこの反乱はとらえられてきた︒しかも郡上後のイサキオス一世が︑それ以前の諸皇帝とは対照的に︑帝国軍の再
⑥
建・強化のため努力したことからこの図式は一層確かなものとされてきた︒しかし私はすでに前章において︑文官貴族と

軍事貴族の二類型を設定することに異論を表わしておいた︒いわゆる文官派の軍隊削減政策は︑文官貴族紺軍事貴族とい

う図式ではなく︑皇帝独裁制の強化という面から理解すべきであるという米田氏の見解も思いだしておこう︒さらに従来

反乱の開始以降終結に至る過程をほとんど問題とせずに︑この反乱を一一世紀の政治史の一つの象徴的な事件とみなして

きたことは不用意であった︒私はこの反乱の正しい理解のために︑前章で述べた視角からその過程をたどることが必要だ
と考える︒以下︑反乱の過程をたどりつつ問題点を指摘してゆきたい︒

⑦

イサキオスを中心とする反乱が起こると小アジアの領主たちはそれに大きな期待をかけ︑多くの者がそのもとに馳せ参

じた︒皇帝ミカエル六二は反乱鎮圧のため軍を送ったが︑軍事力において勝る反乱軍に敗れた︒これをみて皇帝側は交渉

で解決しようと︑元老院の有力老逸名を使節としてイサキオスのもとへ派遣した︒その中に史家ミカエル・プセロスも含

まれており︑彼の記述によって交渉の経過を知ることができる︒以下︑私は主としてプセロスによりつつその経過をたど
⑧
ることにする︒皇帝側の提案は次のようであった︒帝位僧称老イサキオスは皇帝ミカエル六籍の養子となり︑次の皇帝た

る人物の帯びるカイサル称号を受け︑父たる皇帝に従うべきである︒プセロスはイサキオスが皇帝を名乗ることは不当で

あり︑正しい手続きによって帝位につかねばならないことを︑コンスタンティノス大帝の例まで引いて説いた︒ζの提案

に対して反乱軍はどう対応したか︒兵士たちの間では︑イサキオスはすでに皇帝であると主張し︑今となってカイサルと
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⑨
してミカエル六世に服することに反対する者が多かった︒有力な将軍の一人カタ耳門ン・ケカウメノス○暮碧巴︒ロO①−

︒窪日①営ωはその中心であった︒史家ケドレノスOΦ臼①諺ωによれば彼は﹁イサキオスは毒殺されるだろう︒そして彼に
⑩
協力した者はみなその目をくり抜かれるだろう﹂といったという︒これに対して反乱の中心人物のイサキオスは︑意外に

もプセロスの説得を受け入れ︑反対派を抑えて︑皇帝と協定を結ぶ旨答えた︒彼は反乱軍の解散を決意し︑同時に自分は

少数の親衛隊とともに都に入り︑カイサルになることを決意した︒すでに帝位を左右する実力をもっているイサキオスが︑
軍内の反対にもかかわらず︑これ程まで容易に反乱行動の中止を承知したのはなぜだろうか︒

イサキオスのカイサル称号が問題となったわけであるが︑それはとりもなおさず皇帝理念の問題であった︒この反乱を

めぐる各当事者の立場︑主張は各々の皇帝理念という形で端的に表現されている︒一方の側にはプセロスらを代弁者とす
⑪
るところのミカエル六世がおり︑他方には都に迫りつつある反乱軍︑それを率いるイサキオス・コムネノスがいる︒この

両者の交渉において︑ミカエル群馬はイサキナスにカイサル称号を与えることによって反乱行動をやめさせ︑反乱派を自

己の支配下に組み込もうとしたのである︒ミカエル六世の行動の基盤に次のような皇帝理念が存在していたことは明白で

あろう︒皇帝権は絶対的なものであり︑支配の正統性はそこにのみあり︑そこからのみ生まれる︒プセロスがイサキオス

たちに︑革命による築奪の不当性を説き︑正しい手続きによる支配者への道を説いた時︑彼の考えにあったのはまさにこ

の皇帝理念であった︒この理念は皇帝の絶対性に基き︑皇帝のみが次の皇帝を生みだしうるとするもので︑皇帝権の一族︑

多くは父から子への世襲︑つまり王朝の形成を導くものであった︒マケドニア王朝時代︵九一一一世紀︶にはそれは完全に
⑫
定着していた︒他方イサキオスはカイサルになること︑つまりこの皇帝絶対権の理念を受け入れることによって︑自分の

就くべき帝位に正統性を与えようとしたのである︒本質的には自分と何ら異なるところのない︑他の将軍︑有力貴族に対

する自分の地位の絶対化をはかったといえる︒こうして反乱軍を皇帝絶対権の理念でもって︑伝統的国家体制の一環に組

み込もうとする皇帝と︑それを次の支配老としての正統性獲得の手段として受け入れたイサキオスとの問に︑養子日力牟
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サル目服従という形で協定が成立した︒

イサキオスのこのような対応に対して︑反乱軍内に有力貴族カタ豚革ン・ケカウメノスを中心とする強い反対があった

ことはすでに述べた︒次に彼らの主張を検討してみよう︒彼らはイサキオスはすでに事実上皇帝であるといい︑ミカエル

六世の提案を受け入れることはまったくの屈服であると主張していた︒彼らの主張の中に上述の皇帝絶対権−王朝の理念

とは異なった︑もう一つの別の皇帝理念を読みとることができるだろう︒そもそも彼らが反乱に加わったのは︑イサキオ

スを自分たちの力で帝位に就けることによって︑宮廷から疎外され冷遇されてきた︑彼ら蛙戦の領主が支配体制に加わり︑

その利益にあずかれるからであった︒彼らの主張は自分たちの第一人質を自分たちの手で帝位に就ける︑正統な皇帝とす
⑬
るという︑一種の﹁選挙王政﹂的皇帝理念に基いていたといえる︒有力者の中から推挙されるというこの﹁選挙王政﹂的

皇帝理念は︑皇帝絶対権−王朝の理念より古く︑ローマ︑ビザンツ初期からあった︒マケドニア王朝時代には︑皇帝絶対

権−王朝の理念に圧倒されていたが︑この反乱の前年一〇五六年に二〇〇年にわたったマケドニア王朝が絶え︑古い﹁選
⑭
挙王政﹂的皇帝理念が再びかかげられる条件は熟していた︒しかも大領主−有力貴族層の成長という一一世紀の現実の中

で︑この理念は彼らによってとりあげられ︑皇帝独裁権の制限︑有力貴族による連合支配体制樹立という意味がこめられ

ていることに注意しなければならない︒大領主朋有力貴族の成長と皇帝独裁舗の矛盾に一一世紀の危機の基本的な要因が
あったことを考える時︑この皇帝理念のになうべき役割は重要であったといえよう︒

イサキオスの望んだ皇帝独裁権追求の方向と他の反乱参加貴族のめざした貴族連合支配体制の方向が︑二つの皇帝理念

という形で︑対抗して現われた︒イサキオスは反対派を抑えて皇帝ミカエル六十と結び︑カイサル称号を帯びたのである︒
⑮
こうして反乱は終結したかに見えた︒ところが協定が成立してほどなく︑都ではイサキオスとの交渉に反対していた元老
⑯
院貴族や民衆がクーデターをおこし︑ミカエル六世を廃位する一方︑意外にもカイサルのイサキオスを皇帝として迎えよ

うとした︒通説では文官派の代表といわれるミカエル六千が︑文士派の基盤の元老院によって帝位を追われ︑軍事貴族の

苛
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代表とされるイサキオス・コムネノスが帝位に迎えられるというこの事態は︑文官貴族と軍事貴族の対抗という従来の観

点ではとらえきれない︒このような観点は︑すでに引用したプセロスの一節に基き︑五七年の反乱をその発端においての

みとらえるという一面的な操作に結びついている︒私はこの反乱を︑その全過程の分析を通じて︑次のような観点からと

らえなおしたいのである︒反乱の過程に認めたところの︑実力老イサキオスがどのような形式で帝位につくかという問．題︑

二つの皇帝理念の対抗として現われた問題︑一般的にいうならば︑有力貴族と皇帝権との関係という問題こそが五七年の

反乱を正しく理解するためのポイントである︒そしてそれは一一世紀ビザンツ政治史の理解にとっても決定的な重要性を
もつ︒

ミカエル六世を追いイサキオスを迎えた︑元老院と民衆の動きについても簡単に考察を加えておきたい︒彼らの行動の

基盤にも﹁選挙王政﹂的皇帝理念があった︒それは元老院︑首都の民衆︑軍隊が帝国国制の三つの要素を構成し︑彼らの
⑰
歓呼による承認で正統な皇帝が生まれるという理念である︒それゆえ皇帝理念においては反乱軍内の反対派と共通してい

たといえる︒彼らの論理はイサキオス・コムネノスといういわゆる軍事貴族のカイサル称号取得︑即位に対して反対する

ものではなく︑ミカエル挙世がみずからの手によってイサキオスをカイサルー次期皇帝としたことに対する反対であった︒

彼らは軍事的に破綻したミカエル六世の追放を行なったが︑結局のところ︑軍事力をもち︑カイサル称号を帯びて都に迫
っているイサキオスを帝位に迎える以外解決策をもたなかった︒

本論に戻ろう︒中央集権的皇帝独裁制の強化をめざす︑いわゆる文官派の軍隊軽視政策に端を発した反乱であったが︑

収拾は皇帝理念をめぐって行なわれた︒反乱軍に推挙されたイサキオスは︑ミカエル六世と結ぶことに絶対的な支配老へ

の道を見いだすや︑箪内の反対派を押しきってその道を進む︒元老院・民衆の歓呼︑総主教による戴冠も彼にとっては重
⑱
平な意味をもたなかったといえる︒即位したイサキオス一世は︑先のコンスタンティノス九世やミカエル六世のような反

軍隊政策ではなく︑軍事力強化︑武断政治を行なった︒しかしその政策の基本的な方向は︑その即位の過程の分析からも
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明らかなように︑皇帝独裁制の強化であって︑有力老に与えられていた特権の取り消し︑下賜された土地の国庫没収︑教
⑲
会財産の国庫没収を行なっている︒イサキオスのこの政策の基盤には︑直接的には先帝ミカエル六世から受け継いだとこ

ろの正統皇帝理念があった︒彼がこのような政策を追求する時︑当然他の有力貴族の反抗を招く︒従来は文官の反対のみ
⑳
が強調されてきたが︑文官︑教会人に限らず軍人をも含めて有力貴族の不満がつのり︑イサキオス一世はわずか二年で退
⑳
位を余儀なくされるに駆ったのである︒イサキオス一世を追った勢力の論理は反乱軍内にみられたイサキオスのカイサル

称号受諾に対する反対派の主張にその原型をもっている︒皇帝独裁制に対抗するものとして︑私はそれを有力貴族による

連合支配体制と呼んでおく︒イサキオス一世は皇帝独裁制の強化によってこの時代の危機を克服しようとしたのである

が︑逆に混乱を一層深めることになった︒本論文のテ⁝マである一一世紀ビザンツ帝国の混乱から安定への転換につい

て︑五七年から二年間のイサキナス一世の武断政治に八一年以降の再建の萌芽を認めることはできない︒

反乱の過程において︑二つの皇帝理念に示される二つの政治体制の方向をもちながら︑イサキオスは皇帝独裁権の追求

という方向をとったという結論に達した︒それは彼以前の諸皇帝が︑一一世紀の危機に対してとった政策と基本的には同

一の指向をもっていた︒先の皇帝︑ミカエル今世についても︑実力老イサキオスにみずからの手で正統性を与えることによ

って︑自己の権限の強化をめざしたととるべきだろう︒イサキオス一世以降の諸皇帝はどうであったか︒彼のあと帝位に

就いたコンスタンティノス一〇世は︑有力貴族の一つドゥーカス家の人であり︑彼自身五七年の反乱の参加者であった︒
⑫

不満派の衆望を得た彼もやはり︑皇帝独裁制の強化をめざす政策をとった︒彼の反軍隊政策も︑徴税請負制や売官制の実

施とともに財政改革−皇帝権力強化の一環をなすものであった︒この時代にも危機は克服されず︑軍隊削減によって帝国

の防衛力は一層弱体化した︒イサキオス一世は帝国の軍事力の強化をはかったとして︑反下汐政策をとったコンスタンテ

ィノス叢書︑ミカエル六世︑コンスタンティノス一〇世と対比され︑前者が軍事貴族を︑︐後信が文官貴族を代表しその利

益を擁護した︑そして前者の流れが一〇八一年以降のアレクシオス一世につながるという通説に対して︑私は皇帝独裁権
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強化による危機克服という点に一〇八一年までの諸皇帝のとった基本的な政治路線の共通性を求めたのである︒こうして
これまでの考察から次の二点が帰結する︒

一︑通説にいわれるところの貴族の二類型︑及び両者の対抗を軸とする一一世紀ビザンツ政治史像に対する批判の一慈

の完結︒ω軍事貴族︑文官貴族と呼ばれるものは︑その社会的経済的基盤に関して決定的な差違はない︒いずれも大領主

である︒即位後の政策の表面的な相違から区別されてきたに過ぎない︒㈲文官貴族の代表とされるコンスタンティノス九

世の政策は皇帝独裁制の強化をめざしたものである︒︵米田氏の研究︶︒さらに同じことがコンスタンティノス一〇世ドヴ

ーカスらいわゆる文官派の諸皇帝の政策にもあてはまる︒の軍事貴族の代表とされるイサキオス一世コムネノスも︑即位
の経過にも示されたように︑皇帝独裁権の追求をその基本的な政策としていた︒

﹁選挙王政﹂的皇帝理念として現われた貴

一︑新しい観点として皇帝権をめぐる有力貴族の動向を提起していたが︑その具体化︒ω二つの皇帝理念に現われた二
つの政治体制︑皇帝絶対権口王朝の理念として現われた皇帝独裁制の方向と︑

族連合支配体制の方向の露量に注目する︒㈲二〇〇年にわたったマケドニア王朝の断絶の翌年という条件の中でおこった

一〇五七年の反乱にこの二つの方向が対抗して現われたが︑皇帝独裁制の方向が実現した︒しかしそれは混乱︑危機を一

層深めただけであった︒⑭五七年の反乱において現われた︑古い﹁選挙王政﹂的皇帝理念は︑有力貴族の叢生という二
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⑨蜜ざ審9男︒・︒＝霧噂︒や︒一け二ぐ9囲押℃や㊤︒︒IO■
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⑪注⑧で述べたようにプセロスら使節が皇帝の命令をひそかに裏切っ

たちがミカエル六世の使節として誠実に任務を果したことを強調して

帝は︑教会勢力の強かった一一世紀といえども存在しない︒

ω銭ヨ①暮噛︑娼℃﹂謡凸ρしかし帝位の正統性の根拠を教会に求めた皇

ていたとケドレノスはいう︒しかしプセロスの記述ではもちろん自分
おり︑彼の叙述からミカエル遁世の立場と主張を読みとるという方法

や一嵩1お9

︿oド讃閣℃・話O・

ブセロスは少なからぬ軍人もイサキオスに反対したことを指摘して

⑳イサキオス︻世コムネノスからコソスタンティノスδ世ドゥーカ

いる︒嵩ざげρ巴℃ω㊥躍ロρo℃．o搾

⑳

⑲ρOω窪︒σqo屋ξり擦︒︒8円旧りやω︒︒ρ男U9σq︒H一図㊦αQΦω鈴︒戸りG︒㊤．

は成立する︒
⑫累ω︿︒目︒ぎ︒︒㌦い・︒︒賃密魯け鋤㊦ま︒葎︒園田．国旨℃ぎξN睾鉱器

ρお窃一℃

無︒ゆp臨σq三ゆ＄江︒コ8蕊鈴罪質怠︒昌㊦＝Φい︑図︒︿器山．悶9号ωbd憲磐鉱器ω．

⑬Hぼα二や二①．
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スへの帝位交代に関しては︑教会勢力のあずかるところが大きかった

ω嘗良＄・唱℃・旨しn山り︐は危機に際して諸皇帝のとった政策を要領よく

勺880象昌σqも陰︒隔仲ン︒罷けげH暮︒簑㊤自︒路巴09品器︒︒ωo臨じd団Nρ暮貯⑦

ユ︒ωδ9000臨8壇ヨ①ωoけ8踵け巴？誌︷o同ヨ㊦︒・一8℃Φ凱鎮①︒︒︵δ鐙一Qoド︶噛．

ついては何ら指摘されていない︒

まとめている︒しかしそれら一連の政策の根底にある共通の指向性に

といわれるが不明の点が多い︒プセロスもブリュエンニオスもはっき

コンスタンティノス一〇世の治世については︑Ω．○︒・霞︒σqo誘犀ざ

りした記述をしていな い ︒
⑫

局ω3器ωo二︑ωoぎ江8ω8コ8ヨ℃o円鉱コΦ︒︒ユ︒冨︒ユ︒︒ρ￠嵩金p冨

国冨8蔓層℃やω自ムQ︒◆

⑬

アレクシオス・識ムネノスの反乱と即位

本章ではアレクシオス・コムネノスの反乱から即位への過程を︑前章のイサキオスの場合を念頭におきつったどろうと

思う︒すでに述べたように一一世紀半期からは帝位を占めた大領主−膚力貴族が︑できる限り他の有力貴族を抑えて皇帝

独裁権の強化をはかる一方︑宮廷から疎外された属州の大領主が反抗をくりかえす中でしだいに帝国の危機は深まってい

った︒諸皇帝の有力貴族圧迫政策は︑たとえばミカエル七世ドゥーカス竃一︒げ帥粘く麟∪まpω︵在位一〇七一一七八︶時代に

①
書かれたという︑ケカウメノスの﹃ストラテギコン﹄などにもよく現われている︒この傾向はコムネノス家が二度目の反

乱をおこし打倒しようとした︑ニケフォロス三世の時代において一層顕著である︒まず彼の治世における有力貴族層の動

向を簡単にみておこう︒七八年に小アジアで反乱をおこし帝位を奪ったニケフォロス三世は小アジアの大貴族フォ⁝カス
②
家の血をひく将軍であった︒しかし彼の治世を理解する鍵は︑豆州の軍事貴族という点ではなく︑他の有力貴族に対する
③
政策にあることを強調したい︒ニケフォロス三世は統治にあたってスキュティア人の側近を重用し︑有力貴族・将軍をで

きる限り宮廷から遠ざけていた︒対トルコ戦争に活躍した小アジアの大貴族パラエオロゴス℃巴ρ①oδσq立家のゲオルギ
④

オスOΦo同σQΦに対して宮廷の扉は閉され︑ドクーカス家の当主ヨハネスも属州の所領に引きこもっていた︒しかも小アジ
⑤
アでは大貴族ニケフォ瞬ス・メリセノス乞搾Φ℃げ○旨ω旨魯ω器昌易が反旗をひるがえし︑バルカンでも宮廷から疎外され

（265）

91

（四）

⑥
た大貴族が相ついで反乱をおこすという状況であった︒コムネノス家のアレクシオス︑その兄イサキオス兄弟も反乱の鎮

圧︑トルコ人との戦争のため甲州を転戦させられたが︑充分な軍隊を与えられず︑敗北して失脚することを期待されると
⑦

いう有様で︑宮廷内にはなかなか入れなかった︒バルカンの反乱者ニケフォロス・ブリュエンニオス属8Φ℃げ︒鶏ω切蔓①乱

民qωをようやく撃破し︑都に戻ろうとした時に︑新たな反乱者バシラキオス切霧蕾鼠易に向うよう命じられた時のアレ
⑧
クシオスの失望︑落胆がいかに大きかったか︒コムネノス家が二度目の反乱をおこし︑帝位を纂翻したのは以上のような
状況を背景としていた︒その反乱は多数の貴族の不満をその背後にもっていたのである︒

イサキオス︑アレクシナス兄弟はそれぞれ属託を転戦した後︑都に戻ってきた︒彼らの評判は高くなったが︑その立場

は安全なものではなかった︒皇帝側近のスキュティア人は兄弟を危険画し︑除こうと策動する︒コムネノス一族の宮廷内

での地位は︑その軍事的名声にもかかわらず︑むしろそれゆえに危ういものであった︒宮廷内に足場を確保し︑自分たち
⑨
に対する攻撃を防ぐために︑兄弟は皇后マリア累舘賞に接近しようと試み︑成功した︒その時のコムネノス兄弟の喜び

をアンナ・コムネナは次のように伝えている︒ ﹁こうして西部の軍隊の総司令官︵腺アレクシオス︶は以降多くの不安から

⑩
まぬがれた︒そしてそれから彼ら二人はしばしば宮殿に出入りした︒﹂コムネノス兄弟の立場が強いものとなるとスキュ

ティア人側近は力づくで兄弟を除かんとする︒帝位の安全を保つためには強力な二人の存在は邪魔であった︒兄弟はマリ

アを通じて宮廷内の情報を収集でぎるよう手を打っておいたのであろう︑陰謀計画を知り︑もはや反乱をおこすことが自

分たちの生命を守る唯一の策であることを悟る︒ちょうどその時皇帝からアレクシオスに対して︑トルコ人に占領された
⑪
キュジコスO憲一鶏ωの町の奪回が命じられた︒これはアレクシオス追放の策略であった︒史家ニケフォロス・ブリュエ

ンニオス冒けΦ90岩︒︒切螢魯三諺は次のように説明している︒皇帝はアレクシオスに困難な任務を命じるが︑アレクシオ

スがそれに従うならば彼は戦いに倒れる︒なぜなら彼には充分な軍隊が与えられていないから︒またもし命令を聞かなか
⑫
つたならば︑彼は裁かれ法に従って馳せられる︒事実かつてヨハネス・ドゥーカスがまったく同じ立場に立たされ︑出陣
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⑬
したものの敗れ︑結局失脚し今なお属州にひきこもっているという例がある︒アレクシオスも苦しい立場に追い込まれた

のだが︑彼はそれを逆用する才覚をもっていた︒彼は命令に服すとみせて︑地方にいる自己に忠実な兵士︑私兵の召集を

行なった︒側近たちはアレクシオスが兵を集めていることを告発したが︑彼は皇帝の命に従って作戦を開始したのだと反

⑭

論した︒かくして反乱の準備は着々と進み︑側近たちが最後の手段に訴えんとした時に︑コムネノス一族は都を脱出し︑

トラキア属州の村に集結中の軍のもとに急ぐことになる︒反乱が始まったのである︒以下この反乱の過程をたどりつつ︑

前章で明らかにした︑二つの皇帝理念に表現されている︑皇帝独裁制の確立をめざす方向と貴族連合支配体制の樹立をめ

ざす方向とが︑反乱の進行の中でどのように現われ︑抗争しつつ展開してゆくのかを検討したい︒

反乱を決意したアレクシオスは都にいる有力者の協力を求めた︒相談を受けた一人の︑アルメニアの大貴族ゲオルギオ
⑮

⑯

ス・パクリアーノス08お①℃ρ︒旨ド自︒︒はアレクシオスに直ちに行動をおこすことを説き︑両老の聞で誓約がかわされ

た︒さらに失意の大貴族ゲオルギオス・パラ甲香ロゴスも加わった︒その他にも有力貴族の参加がみられるが︑コムネノ

スにとって最大の同盟者はドゥーカスであった︒トラキア属国の所領に引潮していたヨハネス・ドゥーカスに反乱参加を

呼びかける伝令が送られた︒三たび官界に勢力を確保しようとして待機していたドゥーカスにはこの反乱は絶好の機会と
⑰
・
なった︒ ヨハネスの孫娘エイレーネー冒①ロΦはコムネノス家のアレクシオスの妻となっており︑ドゥーカスがこの反乱

にかける期待は大きかった︒ヨハネス以下一族は途中トルコ人軍団や帝国徴税役人らを加えつつコムネノスのもとに到着
⑱

した︒コムネノス一族︑特にアレクシオスは彼らの参加を喜んだ︒

ヨハネスらドゥーカス一族の合流した反乱派の最初の問題は︑誰を帝位に推挙するかということであった︒結局コムネ

⑲

ノス兄弟のうち︑兄のイサキオスではなく弟のアレクシオスが選ばれたが︑ヨハネス・ドゥーカス︑ゲオルギオス・パラ

⑳

エオロゴスら有力貴族がアレクシオスを強く推したことがこの決定をもたらしたといえる︒マケドニア朝末期には王朝理

念とともに長子相続の観念が強くなっており︑弟のアレクシオスが帝位に推されたのには充分な理由があったからである︒
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すでに述べたようにアレクシオスの妻エイレーネーはドヴーカス家の女性であり︑パラ心学ロゴス家とも姻戚関係にあっ

た︒イサキオスではなくアレクシオスを帝位に推したことは︑ドゥ⁝カスら有力貴族の力を示すものであり︑同時にコム
ネノスの側からいえば︑彼ら有力貴族との同盟の確認であったといえる︒

アレクシオスを皇帝に推した反乱軍は野州の小々を味方にしつつ︑コンスタンティノープルに迫り︑守備隊と通じるこ

とによって都に入った︒これに対して皇帝ニケフォロス三世は︑なお市街戦も辞さずとする側近をおさえ︑アレクシオス

⑳

・

のもとに伝令を送り︑交渉で解決しようとする︒皇帝の提案はアレクシオスを自分の養子とし︑帝国の統治をまかせると
⑳
いうものであった︒これは五七年の反乱の時に︑皇帝ミカエル六五が帝位鱈称者イサキオス・コムネノスに対して行なつ

た提案と同じ性格をもつものである︒この申し入れに対し︑アレクシオスもまた受諾の意を伝令に伝えた︒彼の賛意を皇

帝に伝えた使老が今度は正式にアレクシオスのもとを訪れてきたが︑事情を知ったヨハネス・ドゥーカスは激怒して伝令
㊧
を追いかえす一方︑アレクシオスに抗議した︒ヨハネスらにとってアレクシオスの帝位は自分たち有力貴族の連合−推挙

という形で実現されるべきものであって︑アレクシオスが先帝の養子︑あるいはカイサルになることによって皇帝とし℃

の正統性を与えられることは認めがたいことであった︒そのような形式で即位した場合︑．アレクシオスがこれまでの諸皇

帝と同じように皇帝絶対権の理念に基いて︑自分たちを富廷から遠ざけ皇帝独裁制を追求するという可能性が大きいと思

われた︒五七年の反乱の際に︑イサキオス・コムネノスのカイサル称号受諾に対してカタカロン・ケカウメノスらが説え

た反対と同じく︑今回のヨハネス・ドゥーカスらの反対もまた有力貴族による連合支配体制をめざすものであった︒アレ

クシオスは正統な皇帝たる地位を望みつつも︑ドゥーカスとの同盟の重要性を考えたのであろう︑伯父イサキオスとは異

なって皇帝との協定を断念しvニケフォロス三世を修道院に送った︒ドゥーカス派の主張は再び通り︑アレクシオスは有
力貴族の第一人者として︑有力貴族によって選ばれたる者として︑帝国の支配者となった︒

しかし伝統的な皇帝絶対権の理念に基き︑皇帝独裁制を確立しようという希望をもつアレクシオスと︑自分たち有力貴
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族がその基盤となる皇帝を擁立し︑支配体制内に堅固な地位を確保しようとする︑ドゥーカスに代表される貴族連合支配

体制をめざす勢力との対立はこれで解消したわけではなかった︒アレクシオスの妻エイレーネー・ドゥーカスの戴冠をめ
㊧
ぐってコムネノスとドゥーカス派の問に一層激しい対立が生じた︒宮殿に入るに際してアレクシオスはコムネノス一族の
⑳
岩とともに上の︵正︶宮殿にのぼり︑妻のエイレーネ⁝をはじめとするドゥーカス一族を下の宮殿に残しておいた︒これを

みて都では新皇帝アレクシオスは正宮殿に残っている皇后マリア︑ニケフォロス三世の妃︑を自分の妃にするのだろうと

一族の女性を謙ることによって新しい正統な皇帝となるという即位の形式も︑

いううわさが流れた︒事実アレクシオスのみが歓呼を受け戴冠されてエイレーネーの戴冠はなされなかったのである︒新
たに実権を握った者が先帝の︑娘や妃など︑
㊧

禽

皇帝の養子︑カイサルになることと同じく︑皇帝絶対権腱王朝の理念の現われであり︑マケドニア朝時代︑ドゥーヵス朝

時代にしばしばみられるのである︒アレクシオスがエイレーネーの戴冠をためらい︑マリアに好意をみせたのも︑アンナ

が記しているように単に失意の時代にマリアから受けた恩義のためだけではなかった︒つまりなお皇帝独裁への希望をア

レクシオスがもっていたことを読みとらねばならない︒当然のことながらドゥーカス派はマリアの追放︑エイレーネーの

戴冠を主張し運動した︒ヨハネス・ドゥーカスはコンスタンティノ㌧フル総主教に働きかけたといわれ︑ゲオルギオス・

パラェォロゴスは自分たちが反乱に加わったのはエイレーネーのためであるといって︑コムネノス派の兵士たちにアレク
⑳
シオスとともにエイレーネーを歓呼するように命じた︒この問題でもまたドゥーカス派の主張が通り︑マリアは宮殿を去
⑳
つた︒アレクシオスの戴冠より一週間遅れてなされたというエイレーネーの戴冠は︑コムネノス臓ドゥーカス同盟の最終

的な確認であり︑アレクシオス一世の帝国が有力貴族の連合に基くものであることを象徴するものといえるだろう︒

反乱から即位への過程の分析によって︑アレクシオス・コムネノスは有力貴族たちとの同盟・連合のもとに帝位に就い

たということが明らかとなった︒この点をより明確にするために︑やはり小アジアの大貴族であるニケフォロス・メリセ

ノスとの関係をとりあげ検討してみよう︒すでに述べたようにメリセノスはアレクシオスより前に皇帝を称し︑ニケフォ
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ロス三世に反旗をひるがえしていたが︑義兄弟にあたるアレクシオスの反乱を知ると︑使節を送り同盟の提案を行なった︒

メリセノスの提案は︑二人が帝国を二分して統治しようというものであった︒しかしアレクシオスには帝国の分割統治を

認めるつもりはなかった︒彼はカイサルの称号をメリセノスに認めることで解決しようと考えていた︒だが早くそれを返
⑭
寒したならばメリセノスを敵にまわすと考え︑使節を自陣にとどめたまま返答のタイミングをはかる一方︑コンスタンテ

ィノープルの攻略に全力を集中した︒都に入ったアレクシオスの立場はまったく有利なものであった︒この情勢をみてメ

リセノスの使節はカイサル称号を黄金勅書によって確認するようしきりに求めていたが︑アレクシオスはもはやメリセノ

スと結ぶ必要はなかった︒メリセノスがニケフォロス三世と結ぶことを恐れて︑その提案を保留しておき作戦を進めたの

が成功したのである︒しかもカイサル称号を与えずにすめば︑メリセノスのような危険な大貴族を逆賊として鎮圧し︑即

位後皇帝として絶対的な支配を行なうことができるであろう︒カイサル称号を認める黄金勅書をなかなか渡さなかったの

はこのように二重の意味においてアレクシオスの巧みな策略であった︒ところが彼は即位後すぐにメリセノスにカイサル
⑯
称号を認める黄金勅書を与え︑この反乱老を宮廷に招き入れている︒義兄弟のメリセノスにカイサルの称号を与えたとい

うこの行為は︑かつてミカエル六世とイサキオス・コムネノス︑あるいはニケフォロス三世とアレクシオス・コムネノス

⑰

鰺

の問に現われた問題と同じ意味をもつかのようにみえるかも知れない︒しかしアレクシオスは即位後まもなく宮廷称号の
⑱
大改革を行ない︑その結果カイサルには帝位根尊者という意味はなくなり︑単に皇帝との人格的な関係を示す高位の宮廷

称号の一つとなった︒こうしてメリセノスは﹁危険なライバルから忠実な支持者へ﹂と変わり︑今後アレクシオス一世の

支配体制の重要な一翼をになうことになる︒ドゥーカスとの関係において明らかにしたのと同じく︑ここにおいても︑皇
帝独裁の体制と抗争しつつ貴族連合支配魚蝋が樹立されたということが確認できるだろう︒

即位の過程の分析から︑アレクシオスは伯父のイサキオスとは対照的に貴族連合支配の道をとって帝位についたこと︑

アレクシオス一世と有力貴族たちとの関係は︑イサキオス一世も含めてニケフォロス三世に至る諸皇帝の場合ときわだつ
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た対照を示していることが明らかとなった︒反乱から即位への過程においてアレクシオスは︑有力貴族層を抑えて皇帝独

裁制を強化する方向を断念し︑彼らとの同盟・連合の方向をとったのである︒この方向転換︑政策の転換は画期的なもの

であり︑それは当然アレクシオス一世の支配体制を大きく規定するものとなる︒この政策︑政治体制の画期的な転換こそ
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まとめと展望

八一年をもってカイサルの意味が変化した︒

⑳即O色団コα㌦い︒︒富ρき．男︒昌母9eω魑く︒ド

五
︵

回H

℃℃．b︒α1お．

︸○

⑳9野︒置︒さ寒冒犀O︒雷H嵩§pO義︒旦おさ︒8℃﹂b︒⑳・

紙数もつきたので以上の考察を要約し︑同時にアレクシオス一世以降のユムネノス朝の政治体制︑さらにはその崩壊に
ついて簡単な展望を述べることで結びにかえたい︒

一〇五七年と八一年の二度にわたって︑コムネノス家を中心とする貴族連合が反乱し帝位の築奪に成功した︒従来はコ

ムネノス即ち属州の軍事貴族として︑この二つの反乱−纂奪を同じ歴史的意義をもつ事件とみなしてきた︒しかしこの二

つの反乱−築奪の過程に︑二つの皇帝理念の対抗として現われた︑二つの政治路線の対抗を認めると両老の違いが明らか

となった︒そしてまたそれによって本論文の課題であった八一年のもつ転換期としての意義が明らかとなる︒五七年の反

乱の中心人物イサキオス・コムネノスは皇帝絶対権の理念に基いて即位する道をとり︑即位後も他の有力貴族を抑えて皇

帝独裁制を強化する政策をとった︒この政策は彼のみならず︑彼以前の諸皇帝︑そしてまた彼以降ニケフォロス三世に至

るまでの諸皇帝が︑危機に対してとった共通の政策であった︒しかしこの間に危機は一層進行し︑ついに帝国の存亡が危

ぶまれるまでに至った︒八一年の反乱においても二つの皇帝理念に示される︑皇帝独裁権確立の方向と貴族連合支配樹立

の方向が対抗して現われた︒反乱の進行とともに皇帝絶対権の主張を抑えて貴族連合支配臣事が成立したことは︑まさし

ぐ画期的なことであった︒八一年の転換期としての意義はこの点にある︒一〇世紀︑特に一一世紀に入って帝国の支配機

構︑皇帝権をめぐって権力闘争をくりかえしていた有力貴族毒筆領主が︑古い﹁選挙王政﹂的皇帝理念に新しい血を注ぐ

ごとによって︑コムネノス家を中心に不充分ながらも結集したのである︒彼ら大領主の階級としての政治的勝利といえよ

う︒一〇八一年には帝国の状況はどん底にまで悪化しており︑皇帝独裁潮の矛盾はついに帝国の滅亡という形で清算され
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ようとしていた︒しかしここに至って伝統的な皇帝独裁制に大きな修正がなされた︒内外の状況を適確に判断した軍人政

治家アレクシオス・コムネノスは有力貴族層を支配体鰯の柱とし︑帝周の再建を試みたのである︒考察の対象としたドウ

コ

iヵス︑パラェオロゴス︑メリセノスの他にも多数の有力貴族が富廷に迎えられ︑称号を与えられて支配体制に加わって
いる︒それは帝国の危機を救い︑コムネノス朝一〇〇年の繁栄の基礎となった︒

即位後のアレクシオス一世がまず直面した問題はノルマン人ロベール・ギスカール図︒び①詳○託ω︒胃αの帝国侵入︑

ンスタンティノープル征服の企てであった︒アレクシオス一世はこれに対して︑かつてはコンスタンティノープルの宮廷
①
から離れ︑属州において自立︑反抗していた有力貴族層とその配下の軍を帝国軍に衣替えし︑出陣︑撃退した︒今後アレ

クシオス一世時代を通じて有力貴族たちは︑宮廷貴族として帝国の重要な問題に関して皇帝を補佐し活躍している︒この

結果前時代には帝国の最大の悩みであった播州反乱も︑アレクシオス一世時代には影をひそめ︑小規模なものが一一︑三お
②
こっただけである︒有力貴族閥大領主層が帝国の支配者となったことは︑アレクシオス一世の政策に彼らの利害が強く反

映されることになるだろう︒そのもっとも良い例はヴェネチアへの商業特権の付与である︒アレクシオス一世がヴェネチ
③
④
アに大幅な商業特権を与えたことはよく知られており︑通例それが帝国に大きな害をもたらしたことが指摘される︒しか

⑤

しこの特権付与はノルマン人の侵入に対してヴェネチアから艦隊の援助を得るために必要だっただけではなく︑それより

以上に国内の大領主︑アレクシオスを帝位に就けた多数の貴族たちの要求にかなうものであった︒彼らは農業経営者とし

て生産物の市場を求めていた︒ヴェネチアへの特権付与は彼らにとっては新たな市場の施火であり︑歓迎すべきものであ

った︒帝国国庫の収入減となることは充分承知しつつ︑アレクシオス一世はヴェネチアへ特権を与える︒彼は大領主層の

利害をその政策に反映させざるを得なかったのである︒約一〇年前のミカエル七世ドゥーカス時代に行なわれた︑国庫の
⑥
収入増をめざす小麦独占政策と︑アレクシオス一世のこの政策とはきわだった対照を示しているといえよう︒

大領主−有力貴族問の権力闘争から彼らの連合支配への転換が一〇八一年になされた︒連合支配の実態の究明にはなお
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コムネノス朝の政治体制の直接的な解明が必要であるが︑従来強調されてきたプロノイア制が史料的制約から充分実証さ

れない現在︑コムネノス朝成立過程の分析から明らかとなった︑連合のごつの要素を指摘するにとどめ今後の研究成果を

待ちたい︒アレクシオス一世の宮廷には多数の有力貴族が参列していたが︑彼らはコムネノス家と姻戚関係を結び︑アレ

クシオスが創設した宮廷称号ヒエラルヒ⁝に位置づけられた︒彼らの宮廷における地位は姻戚関係と称号を媒介とした皇

帝との人格的なつながりに基くものであったと想定できる︒マケドニア朝時代までに見られた官僚制は崩壊していたので

ある︒このような有力貴族家系として︑ドゥ⁝カス︑パラエオ戸ゴス︑メリセノス︑タ蔵品テース門賃○三富ω︑ディナゲ

ネス︑ブリュエンニオス︑ダラセノスUρ㌶ω︒︒Φ郎賃ω︑ガブラス○餌σHρ︒︒︑アンゲロス︾⇔σQΦ冨ω︑カタカロン︑パクリアーノ

スなどをあげることができる︒彼らは封建大領主であり︑彼らの連合支配を﹁封建制﹂と呼ぶならば︑﹁封建制﹂こそが

帝国の再建をもたらしたといえる︒が︑結局ビザンツ世界が近代社会を生みだしえなかったことも確かである︒そこで私

は︑﹁ビザソツ封建制﹂の限界性︑封建領主の結集の軸と唯一なりえた﹁選挙王政﹂的皇帝理念もそれに関係している︑

この時アレクシォス一世は︑バルカンの要衝デュラツォヘゲオルギ

お①Q◎℃唱．嵩lb︒G⇔■

︿o一冒ドω魑ド霧も︒層℃や

銅牌旨ロ︒留い．︾冨己ωOo旨路α鵠㊦oげ一〇︒︒℃同心昌ασqo切oo菖︒鴫窃P

︵京都大学大学院生・京

生に大変御世話になりました︒紙上を借りて御礼申し上げます︒

︹付記︺本論文作成に際して文献調査のため︑渡辺金一︑米田治泰両先

勺︒冨曾げ叡帥こづ嵩き8婁姪一〇︒︒δ9ρ︑切．ρHり︒︒企℃や①おふb︒．

⑥9緊切座鉱碧〜︒Q目⑦×℃①嵩窪8岱︑①8き目δ山三σ費①o二㊦図肖8？

＜㊦巳ωρ．切ω辱卜σg◎

⑤

心這−卜◎工特にやや魅b︒1幽．

臨話国導℃搾ρ︑一2旨90h国8口︒ヨ甘口富け︒曙

④即O匿罠巳︒・層︑目080巨ざ閃88崩ぎ夢oU8＝器︒囲夢︒しご属9苧

③罰02αqg男⑦αQ霧8pδ︒︒ピΩ■Oω貯︒αqo邑受り葭冨伴︒蔓曽℃︒G︒8●

つまりコムネノス朝の崩壊︑帝圏の滅亡は︑ ﹁封建欄﹂の挫折のためであろうと展望しつつ筆をおきたい︒
①

オス・パラ白亜ロゴスを派遣し防衛にあたらせるとともに︑みずから
出陣した︒その右翼軍をニケフォロス・メリセノスが︑左翼軍をゲオ
ルギオス・パクリアーノスが率い︑その他にディオゲネス家︵皇帝ロ
マノス四批の家系︶のコンスタソティノス︑ニケフォロス兄弟︑ニケ

っている︒まさに貴族連合軍であった︒︾⇒冨Oo鵠自象斜︒や9叶二

フォロス・パラエオロゴス︑コソスタンティウス・ドゥーカスが加わ

一〇九二年越クレタとキプロスで反乱がおこったが︑小規模︒ヨハ

く︒一・目りや一αρ峯ド

②

ネス・ドゥーカス︵アレグシオスの義兄弟︶が出陣︑ほとんど戦わず
に鎮圧した︒
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