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一

な研究テーマの一つである︒最近の西洋史学界の動向をみても︑

な役割を果してきた︒それゆえ歴史学において都帯の問題は主要

前近代︑近代を問わず人間社会の歴史において﹁都市﹂は重要

﹁封建制﹂研究は進められ︑とりわけ五〇年代後半から六〇年代
⑤
初頭には﹁ビザソツ封建制﹂論争が国際的に農開された︒しかし

た︒

ザソツ史学界は﹁ビザンツ封建制﹂の問題を最大の課題としてき

他方ビザソツ史研究において專情はどうであろうか︒戦後のビ

している︒このような総括の背後に我々は長年にわたるヨーロッ

年頃からはほとんど行なわれなくなった︒しかし﹁封建制﹂論は

代半ばまで渡辺金気氏︑米田治泰氏によって進められたが︑穴八

反映して︑我国でも︑

ユーゴのオストロゴルスキ⁝○・○ω貯︒αqo話尊らによって

たとえば増田四郎氏の論文︑ ﹁申世社会史における﹃特殊ヨーロ
①
ッパ的﹄なるもの﹂は︑一章を都市・市民にさき︑それがヨーロ

その後﹁封建制﹂研究は長い沈滞期に入った︒海外の研究動向を

パ中世都市研究の部厚い蓄積を感じる︒また中世イタリア都市に
②
関してもすぐれた研究がみられ︑日本中世史においても︑従来の

ビザソツ社会の歴史を︑人類社会の発展の一部としての普遍性と︑

﹁ビザンツ封建制﹂に関する研究は六〇年

領主制・荘園制研究中心から都市へも関心が向けられる傾向が感
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③
じとれる︒歴史理論研究の面においても︑都市と農村の関係鰭分
④
業論という形で都市が注目されているようである︒

上

ッパ社会の発展にとって極めて重要な要因であったことを再確認

︹序︺

ビザンツ﹁都市 市民﹂研究の動向と課題
O

ビザソツ「都市・市民」研究の動向と課題（井上）

するためには︑それが提起した聞題に今一度取り組むことが必要

る視角を内在させており︑ビザソツ社会の発展︑特質を明らかに

ビザソツ社会自身の歴史的特殊性との接点において把えようとす

他の歴史的世界の中没愛器研究に学びつつ︑ビザソツ都市研究の

る程である︒だが﹁ビザソツ封建制扁論の新たな構築のためにも︑

⑥
れた分野の一つであり︑その遅れは﹁まさに悲劇的﹂と蓑現され

業として︑戦後の﹁都市・市民﹂研究を︑筆者の問題関心に沿っ

﹁悲劇﹂を克服してゆかねばならない︒本稿はそのための準備作

論争の天折の原因を考え︑その克服の道を探究することは現在筆

て︑封建制の確立期一一世紀に焦点をあわせて整理したものであ

であると筆者は考える︒一九六〇年前後に展開された﹁封建制﹂

者の主要な問題関心である︒

ア・ポリスの恩讐から都市的な世界であり︑ビザソツ帝国の時代

市・市民﹂の聞題について考えてみよう︒東地中海世界はギリシ

義をもち︑歴史学の各分野において研究が進められている﹁都

を再検討することが必要であろう︒特に冒頭に述べたような意

では従来の研究の方法的欠陥を明らかにし︑新たな視角から問題

で新史料の発見・公刊︑実証研究の発展が不可欠であるが︑他方

から六二年の第＝二回の学会に謬る問の︑一一世紀都市研究の成

をたどり︑つづく第二章では六一年の第一二回国際ビザソツ学会

いて戦後から六〇年に至るまでの都帯研究と﹁封建制﹂論の関係

その研究はほとんど行なわれていない︒そこで本稿は第一章にお

会を最後として︑

半に一時活発になっただけで︑六六年の第＝二回国際ビザソツ学

た研究は特に少なく︑﹁封建制﹂論争の刺激を受けた六〇年代前

る︒ところで遅れている都市研究の中でも︑一一世紀を対象とし

に入っても西欧とは対照的に都市の全薗的な衰退はなかった︒か

果について︑市民階級の果した役割︑とりわけその政治的活動︑

ゆきづまっている﹁封建制﹂論の新たな展開のためには︑一方

えって封建制確立期︑一一−二世紀には多くの都市の成立︑発展

市民闘争の歴史的意義のとらえ方を中心に考察したい︒最後に第

三章では六〇年代後半からの研究動向の変化をみた後︑本稿のま

﹁封建舗﹂論争の消減とともに今日に至るまで

がみられる程である︒それゆえビザンツ社会における﹁都市・市
民﹂の歴史的役割の視角が︑

とめとして︑六〇年代前半に達成された成果をどのように受け継

門ビザンツ封建制﹂の成立︑発展︑

その特殊性の解明に不可欠と思われる︒ところがオストロゴルス

増田四郎︑﹃西洋中世社会史研究馳︑岩波書店︑一九七四年︑三五三

ぎ︑批判・発展させてゆくべきかを考えてみたい︒
①

キーを中心とする従来の﹁封建制﹂論はこの問題を視野にとらえ
ていなかった︒都布研究はビザンツ史研究においてももっとも遅
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清水広一郎︑﹃イタ リ ア 中 盤 都 市 国 家 研 究 ﹄ ︑ 岩 波 書 店 ︑

！三八八頁︒

②
年︒

一九七五

一九七三年︑

〜三九・一四〇号︵〜九七三年度日本史研究会大

﹃マルクス歴史理論の研究﹄︑岩波轡店︑

﹃宮本史研究﹄︑

望月清司︑

会特集号︶︒

③

④
とくに第七章︒

渡辺金︸﹁ビザソツ封建制の諸問題i論争の展望﹂︑﹃ビザソツ社

会経済史研究﹄︑岩波書店︑一九六八年︑三一五〇頁︒米田治泰﹁ビ

⑤

ザソツ封建制研究の動向﹂︑﹃西洋史学﹄︑六六号︵一九六五年︶︑四四
一五五頁︒

⑥米田治泰﹁ビザンツ都市の社会構造ーイスラム都市からのアナロ
ジ⁝1﹂︑﹃大阪市立大学人文研究﹄︑一一ニー四︵一九七一年︶︑四六
頁︒

︹第＝軍︺

性格の社会︑﹁ビザンツ封建制﹂が成立したと彼は説く︒西欧の封

権的国家体制は解体してゆき︑墓本的には西欧の封建社会と同じ

建社会にみられる諸要素がビザンツ世界にも存在したことを確か

めようとする彼の方法論は︑西欧封建社会における異質の存在と

考えられていた﹁都市・布民﹂を一応視野の外においていた︒大

戦後の﹁封建制﹂論が︑ビザソツ社会の発展の上で︑﹁都市・市民﹂

がどのような役割を果したのかという問題を対象の外においてい

た中で︑唯一都市をとりあげたのはフランスのブレイエ野切冠騨
②
ぼ興であった︒しかし彼の見解はむしろ都市研究の遅れを正当化

することにもなる︒彼は四九年に﹃ビザンツ帝国の諸制度﹄を発

表し︑その中で末期における都市を次のように整理している︒テ

マ制度の成立以降の時代︵中期︑七−一〇世紀︶には古代以来の

点となった︒この論文において彼は一一世紀以降を封建制の重代

おいたのはオストロゴルスキ⁝で︑ビザソツ史の時期区分を扱か
①
つた一九四一年の論文は︑戦後の﹁ビザソツ謝建玉﹂研究の出発

封建制﹂の問題を最大の課題としていた︒

いたのである︒末期における都市の自治獲得の動きは︑中央集権

民の団体ではなく︑土地貴族であり︑後者は都市をも支配下にお

しかしビザソツ都市の場合︑自立の主体となったものは商工業市

自治権を中心とする諸特権を皇帝から得て自立する傾向を見せた︒

都民の自治は消滅過程をたどった︒ところが末期に入ると都市は

とし︑その時代の特徴を︑大土地所有の成長と自由農民の隷属化︑

的国家体湖から土地貴族が膚醸し︑都市を拠点として独立国家を

この現象は表面的には西欧の中世都市にみられる運動と似ている︒

かかる大所領の不輸不入特権の獲得︑西欧のレーエソ制にあたる

形成する動きに他ならない︒首都のコンスタンティノープルでも

序において述べたように︑戦後のビザンツ史学界は﹁ビザンツ
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中期には形骸化し︑自治機関としての機能は完全に失なわれる︒

事情は同様で︑初期にみられた民衆の政治的党派︑デーモイは︑

まず農村・農民を対象とし︑都市・市民にはほとんど考慮は払わ

以上のように一九五〇年代の前半まではビザソツ社会の分析は

制﹂論の方法的特徴とも相まって︑ビザンツ社会の究明にとって

式から︑都市研究よりも領主︑農民の問題を第一の課題としてい

た研究者の多くは︑オストロゴルスキー的方法論とブレイエの定

れなかった︒社会構造の特徴︑その発展の解明にとり組もうとし

何よりも土地貴族一封建貴族とその支配下の隷属鞘寄の分析こそ

た︒

以上のようなブレイエの主張はオストロゴルスキ⁝らの﹁封建

が第一の課題であるとする考え方を支えた︒オストロゴルスキー

国の伝統の存続を説く伝統的なビザソツ史観に対して︑その社会

の発展を説く積極的な意味をもちつつも︑この段階では農村の社

﹁ビザソツ封建制﹂論は︑ビザンツ社会の停滞性︑ローマ帝

自身︑プラクティカ︵競領の土地台帳︶の分析︑プロノイアの包
括的研究︑さらに封建所領のイムニテートの研究に力を注ぎ︑末
③

会構造の分析から西欧の封建社会との類似性を確認しようとする

へ

ことにとどまっており︑都帯・市民も含めて真の意味での﹁ビザ

ヘ

期ビザンツ社会に﹁封建制﹂の存在を確認しようとした︒ソ連の

ンツ封建制﹂論ではなかった︒
ヘ

研究者たちもほぼ同じ視角から農民の土地所有・保有の形態︑隷

これらの一連の研究とは別に︑ロペス幻．ψ冒○鷲Nやラソシマ

ヘ

属の形態︑あるいはイムニテートの問題の解明にとり組み︑封建
④
制の成立期を確定しようとしていた︒展村・農民の聞題が研究の

ンω．賠償昌9日ρ謬の実証的な都市経済分析がこの時期になされた

ドの分析で小さな誤りをおかしており︑それも一因となってこの

ことも指摘しておきたい︒彼らは商工業老の形成した団体uギル

⑥

中心であったのは西欧・アメリカでも同様で︑この時期に発表

℃噸Oげρ峯巳ωの論文を挙げることができるが︑彼もまた一〇八一

されたビザンツ社会経済構造論の代表的なものとしてカラニス
⑤

ギルドの︑商工業市昆のもつ意義を充分に理解できなかった︵そ

の誤りは六〇年代初の都市研究の高揚の中で修正される1後

年のコムネノス朝成立以降は大領主が決定的な力をもつ社会であ
ったとし︑土地所有の形態︑農民の存在形態の分析に主眼をおい

述︶︒が︑ともかく彼らの研究は今日に至るまで価値を失なって
﹁都市・市民﹂に関しては一一世紀からその活動がみら

ている︒

はいない︒

ビザソツ社会の究明の〜環として都帯・市民研究が重要視され

れると指摘しているものの︑わずかなスペ⁝スしかさかれておら
ず︑すべては今後の研究課題として残されていた︒
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民をビザンツ史の中にくみ込もうとした︒

のである︒その影響下にルーマニアのフランチェス国．閤冨80ω
⑦
が五五年に末期の都市と封建制を扱った論文を発表し︑都帯・市

めの︸つの視角として都市の問題がとりあげられるようになった

ソツ封建制﹂の特殊性が問題とされ始め︑それを明らかにするた

はソ運の研究老たちであった︒ソ連では五〇年代半頃から﹁ビザ

始めたのは五〇年代半ば頃である︒この問題にまずとり組んだの

リア商人に対抗しつつ︑帝国の政策を修正させる程の力をもった︒

うな結論に達した︒一四世紀に至って都市市民は封建領主やイタ

衆蜂趨︑N簿︒器p運動を市民の反樹建闘争の頂点と考えて︑次のよ

著であり︑受診第一の都市テサロニカで一四世紀半頃に起った民

とる︒このような傾向は交換経済の発展した都市において一層顕

獲得の主体として明確に姿を現わしてくる都市市民の成長を読み

し︑そこに都市の支配者11封建領主と対抗しつつ︑しだいに特権

市の重要性を高く評価し︑五七年には︑一二世紀末のコンスタン

ソ連の研究者の中でも特にシュジュモフ三・詮■∩δωδ憲︒しコは都

第一に︑彼はラテン人による征服後のビザソツ都市の動向を記述

ティノープル商工業市民の反ラテン闘争が敗北の中にも一定の成
⑧

フランチェスの論文は大きく分けて二つの論点を含んでいる︒

史料に基きつつ分売し︑一三世紀において都市を支配していたの

果を得たことを指摘する論文を発表した︒

都市・市民研究への関心はようやく高まり︑五八年忌ミェンヘ

は封建領主層であったことを確認する︒彼によれば︑都市はラテ
ン人屈服者やニカイアのビザンツ皇帝から自治の特権を獲得して

国

いるが︑その主体は封建領主層であり︑都市の自治の発展は反封
建制という形をとらず︑地方の領主層の主導するものであった︒

て副報告︑討論が行なわれた︒キルステンの報告は初期から末期

ンで開かれた第一一回国際ビザソツ学会では︑西独のキルステン
⑨
囚貯ωけ窪が﹁ビザソツ都市﹂と題した報告を行ない︑舎わせ

この第一点においては彼は基本的にブレイエの考え方を受け継ぎ︑

が軽くふれるにとどまったところの︑ビザンツ社会を動かす要因

チェスの第二の論点は︑ブレイエにはみられず︑またチャラニス

特な分析視角に基いており︑我々には難解な点も少なくない︒そ
⑩
の内容全般については渡辺氏によって詳しく紹介されており︑こ

ので︑都市研究の礎石ともなった︒地理学者である彼の報告は独

までのビザソツ都市を概観し︑その問題点を網羅的に列挙したも

として都市・市民を積極的に評価することである︒フランチェス

こでは本稿の文脈に沿ってキルステソの次のような指摘にのみ注

一層詳しく実証的にあとづけたといえよう︒しかしながらフラン

は一三世紀末−一四世紀に都市に与えられた特権文書を順次検討

（624）
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封建領主の書論支配を動揺させるというフランチェス説に対し

たが︑一四憶紀には交換経済の発展を背景に都市市民層が拾頭し︑

の支配下におかれ︑都市の自立化も彼らに主導されたものであっ

ンチェスの主張に対して批判を加える︒ビザンツ都市は封建頷主

写しておきたい︒彼は末期の都市の内部構造に関する上述のフラ

征服者と同じく外部から都市住民に対峙する存在であると考えて

体が特権獲得の主体であって︑地方領主は皇帝の役人やラテン人

て︑キルステソはいずれの場合にも貴族的存在を含む都布住民全

に商工業市民層がその主体として現われてくると考えるのに対し

こと︑一四世紀に入ると都市が皇帝から諸特権を得る際に︑新た

の自治の機関も現われないことから︑ビザソツ人自身の商業活動

いる︒さらにキルステソが︑特権文書には商人も手工業者も彼ら

ると考える︒つまり彼は宋期においても都市内部にデモクラティ

の少なさを説き︑ここにいう都市は決して西欧的な意味での都市

て︑キルステソは都市の自立の主体は全体としての都市住民であ

ァの原理が存在したと考えている︒キルステソは主張する︒なる

都市内部の階層分化の未熟性の指摘︑封建領主の支配の中心地

ではないこと︑その特権獲得も決して都市の社会的発展や経済的

未だ特権的都市貴族層を形づくってはおらず︑市民の中の有力者

としての都市というテーゼの否定と要約できるキルステンの見解

ほど都市住民の間にはコ︒び幕︒・げρげ旦暮︒器︒︒11轡曾e目ミ多きへと

にすぎない︒皇帝によって任命された役人︑あるいはその地位を

は︑都市研究の側から﹁ビザンツ封建制﹂の存在を否定するもの

重要性増大の結果ではなく︑主として帝国の軍事的理由から生じ

纂奪した地方領主が︑都市外部の勢力として︑貴族的存在をも含

であり︑当時始まりつつあった﹁ビザソツ封建制﹂論争と密接に

呼ばれる貴族的存在があった︑だがフランチェスのように彼らを

む都市住民全体に対して支配権を行使していたのである︒都市の

結びつくべきものであった︒五八i九年にルメルル窪い①日興ざ︑

たものであると主張していることにも注目しなければならない︒

支配者はこのような都市外部の勢力であり︑十字軍の到来に際し

五九年にスヴォロノス客ω︿o目96︒︒がそれぞれ農村の社会構造

都市の支配者皿封建貴族と考えることは正しくない︒かつ彼らは

て都市が友好的な態度を示したのも︑従来の支配者に代わる新し

を扱った論文︑新史料を発表し︑オストロゴルスキーらの﹁ビザ

⑪

い支配者と有利な協定を結べると考えたからである︒つまりフラ

ソツ封建制﹂論へ鋭い批判を加えた︒ルメルルらは帝国の樹応化

を認めず︑末期にも領主皿農民関係の全面的成立はなく︑なお中

⑫

ンチェスが＝二世紀にラテン人征服者と協定を結び︑都市の自立
をめざしたのは︑都市をも支配下においた地方的封建貴族である
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期にみられた均質な自由農民が存続したと主張していた︒ルメル
ルらの研究とキルステソの見解とは農村と都市と対象を異にして
いるものの︑その学説の基本的性格において﹁反封建制﹂論とい

構造をトータルに描きだすには程遠い研究水準であった︒とりわ

・う共通性をもっていた︒しかしながら︑都市と農村を含めた社会

けようやく端緒についたばかりの都市研究には﹁封建制﹂の成立
と都市の関係を問うという視角はなく︑﹁封建制﹂論争の焦点で

った︒

あった﹁封建制﹂確立期11＝世紀を対象とする研究は皆無であ

五〇年代後半の都帯研究への関心の高まりは初期ビザソツ都市

にも向けられている︒西独の指導的ビザソチニスト︑デルガー
⑬
男Uα一σq霧が初期の都市に関する論文を発表したのに続いて︑
﹁封建制﹂論の主導者オストロゴルスキー自身も︑初期の都市に

⑭

ついて考察し︑ビザソツ世界の発展にとつ．て都市のもつ重要性を

指摘した︒これまで都市の問題に充分考慮を払ってこなかった彼
も︑都市の問題をその﹁封建制﹂論にくみ込む必要性を感じつつ
あったと思われる︒

なお直接ビザンツ都市を扱ったものではないが︑都市研究の発
展を刺激したものとして︑西欧・ビザンツ・イスラム三世界の中
世都市の比較を行なった︑ロムバールソ臼．い︒日げ震島やカーエン

⑮
ρ○筈窪の論文もこの五〇年代後半の霊要な業績である︒

ミ無ミ傍

ぎ三一§ミミ℃μ①ω︵お命yω噂b︒卜︒OIb︒G円野
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⑩

たフランチェスとキルステソの論点を整理した﹁後期ビザソツ帝国の
都市について﹂︑前掲 書 一 三 六 − 〜 六 三 頁 も 参 照 ︒
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︹第二章︺

一九五〇年代末からの﹁ビザソツ封建制﹂論争を背景に︑六一

年にはブルガリアで第＝一回国際ビザソツ学会が開催された︒大

会の主報告となった︑ソ連の四名の研究者の共同報告﹁ビザソツ
①

帝国の都市と農村一四i一二世紀1﹂は︑五〇年代後半から

ビザンツ社会発展の解明の一環として︑都市と農村の絹互関係を

重視する立場をとっていた彼らの研究成果をまとめたものである︒

﹁封建制﹂論争の焦点となっていた＝1二世紀に関しては︑ソ

逮の代表的ビザソツ史家カジュダソ﹀．戸ズ壁浅窪が報告者と

なった︒彼もブレイエらと同じく︑一一−二世紀にみられる都市

の発展︑自治の強化を属州の封建貴族の支配の確立ととらえ︑属

州の都市は帝国の分解をすすめる封建貴族の拠点となってゆくこ

⑬男U巳αQ①烈︑Uδ坤欝ξN磐誌鐵ω︒冨⁝自αξNp尊属ω号9︒ご− とを指摘する︒しかし同時にカジュダンはその過程が商工業市民
②
との不断の闘争を通じて実現されていったことに注目している︒
︵切Φ目OくO頃梓O

H蒔一同QQ

工業市民層の敗北がビザンツの経済的崩壊の基本的な要因であっ

としてカジュダンは︑この都市内部における階級闘争の帰結︑商

したができず︑封建領主の支配下におかれることになった︒結論

商工業市民は都市を西欧的な商工業者の自由な共和国にしょうと

戸Φ㎝ゆ︶ω唱908

Hり2讐ψ一〇刈占ωり．

O睦伴・
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民の闘争が一一−二世紀におこなわれ︑帝国の発展のコースを規

たと述べる︒共同報告では封建領主の都市支配に対する商工業市

市の研究は六〇年代前半には非常に活発となる︒

研究︑とりわけ﹁封建制﹂論争の焦点であった一

定する重要な意味をもったと述べられた︒しかしこの闘争がその

六二年にブルガリアのティフチェフ℃．日ぞα①＜がコ一−二
⑤
世紀のビザソツ都市について﹂を発表し︑主として記述史料に基

一−二世紀の都

るのかは充分明らかにされなかった︒つまり﹁封建制﹂論に具体

きっっ︑この時代の都市を種々の側面から考察した︒都市の社会

階代の基本的な階級対立である領主n農民関係とどう関連してい

的にどう組み込まれるべきかという展望が示されなかったといえ

都市の特徴として封建貴族の支配を指摘する︒同隣にティフチェ

ていないと批判した︒さらにルメルルは都市と農村の関係を歴史

者の拠り所の一つである新史料﹁テーベの土地台帳﹂が用いられ

告を越えるものではなく︑農村に関しては彼ら反﹁封建制﹂論

とし︑かつ個別的にみても︑都市に関しては前回のキルステソ報

⁝マでありながら︑両者の関連が問題とされていないことを不満

してなお未成熟な彼らは︑当時の支配階級臓封建貴族間の権力闘

民の闘争を単に反封違的とみることはできない︑政治的な主体と

プルの政府に対する大封建領主の闘いの中に混っていたこと︒市

いう当時の状況下では彼らの關争はしばしばコンスタンティノー

封建国家︑封建貴族に対して闘ったこと︒しかし封建制の確立と

みずからの団体を結成し︑それを通じて権利と利益を守るために

フは次の点にも注意を向けている︒この時代の都市商工業市民は

構造については彼も基本的にはカジェダソらと同じく︑ビザンツ

よう︒この点は次に述べるルメルルの批判を招く一因ともなる︒
③
共同報告に対してルメルルは︑報告が﹁都市と農村﹂というテ

社会学的方法に基いて考察すべきだと提唱している︒歴史社会学

﹁封建制﹂論との関連からビザンツ社会の発展において︑都

ェフの考え方と思われる︒

争を媒介として︑その階級闘争を行ないえたというのがティフチ

的方法の有効性の闇題はさておき︑ルメルルの批判は都市研究の
遅れの指摘といえる︒共同報告をめぐってはさらに︑アメリカの
カラニス︑ブルガリアのアンゲロフU幽︾⇔σq鉱︒＜によってもコ

④

市・市民がどのような役割を果したのかを明らかにすること︑と

メソトが加えられ︑活発な討論が行なわれた︒しかし結局討論は
すれ違いに終わり︑

りわけ一一一二世紀における商工業市民と封建領主層との関係︑

﹁封建制﹂論争もまもなく消滅してしまう︒

他方ルメルルの批判などによってもその遅れが明確となった都市
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ようなコンスタンティノープルの特殊性をどう考慮に入れている

して都市研究が成立している段階にあった︒個々の研究者がこの

あり︑例外的ともいえる大都市コンスタンティノープルを対象と

平均的な地方都市を対象とするには史料の欄約が大きく︑首都で

ルはある意味では帝国の特殊な都市である︒ビザソツ都市研究は

コンスタンティノープルに限られてくる︒コンスタンティノープ

点に注意したい︒一一i二世紀を扱うならば︑史料的にも対象は

以下この時期の若干の研究を紹介しようと思うが︑その際に次の

帝国の政治に対する市民層の関与に研究者たちは関心を向けた︒

制政策を放棄する︒かくして一一世紀宋にはギルドは消滅し︑市

朝はイタリア商人に特権を与え︑国家による商工業への保護・統

保護を失ない解体する︒首都の商工業者を危険視したコムネノス

奪取するや︵一〇八一年コムネノス朝の成立︶︑ギルドは国家の

ものであった︒それゆえ離州の軍事貴族︵大封建領主︶が政権を

織ではなく︑国家の利益のために作られ︑その統制下におかれた

ビザソツのギルドは商工業者の利益を守るために作られた自治組

の商工業市民への譲歩盟保護の結果にすぎない︒西欧とは異なり︑

族を抑え︑自己の政権を維持するために行なったところの︑首都

は当時支配権力を握っていた官職貴族が︑反対する属州の軍事貴

民の政治的な活動も姿を消した︒

かを学ぶことが大切であろう︒

帝国の他の都市には商エ業市民の組織1ーギルドの存在はほとん

フランチェスは一一世紀のコンスタンティノー︒フル市畏は主体

でに述べたように彼は市民層が帝国の政策を左右する力をもつの

ど確認されてはいないが︑コンスタンティノープルについては以
前からその存在が知られていた︒ちょうどこの六〇年代初にはメ
⑥
ソトルbゴ．寓窪色の論文の発表やシュジュモフによるギルド史料
⑦
の刊行によって︑ギルドへの関心は高まり︑ギルドと市民の政治

は一四世紀からとする︶︒封建貴族聞の抗争の枠内にその動きは

的な活動をする力を未だもたず︑彼らの団体組織も何ら自治的様

的活動という視角がフランチェスやヴリュナニスω﹁＜曙︒巳ωに

限られていたと考えている点︑先のティフチェフと基本的に同じ

立場といえよう︒これに対して︑同じく一一世紀コンスタンティ

相をもたない︑いわぼ上から作られ統制された機関と考えた︵す

よって採られた︒かつて都市研究の先駆をなしたフランチェスは
コンスタンティノープルのギルドに関心を寄せ︑次々と論文を発

ノープルの商エ業ギルドに里心しながらも︑対照的な結論に達し
⑨
たのがヴリュオニスである︒彼は西欧やイスラムの中世都市にお

⑧

表した︒彼の考えを要約すると次のようになる︒一一世紀にはギ
ルドに組織された市民の政治的活動がみられる︒しかしその活動
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はかってロペスやラソシマソが帝国ギルドR皇帝直属の作業場の

組織︑富︑地理的位置︑対国家義務などから結論する︒その際彼

治に大きな影響を与えるだけの力を備えていたことを︑ギルドの

までのギルド制度を概観し︑それがコンスタンティノープルの政

カーエソの研究の影響を認めることができる︒まず彼は一一撚紀

るはずだと考える︒この視角には第一章で紹介したロムバールや

行なっている点に着属し︑ビザンツ世界にも類似の現象がみられ

いて商工業者がその経済組織ギルドを通じて政治的活動を活発に

認めた︒彼は帝醐の首都︑大都市としてのコンスタンティノー

べ︑とりわけこの一一世紀における民衆の政治的な力の大きさを

位に関して元老院と並んで国制上の機関として機能したことを述

何という形で問われる︒ペックは首都の民衆が︑皇帝の選出・廃

ザソツ帝国において︑首都の民衆く︒貯が占めた国魂的位置は如

難史にあり︑市民の聞題も︑通例皇帝の専制政治が強調されるビ

彼と同じく＝世紀ビザソツ政治における市民の役割を高く評価
⑪
するのは西独のベックロ．9bゴ︒畠である︒彼の主要な関心は国

ギルドに着耀したヴリュオニスとはまったく異なった視角から︑

プルの特殊性を前面に押しだしている︒首都の民衆の政治的な力

労働者の団体とみなしていた翌ミq§q鉢養餐が実は自由な小笹
⑩

営者たちのギルドであることを史料から確かめている︒続いて一

このように布民の政治的活動が一一世紀の政治動向を規定する一

代に市民の蜂起がしばしば決定的な役割を果したことを指摘する︒

してのコンスタンティノープル民衆を措定している︒加えて一一

うと︒それゆえ彼は︑その間に多くの階層を認めつつも︑全体と

有の︒︒09曵難◎ぴ田畠の大きさ︑伝統的な象遠奮誉§理念に負

の大きさはビザンツ帝国︑とりわけコンスタンティノープルに特

要因となりえたのは︑文官派と軍事派という貴族間の対立の他に︑

世紀に特有の要因としてこの期の平和と民衆の経済力の向上を挙

一世紀コンスタンティノープルの騒乱を順次分析して︑帝位の交

ギルドの経済力と組織によるものであるとして︑ギルドに組織さ

げている︒さらにコムネノス朝成立以降︑着帯の民衆が突然力を

しており︑フランチェスと同じく︑属州の軍事貴族コムネノス家

れた市民層の力を高く評価するのがヴリュオニスである︒ただ彼

コムネノス朝成立後︑完全に沈黙することに関しては特に考察を

の皇帝たちが彼らを政治から遠ざけたこと︑イタリア都市への商

失ない︑百年の沈黙の時代に入る点についてもペックは関心を示

加えてはいない︒コムネノス朝の成立農﹁封建制﹂の確立と市民

業特権の付与がコソスタンティノ⁝プルの商工業に大打撃を与え︑

は一一世紀に活発な動きをみせたコンスタンティノープル市民が

・市民闘争の関連はここでは問題とされてはいない︒
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ビザソツ「都市・市民」研究の動向と課題（井上）

ラティゼーショソ﹂の進行と・・o︒芭ヨ︒び葭受の減少の問題は︑

ノス朝の成立は大きな転換期とされている︒とくに﹁アリストク

建制﹂を直接対象としないペックの国画史的視角からも︑コムネ

者を失なった民衆の弱体化をきたしたとする︒いずれにせよ﹁封

という形で﹁勝利﹂を得たために︑彼らの一体性が損われ︑指導

して︑一一世紀の首都の昆衆の運動がその上層部の元老院貴族化

民衆の経済力が低下したことを挙げる︒また民衆の後退の一因と

に対する︑国家構造の変換蹉集権化の試みの失敗の一因ともなっ

成長は政治的にも経済的にも不充分であって︑貴族の自立の傾向

を強化するためにこの階層を用いようとした︒しかし商工業者の

に位置づけた︒この時代の諸皇帝は貴族を抑え︑集権的国家体制

た︒さらにスヴォロノスは商工業者を帝国の政治の中に次のよう

らの一部は元老院のメンバ⁝になり︑高位の爵位を得る程であっ

し始める︒彼らは歓呼により皇帝を承認する集会に参加し︑彼

ずからの団体組織をもち︑貴族と対立しつつ︑帝国の政治に関与

かつて反﹁封建制﹂論の代表者の一人であったスヴォロノスの

た︒

﹁民衆﹂と﹁封建制﹂の関連の中で興味あるテーマとなろう︒

六〇年代の前半には﹁封建制﹂論争の影響も受けて︑一一世紀

論争の天折もあって︑充分に論じられたとはいいがたい︒一九六

動向が帝国の封建化とどう関連するかという問題は︑

政策とその失敗︑再びテマ体制に似た軍事体制︵コムネノス朝

制︵中期︶から中央軍タグマタの強化をはかる一一世紀諸皇帝の

して軍制を念頭においてのことと思われる︒地方軍中心のテマ体

印象を与える︒しかし彼が国家構造の変換等々を論じる時︑主と

この報告は︑彼が帝国の封建化を認める立場に移ったかのような

六年の第＝二回国際ビザソツ学会は︑学界動向を反映して＝世

期︶

における市民の政治的活動への関心が高まった︒しかし市民層の

紀の国内問題を共通テーマとしたものの︑討論は深められなかっ

るのであろう︒さらにスヴォpノスはこのような体制転換の試み

﹁封建制﹂

た︒一連の報告の中でスヴォロノスの農村と都市の社会構造を
⑫
扱った報告は︑都市に関しては︑前回の国際学会以降の研究動向

の失敗の原因として︑封建化よりも何よりもこの時期の人口減に

転換をとらえようとする視角は︑﹁封建制﹂論争の不毛な概念論

注目していることも興味深い︒人口論からこの時期の危機・体制

⑬
へというアールワイラー頃・Ω−︾ξぞ亀霞の説を採ってい

をまとめたものとして注目に値する︒彼は次のようにまとめた︒
一一世紀には商工業の発展とともに中産の商工業老が一般の都市
大衆とは区別された㎝つの社会層として確立してくる︒彼らはみ
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ビザンツ「都市・箭民」研究の動向と諜題（井上）

テーマの一つとしたことにも反映している︒戦後オストロゴルス

のような学界動向は七一年の第一四回国際学会が一四世紀を共通

商エ業市民層の拾頭を読みとっていたところのテサロ胴締の民衆
①
蜂起肚N巳︒富づ運動をどうとらえるかが問題の中心であった︒こ

スがそこに封建領主の都市支配に抗しつつ︑政治的主体としての

女は一一世紀の顕著な人口減少を指摘し︑それがビザソツ経済全

女は︑七二年には﹀毒巴＄誌上において一層詳細な︑商業・都
④
市経済を中心とした＝世紀ビザンツ経済の分析を行なった︒彼

そこには前述のロムバールから連なる︾づ奉ざω学派の影響を認
③
めることができよう︒六七年の小論文でその考え方を提示した彼

し︑かつそれを地中海経済全体の中に位置づけようとしている︒

うべき︑転換期一一世紀の問題は︑論点がかみ合わないまま放置

般の後退を示すものとした︒ヘソディも同じく一一一二世紀の経

②

キーらによって進められてきた﹁ビザソツ封建制﹂論の要ともい

されたといっても過言ではない︒とりわけこの時期の市民層の位
置づけの問題は来開拓のテーマとして︑豊かな実りを秘めたまま

済動向の再検討を試みた研究者であるが︑彼は貨幣研究からこの
⑤
問題にとり組んだ︒六八年に鋳貨・通貨に関する大著を世に送っ
⑥
た彼は︑その成果に基いて七〇年にはビザソツ経済再評価の論文

六〇年代宋から七〇年代初における注毒すべき研究動向として︑

リア都市への商業特権の付与が帝国の経済に大きな打撃を与えた

を著わした︒彼はコムネノス画期のビザンツ経済について︑イタ

眠っているといえる︒

都市を含めた＝i二世紀ビザンツ経済の動向を︑従来とは異な

スらと基本的には同じ反﹁封建制﹂論の立場に立つように思える︒

オストロゴルスキーらと激しく論争した︑ルメルル︑スヴォロノ

は﹁封建制﹂という概念をビザンツに導入することに反薄して︑

玄︒o口やヘソディ鼠．男瓦窪α団の業績を挙げておきたい︒彼ら

市経済の発展とコムネノス朝成立後のその衰退というビザソツ経

学会でまとめられた結論が前提としていた︑一一世紀における都

年代半にヴリュオニスやペックによって得られ︑第＝二回の国際

の要素を含みっつも︑ビビクーやヘソディの実証的研究は︑六〇

析に基くゆえにかなりの説得力をもっている︒つまりなお不確定

という従来の通説に疑問を呈している︒彼の主張は出土貨幣の分

しかし彼らにあってはもはやかつての﹁封建制﹂論争の影はない︒

済史の通説に対して大きな疑問を投げかけたといえよう︒

った方法論に基きつつ再検討しょうとする︑ビビクー国．㌣じdや

概念論争を避け︑緻密な実証研究に専念しているのである︒ビ
ビクーは人口論を中心として一一世紀ビザソツ経済の動向を分析
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にすることが今後の大きな課題であると筆老は考えている︒

﹁都

たところの﹁ビザンツ封建制﹂の特殊性︑国家のあり方を明らか

あり方︑都市と農村の関係︑そしてそれらと分ちがたく結びつい

都市研究から学びつつ︑ビザンツ社会における﹁都市・市罠﹂の

関係にたってその支配体制を構築したのか︑問題はこのように立

的活動︑蜂起の後に成立したコムネノス朝は市民層とどのような

はどのように作用したのか︑一一枇紀に繰り返された市民の政治

ことも重要である︒つまりコムネノス朝の成立に対して市民闘争

要因として︑それが支配構造に残しただろう刻印を明らかにする

因にとどまるものではない︒コムネノス朝の支配体制を規定する

市・市民﹂研究史を明かった本稿の結びとして︑この課題に具体

てられるべきである︒

ビザンツ社会発展の普遍性と特殊性の解明のために︑西欧中世

的にどのようにとり組めばよいのか考えてみたい︒

至難である︒しかしこれらの点は封建貴族間の権力闘争から連合

関しては史料酌制約が大きく︑とりわけ前者についてその解明は

かについてはほとんどふれることができなかった︒これらの点に

関係︑商工業帯民層の動向が︑どれ程この過程に反映しているの

期ととらえた︒しかしそこでは霜露貴族とその支配下の農民との

の成立を封建貴族間の権力闘争の終結と連合支配体制の樹立の画

有力貴族と皇帝権の問題をとりあげ︑一〇八一年のコムネノス朝

先に筆者は一一世紀のビザソツ政治史を扱った論文において︑

ンチェス︑ギルドに組織された商工業市民とするヴリュオニス

官貴族の指導︵それゆえ真の市民層の運動ではない︶とするフラ

の諸研究においても見識は様々であった︒元老院を中心とする文

を担った社会層の解明が重要である︒この点に関しては六〇年代

には︑この作業は不可欠である︒とりわけ第一に︑主体的に闘争

の支配構造の特質を﹁都市・市民﹂の側蔚から明らかにしてゆく

らかにすることは容易ではない︒しかしコムネノス朝の成立︑そ

ロギー︑要求︑結果を解明し︑闘争の歴史的性格を全体として明

一一世紀の一連の﹁市民闘争﹂の形態︑組織︑参加者︑イデオ

⑦

支配への転換を促進した要因の一つと想定できる︒コムネノス朝

帝国の危機のみからは考えられず︑内部にかかえていた問題︑と

にみたように＝世紀の民衆の運動の性格は一面的にはとらえき

都民衆全体とするペックなどの見解が分かれたままである︒すで

︵スヴォロノスもこの見解に近い︶︑伝統里国制理念に基づく首

りわけ明確な姿をとった﹁市民闘争﹂との関係からもとらえられ

れない複雑さをもっていた︒その歴史的性格の解明の第一歩とし

11封建国家体制の確立の問題は︑貴族間の権力闘争︑外圧による

ねばならない︒しかも市民闘争はコムネノス朝成立の単なる㎝要
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付与に示されるようなコムネノス朝の政策から説明されてきた︒

動は完全に絶える︒このことは一般にイタリア商人への商業特権

すでに述べたようにコムネノス朝の成立以降は市民層の政治的活

る︒第二に闘争の結果をどう評価するかという問題が大切である︒

期の経済動向の再検討の成果もまた積極的に摂取されるべきであ

層の性格︑成熟度を明確にするために︑近年行なわれているこの

て社会層の問題をとりあげねばならない︒その際このような社会

の上層部の元老院貴族化の現象である︒ペックはこれをく︒節の

それは＝世紀後半からコムネノス朝成立期にかけて生じた市民

たわけではない︒また同時に筆者は次の点にも注目したいと思う︒

ス朝の成立も決して一一世紀の一連の運動の全面的な否定であっ

朝の支配構造の特質を反映していたのである︒それゆえコムネノ

いた︵農民・漁民との連合すら認めうる︶が︑それもコムネノス

前面に押しだして︑一一世紀のもの以上の深さと広がりをもって

だすことにもなろう︒しかしコムネノス朝諸皇帝が国庫の利益を

がコムネノス朝の支配体制の中にどういう形で受け継がれてゆく

原因としていた︒しかしここにおいても一一世紀の﹁市民闘争﹂

一体性の喪失︑指導者の脱落としてく︒陣の政治的活動の衰退の

そこなってまで︑イタリア都市に特権を与えたことは注目すべき

のかという視点を必要としているように思われる︒

それは帯民層の未熱さ︑﹁市民闘争﹂の﹁敗北﹂という結論を引き

である︒特権付与は南イタリアのノルマソ人との対抗上︑イタリ

﹁都市・市民﹂の問題を投射して﹁ビ

ザソツ封建制﹂像を一層豊かに描くという課題への筆者なりの出

以上︑学説史を整理し︑

アレクシオス一世を帝位につけた筑州の封建領主層の利害の反映

発点を明らかにしたつもりである︒これらの問題点の実証的な解

ア都市から艦隊援助をあおぐために必要な措置であった︒さらに

でもあった︒しかしそれにとどまらず︑市民層の勢力を削ぐとい

明については稿を新たにする予定である︒
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