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おいて穀物がどの様な形態で生産されたかということは︑勿論大
してそのことが地中海世界全体の経済生濡や勢力関係にどの様な

事な問題であるが︑そのエジプト産の穀物がどこへ輸出され︑そ
影響を与えたのかということもまた︑重要な問題であろう︒
第二に︑三段階の晴代区分であるが︑これはあまり成功してい

青山吉信著

﹃イギリス封建王制の成立過程﹄

代の相異が明確に表開されなければならないと思うのであるか︑

心に︑イェシース層︑奴隷層を解明して早期アングロ蹉サクソン

アングロHサクソン社会の基幹的階層たるチェオルルの分析を中

さきに﹃アングロ鰭サクソン社会の研究﹄なる大著において︑

蜜沢霊岸

今回の場合︑それは必ずしも明らかではないのである︒エジプト

社会の基本的特質とその発展過程をまとめられた青山吉信氏が︑

るとは雷えないように思われる︒竺段階に区分する以上は︑各蒔

王朝下のエジプト社会﹂︑﹁プトレマイオス朝エジプト﹂︑及び︵ロ

を例に取ると︑この本では﹁ヒクソスとエジプト社会﹂︑﹁サイス

ト期について︑この度びは︑イングランドの集権的封建制の秘密

それにつづく後期アソグβ旺サクソン期︑ノルマン臓コンクエス

を解明せんとする意図の下に大著﹃イギリス封建王制の成立過

﹁エジプト﹂と四回にわたって記述が繰り返される

程﹄を上梓された︒われわれは︑この二大著において青山史学の

ーマ時代の︶

く変化はしなかったとするのであれば︑このように分けて記述す

全貌を眼のあたりにすることが出来ることとなったが︑前著﹃研

のであるが︑古代エジプト予冷の本質がこの全時代を通じて大き

マ時代に関しては︑今回のように対象を社会経済史に限定する限

る必要はないであろう︒とりわけ︑プトレマイオス朝時代とロー

鴬野を構成するものであるといえよう︒日頃︑研究会などにおい

究﹄はいわば青山史学の下部構造を︑この度びの大著はその上部

て著者から親しく御教示をうけている筆者には待望の書であり︑

や土地所有形態︑奴隷制という特定の制度の変遷にあるのならば︑
この様に同時代の各国を並列的に叙述するよりは︑各地域を通時

この大著は︑薯者の緻密な研究︑正確な理解︑明断な視点を反映

文字通りわが国イギリス中世史学の一つの頂点を示す労作である︒

り︑分けて書くことの方が困難であろう︒著者の興味が︑共同体

的に叙述する方がよいのではないかと思うのであるが︑いかがで

ては後進者が先達の成果を出発点とすることは出来ないが︑しか

史研究の恰好の帰日となっているといえる︒人文系の学問におい

したがって二大箸を通じて四〇頁に及ぶ索引は︑正しくサクソン

究に必須のものをすべておおっているといっても過言ではなく︑

しているが︑そこに網羅されている史実︑史料は︑サクソン史研

あろうか︒

﹁一般索引﹂と﹁資料索引﹂の

なお︑巻末に挙げられた参考文献は︑初心者にとってよい手引
となるであろうし︑また索引も︑
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しサクソン史研究を志す者は︑青肉史学を尋ねることによって︑

アラーキの形成が促進されるとともに︑それを秩序づけるべき宗

中から求心的運動が生み出され︑分立勢力間の封建的主従制ハイ

ソン民族は大小勢力の籏生分立︑アナーキーを現出するが︑その

主的軍事王権の成立が結果されるという大きな見通しを立てて大

サクソン史研究における自らの課題を見溢すことが出来るし︑ま

著を構成してゆこうとされている点が容気される︒

た既に自らの課題を持っている者はそこに自らの研究姿勢を映し

本書の特色というよりも︑著者青出茂の研究の特色は︑きわめて

第一篇﹃イングランド王権の形成と軍事制度﹄は︑二章より成

出すことによって貴重な反省材料を得ることが出来るであろう︒

正確に研究史を尋ねて︑その研究史の中に自らの研究を位畳づけ

る過程を︑第二章では海上軍役との関連で地方統治制度が一国的

るが︑第一章では軍事王権が統治者王権的性格を具有するにいた

な組織化を見る過程を論じることとされ︑第二篇﹃後期サクソン

てゆかれるところにある︒これは凡そ歴史を志す者ひとしくある

負けて︑自らの研究をあらぬ方に推し進めてしまう危険に陥り易

時代の封建化と器品貨幣流通﹄は四章をもって構成し︑著者の意

べきことではあるが︑筆者如きはつい研究史を整理する億劫さに
い︒その意味では著者の二大著は︑歴史研究のサンプルを提示し

欲的な商品貨幣流通論を提示し︑商品貨幣流通の具体的存在形態

所以のものは何かという点にある︒そしてそれについて第一に︑

とは異なり︑イングランドにおいては集権的封建制の発展を見た

べておられるように︑同隠期における他国の分権的封建欄の展開

強大性の由来如何という自らに課した課題に一つの見解を示そう

る最善の理解を示し︑最後の終章において︑イングランド王権の

づいて︑その核心となる二・三の論争点について︑現段階におけ

うべきノルマン・コンクエスト研究史を︑極めて綿密な手法をも
って︑整理され︑さらにその後︑著老の極めて穏嶺な史観にもと

ンド封建制﹄では︑イギリス中世史研究のすべてをおおうともい

所論を展開される︒第三篇﹃ノルマンhコンクエストとイングラ

が王権の発展︑封建化過程とどう関連するかという頗る野心的な

た好箇の労作であるといえる︒

筆者は到底この大著を評するだけの力量を持合せていないが︑
とりあえず大著の内容を︑著者の真意を曲解するところ多いこと
を恐れつつ紹介することとしたい︒

前著﹃研究﹄において明らかにされたサクソン時代における農奴

とするものである︒

﹃問題の所在﹄に述

綱形成過程に見合った上摺の封建的体制が後期サクソン疇代にあ
ったのではないかという点︑第二にそうしたイングランド封建制

の全構造を表意する広い立場をも倉めようとされる点も︑著者の

ら︑その経済的基礎たる農奴制︵荘園制︶をも視野に収めた社会

著者青山氏の本書における最大の関心は︑

に見られる国王権力の強大性の由来如何︑第三にレ！ソ制封建制

以上が︑この大著のバランスのとれた構成であるが︑以下重点

強靱な常識的見解を示すものとして好感がもてる︒

著者は本論に入るに先立って︑封建制をレーン制と規定しなが

と王権との関係如何という︑この三つの問題点を課題として自ら
に課してゆかれる︒その場合著嚢は︑とくに封建制と王権との関
係について︑民族大移動後ブリタニアに定着したアンダ下請サク

、
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的にその概要を紹介することとする︒

しをもって︑重要なブルフを中心とした地方行政組織の確立を論

いものをさえ感じさせられる︒しかも地方統活組織の形成を︑著

者の最も得意とされる海上軍役との関連から説かれるところは誠

じてゆかれるが︑その間の論旨の展開の見事さには誠に小気味よ

ところは誠に著者ならではの感を深くさせられる︒八・九世紀の
．トゥリノダ・ネケシタス︵軍役︑橋梁の築造・修繕︑防壁・城壁

ーシア諸州の起源について︑一般にゲルマニストが血縁的氏族制

まず第一篇においては︑イングランド王権の形成と発展とが論

の建造・防備の三二抵︶の問題をとりあげ︑その負担が原初より

るブルフを中核に︑上から人為的に成立せしめられたものという

団体︑小氏族国家の地縁化を主張するのに紺して︑軍事的拠点た

ぜられるが︑それを著者の独壇場である軍制に剛して展開される

あったかどうかという問題よりも︑八・九世紀におけるその塗下

来の地域単位であることは否定し得ない︒だが︑それによる組織

著者層流の論点を示されるが︑著者によれば︑﹁ハソドレドは︑古

にユニークな見事なアプローチといわざるをえない︒寸評は︑マ

の組織的賦課を強調して︑そこにそれを徴収しうるような組織的
国家が成立していたことを展望されるところは極めてユニークで

筆者は︑著者が史料の関係から聖界の負担に極限して論じてゆ

ある︒

権の上からの主導﹂

化・拡大の決定的要因には︑何よりも一人支配者の論理に立つ王

論文を丹念に調査されて出された結論︑すなわち無原則な恣意的

筆者の仮定的推測にすぎず︑著者が史料の信慧性についての考証

のではないかという推測を持っているが︑しかしそれはあくまで

所にあった⁝⁝公的な王権乃至王制は︑国王自身の軍事的．政治

ならば王権上昇の一契機が︑閨王一個人の資質とは既に無関係の

重視し︑

また無能なエゼルレド聖意時代に州・郡制が拡大発展した事実を

︵八六頁︶がなければならなかったとされる︒

かれる点については︑俗界における軍事負担が前提となっていた

な洗鯉から組織的な三負担微発への変化の申に︑八・九世紀にお

七頁︶という興味深い指摘を試み︑﹁七王国睦代に創出された王

的資質を離れて︑既に独り歩きをさえ始めようとしていた﹂

権の︑公共性絡を占有する単一王権への変質が︑軍事的王権の統

︵八

﹁地方制度の組織化による集権傘体欄の形成︑別言する

たい︒著者はさらにヴァイキングの侵窟と︷狽市の論難設の問題をと

ける王権の︑国制の組織的発展をみようとする結論を強く支持し

り上げ︑とくにケントの文書から九世紀後半においてブルフの性

として重要な公共性の獲得に触れられる点も頗る示唆的であると

治者王権への移行を促進した﹂

第二篇は︑著者のもう一つの意欲的な︑かつ大胆な所論︑すな

いうべきであろう︒

︵八七頁︶として︑王権伸長の場

とエドワード長兄王の時代における新ブルフ建設政策を裏付けて

格と実体とに大きな変化があったことを推定し︑アルフレッド王
ゆき︑デーンロi恢復を直接的契機とした軍事的三負担の組織的

錦されがちで︑また九〜十一世紀はピレソヌのいう商業衰退期に

わち商品貨幣流通論が扱われる︒一般にブリタニア商業は従来閑

賦課の確立と並行して︑イングランド単一王権への発展がここで
つぎに著者は︑軍事的王権より統治者王権への展開という冤通

大きく前進したことを見通されるのである︒
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評
書

当っておりブリタニア商業も過少評価されてきたが︑しかし著者

譲渡︑確認は︑その土地に関する﹁諸特権の売却﹂であり︑ンー

われる慣行があった事実に着目し︵一八七頁︶︑ブックランー3の

中に包摂されてゆく︒これは︑著者の長年の研究が生んだ新発晃

封建的階層秩序の形成過程そのものを︑著者の商品貨幣流通論の

ソランドの貸与は﹁賃貸し偏であった︵一八○頁︶と規定され︑

は︑この時期のブリタニア商業の股盛と︑さらに十一︒二世紀の

商業ルネサンスで開花した中世商業がイングランドの封建欄と王

として賞揚されるべき卓見であるが︑イングランドの上部構造の

制の発展に大きく貢献するところがあったとして︑通説の意表を
ついた見解を示されるのである︒

封建化は︑長時の商品貨幣流通︑土地諸権利の商品化を媒介して

まず︑後期サクソン時代の商業は︑その流通構造や流通物資の
品昌においてなお古代的商業という性格を多分に残していたが︑

ではなかったこと︵一九三頁︶︑商品貨幣流通を﹁醤建社会の対
立物﹂とみなしてはならず︑

進行してゆくものであり︑ただ単に自然経済の中で発展するもの

定要因﹂としても考えるべきことを力説される︵一九四頁︶︒封

しかし︑ヴァイキングの活動により九世紀から北欧商業が俄かに

う事実に着目し︑古代的地中海商業から中世的北欧商業への展開

建制形成過程へのいわばボスタン史学適用の試みから出藍した著

活況を呈してきて︑イングランドが北欧商業に参加してくるとい

という世界史的展開の中に後期サクソン時代の商品貨幣流通を位

﹁イングランド封建社会成立の一規

置づけてゆく︒すなわち︑後期サクソン時代における活発な商業

老の卓見というべきであろう︒

つぎに著者は︑商晶貨幣流通がもつ統一的権力志向という超歴

活動は統一的通貨の豊當な流通にも立証されるが︑後期サクソン

史的論理にもとづいて強大王権の成立を考えてゆかれるが︑商贔

時代の北欧商業への参加を基軸にした著者の中世商業論が︑領主
制商晶貨幣流通論と並行して展開される辺りは︑著者の醸目躍如

治安の実現は︑長江に︑正しく封建的勢力たる貴族領主層の要請

貨幣流通が要請する経済的一元化︑またその前提としての一国的

でもあった︵ご〇四頁︶として︑商口㎜貨幣流通と封建的王権との

しかも著者の商学貨幣流通論はそれだけにとどまらない︒著者

たるものがある︒

は︑その商口關貨幣流通論をもって後期サクソン時代の封建制の成

遷合関係を説瞬されるのである︒

るのである︒筆者は︑商贔貨幣流通が封建制の形成・発展に︑ま

ところで実は︑筆者はこの点に関して初めて若干の黒闇を覚え

立を説明せんとされる︒それが第四章﹃封建化過程と商品貨幣流

た一人者支配︑王権の発展にきわめて適含的な関係にあるもので

通﹄である︒著者は︑如上の商口㎜貨幣流通の時代が正にイングラ

ンド封建社会の形成発展期にあたっていたところがら︑両者の関

あったことを十分に認めたいが︑しかし︑商品貨幣流通が何故に

積極的に一人者支配を求めざるをえなかったのか︑さらにそれが

係を説き︑農奴制︑古典荘園制の成立に見合う領主的商品貨幣流
ン制的階層秩序の形成過程にみられるブックランド︑レーンラン

何故に封建的王権でなければならなかったのか︑についてもう一

通論を展開すると同時に︑レーン捌との関連をとり上げて︑レー
ドの授受について︑その授受の際に代償として貨幣乃至金が支払
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れるのである︒筆者には︑商議貨幣流通が一人者支配︑王権の発

つの論理が媒介項として要るのではないだろうかと筆者には思わ

つ舎点が行かず︑何か歴史的なもう一つの契機︑あるいはもう一

のきわめて精緻な︑かつ正確な難論の把握には全く感嘆の声をあ

が︑われわれ後進者にはきわめて有益な学説史整理である︒著者

罰コンクエストの持つ史的意義をめぐる壮大な学説史整理である

第三篇︑第一章は︑イングランド封建制形成に関してノルマン

を示しつつも︑正統史学批判から出発したホリスタの連続論的修

げる外はない︒著者は︑ラウンド︑スチントソの正統史学に好意

屡にきわめて適合的な場を提供するものであることは理解出来る︒

しかしそれは一人者支配︑王権が伸長してゆくための手段︑政策

れる︒

正学説に注目し︑ホリスタの所論を基軸に整序されたように思わ

を展開する適合的な場であるという意味においてであって︑その
た一人者支配︑王権がまず前提されねばならぬように思われるの

前に︑商晶貨幣流通を支配し統轄する政策を実現する程に成立し

理念上では一斑封建欄の理想的表現と思われる軍事的保有の組織

ランド封建制の特色として︑

ーサクソン時代以来の活発な貨幣経済︑強大なる王権︑傭兵使

﹁征腺王によって導入された所の︑

が発生した所以のものは何かという問題に舞いもどされる訳であ

が︑現実上は最初から︑窮極的には反封建的となすべき諸要因

著者は︑複雑多岐に亘って錯⁝淫した学説一h更を辿りつつ︑イング

る︒その点について敢えて筆者の卑見を述べれば︑九世紀以降の

である︒従って筆者は︑再び︑そうした強大な一人老支配︑玉権

ウェセックス王権の伸長と一人者支配の形成︑そしてその一人老

いた点﹂

用︑スキュ⁝テジ︑フイーフ蓑レソト等々⁝1によって成立して

支配が著者の強調されるブルフ政策︑州・郡制政策によって確実
に定着しさらに発展するにいたったこと︵この点は︑大陸カロリ

の理解の深さを示すものに生ならないが︑ホリスタ以後の諸史家

尾大な論争史の見事な整理は︑著者の正確な史料の読み︑所論

と貨幣経済との関係などに誠に柔軟な見解を示される︒

︵二五二頁︶に注手し︑王権と封建制との関係︑封建制

ングの場合が一人者支配を生んでもそれを定着せしめることが出

来なかった点ときわめて重要な対照を示すものとして強調すべき
ランシポーテ論︵三六六−七頁︶も︑イングランドに強大王権が

の両方を容れた︑D・C・ダグラス︑F・バーロウらの見解︑す

の見解についても嘉例に整理され︑結局︑修正学説と正統史学と

であると思われる︶︑さらにいうならば︑著者が後でふられるプ

れるのである︒イングランドに強大王権が出現した所以について︑

現われ定着して行ったことを主張する一助となりうるものと思わ

リアルな原理に代る恣意的な騎土役賦課が行なわれ︑その三下封

による騎土封地の形成は比較的徐々になされたこと︑しかしまた

なわちノルマン践コンクエストによってサクソン軍制のテリトー

は強大王権の発生よりもむしろその定着化に大いに資するところ

ノルマン諸王の達成はサクソン的慣習︑サクソン的軍制慣行を継

サクソン・セインとノル町︑ン騎士との間には載然たる差異はなく︑

現在の筆者には︑著者の所論から示唆をうけて以上のようにしか

があったと考えたいと思うが︑諸先学の御批判を得ることが出来

考えられないが︑その意味では︑著者の強調された商品貨幣流通

れば幸いである︒
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を得ないという見解が太い公約数として示されているように思わ

フィーフに由来する封建的なる組織を持っていたことを認めざる

承しておこなわれたもので︑オールド・サクソン王国がすでに︑

よって課されたもので︑騎士封地はその後漸次形成されてゆくも

されたものであることが明らかであり︑騎士役は征服王の恣意に

いて課されたもので︑両者はそれぞれ異なる原理にもとづいて課

賦課されたのに対し︑征服後の騎士役は個々の私的契約にもとづ

σ

鋤

結局著者は︑封建制を余り厳密に規定すると︑スキューテジ︑

︵三四七頁︶がすでに後期サクソンuイ

㈱

れる︒その場合筆者は︑聖者が引用された﹁アングロ・ノルマソ

ン時代のフユルド制が征服後の騎士役奉仕期間とスキューテジに

大きな影響を与えたとするホリスタの溶解を高く評価し︑近年︑

のであったとする妥当な見解を示される︒しかしながら︑サクソ

て注鼠したいが︑著者はさらに︑その後のS・ハーヴィの騎士制

サクソン・フユルド軍とノルマン騎士軍との差を縮小せんとする

の封建制は王権により飼慣らされた封建制﹂であったというS・

の漸次発展説︑R・A・ブラウンのサクソン封建制否定とラウン

バ！ロウの雷は︑ノルマソ封建制の一審を鋭くいいあてた言とし

ド説復権論など最近の学説を紹介されるが︑著者が述懐される通

が大きな役割を果したことを︑著者の後期サクソン時代の商品貨

学説が多いこと︑またサクソン時代︑ノルマソ時代を通じて傭兵

すぐれた読解力︑公正穏当な史観をもってして初めてなし得ると

フィーフ聾レソトなどを含んだ征服後の社会にも封建制という修

幣流通論にも照して強調される︒

り錯綜葛藤した諸大家の詳細︑多岐に亘る所説を︑うまく解きほ

ころであり︑余人の追従を許さぬ雄篇であるといわねばならない︒

を再評価して︑アングロ疑サクソン時代に封建制に向う基本的傾

飾詞が用いられなくなることを注意し︑メイトランドの広い定義

ぐして整理された本章は正に至芸の業であるというべく︑著者の

以上の諸家の所論︑その研究史を消化した上で︑著者は第二章

し得る適合的社会構成﹂

騎士役︑レーン欄の導入を認めるが︑しかしそれが﹁根付き成長

向があったことを認められる︒つまり著者は︑征服による封出︑

において肝要な二・三の問題点をかかげて現段階における最高の
理解を提示される︒

その第一点は︑フユルドであるが︑まず五ハイド制は︑近年の

最後に著者は終章において︑他国に比を冤ぬ独自性を持ったイ

ングランドにあったことを強調される︒

有力な批判にもかかわらず︑デーンロi地方の六カルキト制を含
めてサクソン末期に全イングランドを含めた一般的制度であった

ングランドの集権的王権の成立に関する著者の見解を提示される︒

ことを論じ︑貴族勢力と国王権力とのかかわり賜いを考え︑一人

ルが応ずる場合は家郷防衛︑城塞守備に限られていたのに対し︑

と考えて差支えないとし︑それに応ずる戦士について︑チェオル

つぎに騎士役賦課については︑サクソン時代のウースタ司教領オ

熟な蒋には貴族権力に依存するものであり︑それが貴族の廷臣化︑

支配者たる国王は分立的傾向を否定するが︑しかし王政機構の未

著者は︑封建湖について遠心的志向と間蒋に求心的原理がある

ズワルズロウからの連続立証を試みることはむつかしく︑何より

その他の戦争にはセイソが主として応じたものであるとされる︒

もサクソン晴代のフユルドはテリトーリアルな原理にもとづいて

j

貴族官職のレーン制化を生むとされ︑いわゆる封建王政の中にみ

量の傭兵をやとう大きな経済的支瀧権を把握していたことに注目

あったことを力説して︑国王がそうした商取引を支配し︑また大

して初めに一偲の超越的存在︵王権︶があったのではなく︑分立

られる封建制と王制との相互依存関係を見敏く︵三五三頁︶︒そ

の繁栄は強大王権を成立せしめる適少恩基盤となったとはいいう

しかしながら︑こうした領主的商晶貨幣流通︑領主的土地市場

される︒

ら徐々に小宗主権︑より大きな一人支配者的宗主権が軍隊王権と

るが︑果して強大王権を生み出す積駆的な契機たりうるかどうか︑

する多数の自主的小地方権力の籏生を前提とし︑その競合の中か
して形成されてくる過程があったこと︑そしてそうした〜人支配

たように︑著者が却けられたプランシポーテ論は︑結局はイング

筆者には上述した如くなお疑問に思われた︒その点では︑前述し

ランドの狭小性という自然地理的事情にもとつく見解ではあるけ

れるところに誘けの場が実現されてくる︵三五五頁︶とされる︒
著者が力説された八・九繊紀におけるトゥリノダ・ネケシタス

れども︑イングランド封建制の集権性︑イングランド王権の強大

者の下に軍事︑司法︑行政︑財政などの制度的斉一化がもたらさ

の組織的賦課は︑正にそうした一人支配者ブレトワルダ創出過程

それは︑どのより小さなプランシポ⁝テにも各地の伯︑城主たち

いわれるようにイングランドには様々な分国があったが︑しかし

の分立がみられた訳で︑分立状態を克服する歴史的経過があった

性を説明する有力な見解であると考えざるをえない︒勿論著者が

関係が出来てくるとされる︒こうしたイングランド国家の形成過

ことだけでプランシポーテでないとするきめ手とはなりえないの

に他ならず︑その下に地方行政機構が発展し︑全イングランド的

程は︑大陸諸国のそれが斉一的国掴に向いながらも領域的分立状

ではないかと思われる︒そしてイングランド王権の強大性を説明

自覚が進み︑その一人支配者の支配下に封建的ハイアラーキ的諸

態に陥るのに比して︑きわめて独特な斉一性を見せるが︑こうし

するためには︑現段階では︑著考のいわれる一人者支配の形成過

程︑斉一的国制の形成過程とその定着過程︑さらには公共性の獲

ついて︑著春は︑有力な見解として島国が狭小であり︑イングラ
ンドが一つのブラソシポ⁝テであったという見解を紹介されるが︑

得という事態をより重視してゆく外はないのではないだろうかと

た斉一性をもたらしたイングランド王権の強大なる理由は何かに

しかしイングランドの中にはノーサソブリア︑マーシア︑ケント

思われた︒

イングランド王制研究に関する一つの集大成を得た︒文字通り画

今︑われわれは︑青山氏の大著によって︑イングランド封建制︑

という分立主権があって︑それらがウェセックスの単一王権下に
テ以上のものであったとして却け︑著者の商晶貨幣流通にその鍵

この大著を通じて今後新しい展望を切り驚いてゆかねばならない︒

期的な成果であり︑わが國のイングランド封建制︑王制研究は︑

入れられてゆくものであり︑イングランドは単なるプランシポー

と見てきた欠点のあることを批判して︑それが領主的商圏㎜貨幣流

本書は正に︑今後のアソグ五内サクソン史研究のための題材を網

を求められる︒著巻は︑商晶貨幣流通を従来封建制社会の対立物
通であって農奴糊成立と並行し封建鷲層制形成を促進するもので
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