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﹃ヘラクレイオス王朝時代の研究﹄
井

一

第二節

第一簸

史料の問題

従来の研究

第一節

ユスティニアヌス一世没後の混乱

ユスティニアヌス一世時代の隆蜷

序説

第二章 ヘラクレイオス王朝時代前夜のローマ帝国事情

晶弟二節

民族構成の複雑化

帝国領域の縮少

第三章 ヘラクレイオス王朝時代における帝国領域と民族構成
第一節

宗教信条の統一

行政機構の再編成

ヘラクレイオス王朝時代における行政機構と宗教儒条

第二節
第一節

第四童・
第二節

アラブ人の地中海への進出によって︑古代地中海世界は解体し︑

を挙げるまでもなく︑地中海世界の歴史において︑七世紀が大き

第一節

精神文化におけるギリシア的要素の再現とキリスト

農村社会における小土地所有農民の台頭
教主義の深化

第二節

第五章 ヘラクレイオス王朝時代における農村社会と精神文化

中世ヨーロッパ世界が誕生したという︑有名なピレソヌ・テーゼ
な転換期であったことはよく知られている︒当時︑地中海世界の

中心はコンスタンティノープルにあった︒それゆえ︑この都市と
その周辺︑バルカン・小アジア地域の七世紀の歴史は︑世界史の
上でも︑重要な位置を占めているといえよう︒従来から一貫して

箪二節

ビュザソティオン世界成立の意義

ビュザソティオン世界の成立過程

界の成立

第六章 ヘラクレイオス王朝時代におけるビュザソティオソ世

第二節

の論文をまとめ︑加筆されて︑﹃ヘラクンイオス王朝時代の研究﹄

このテーマに取り組んでこられた杉村廷臣氏が︑このたび既発表

を公刊された︒そのテーマの重要性にふさわしいだけの関心が払

の時代を研究するに際してもっともよく用いられる史料が︑九世

の研究は︑同時代史料の不足という困難な問題を抱えている︒こ

七世紀の小アジア・バルカン地域︵﹁ビュザソティオソ世界﹂︶

結語

われてこなかった分野が︑本書によって全面的に取り上げられた

問題

ヘラクレイオス王朝時代に関する従来の研究と史料の

本書の構成は次の通りである︒

ことは︑我国の歴史学界にとって︑喜ぶべきことといえよう︒
序言

第一章
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ある︒杉村氏も︑この﹃テオファネスの年代記﹄を丹念に読むこ

紀初に書かれた﹃テオフ一︐ネスの年代記﹄であるといった状況で

㊨ヨーロッパ史のなかで位置づけようとする見解

㈲﹁ビュザソティオソ帝国史﹂の時代区分の境昌と見なす見解

﹁アラブ人や

の研究を整理したのち︑本書の課題が提起される︒

にわけ︑それぞれ代表的な研究を紹介される︒以上のように従来

範囲内で手堅い考察が加えられる︒そのため本書は︑ポレ︑ミ⁝ク

④それが帝国に与えた影響︒領域の縮少と民族構成の複雑化

スラヴ人を主とするローマ帝国周辺諸民族の動向﹂をふまえつつ︑

とを研究の出発点とされる︒そして﹁史料﹂から﹁実証﹂できる

に漂うといった危うさはない︒以下︑各章・節ごとに︑その内容

第四章︒

㈲それに対する帝圏の統治老の対応︒行政機構の改革と宗撒政

㊥それに伴なう帝国の社会と文化の変化︒農村社会と精神文化

オストロゴルスキーの﹃ビザンツ国家史﹄などは︑明らかにこの

て行なわれたが︑⇔については︑氏がしばしば引用される︑G・

杉村氏は学説史の整理を︑e国家名称︑⇔三つの見解︑にわけ

が本書の主要なテーマとなる︒

一1第五章

策

−第三章︒

な問題提起には欠ける面があるが︑外国の研究者たちの論争の中
を簡単に紹介しつつ︑若干のコメントを加えることにしたい︒こ
の晴代を専門としていない評者としては︑杉村氏の﹁実証的﹂な

研究方法に必ずしも即した形ではなく︑本書を読んで考えさせら
れた点︑疑問に思った点を語弊に記すことにする︒評者のいわば
﹁無鉄砲な﹂批判に対して︑杉村氏が堅実で︑実証的な研究で答
って大きな喜びである︒

えて下さり︑それが研究の一層の進歩に役立つならば︑評老にと

第一章一節は︑学説史の整理と研究課題の素魚である︒まず︑

にある︶︒氏のような分類・整理の仕方は余り意味がないのでは

三つの立場・見解を三つとも含んでいる︵彼の著書の魅力はそこ

﹁東ローマ帝陵﹇﹂

﹁・甲世ギリ

④古代ローマないし後期ローマとの連続面を強調する見解︑㈹こ

なかろうか︒評者の考えでは︑ヘラクレイナス王朝時代の研究は︑

この時代コンスタンティノープルに都を画いていた国家が︑これ

﹁ビュザソティオソ鴬下国﹂

﹁ロー

までどう呼ばれてきたかが検討される︒研究者の﹁歴史観の相違﹂
マ下 編 ︻ ﹂

によって︑この国家は五種類もの名称を与えられてきた︒

このように連続・断絶陸墨を学説整理の基準とするならば︑O国

﹁テマ制論争﹂︶︒

の時代に漸しい要素が生まれたとして︑ローマ的なものとの断絶

﹁中世ローマ帝国﹂である︒杉村氏は︑アウグスツス

シア帝国﹂

を強調する見解︑に大別することができる︵例︑

﹁ローマ帝国﹂という用語を採用され

家名称の検討も︑氏が考えておられるのとは別の意味をもつだろ

つ同時代人も用いていた︑

から一四五三年までを含みうるもっとも包括的な概念であり︑か

る︒続いて七世紀の﹁ローマ帝国﹂︑すなわちヘラクレイオス王

東βーマ帝圏︑中世ローマ帝国︶と︑含まないグループ︵ビュザ

う︒託つの名称は︑ローマという語を含むグループ︵ローマ帝国︑

朝時代︵六一〇t七＝︶に関する従来の研究を整理して︑
④この時代の実態を特徴的に指摘した見解
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れており︑後者には︑ロ⁝マとは異なる新しい圏家という認識が

者の用語法には︑ローマないし後期ローマとの連続の認識が含ま

ンティオソ帝国︑中世ギリシア帝国︶に分けることができる︒前

失い︑ギリシア文化圏︵．ハルカソ・小アジア︶のみを保持するに

様の考察を加えた上で︑帝国は︑ラテン︑オリエント両文化圏を

イスパニテ︑ケルン⁝ン︵クリミア半島︶の帝国領についても同

至ったとまとめられている︒

七世紀のバルカン半島については︑スラヴ人︑ブルガール人の

前提となっていると思われる︵無論︑各々の中にもニュアンスの

それとも存続したのかという論争が行なわれてきた︒これも︑罠

侵入・定住によって︑ローマ︵ギリシア︶人が姿を消したのか︑

差はあり︑社会の各分野毎でも︑連続︑断絶の度合に違いはあろ
うが︶︒一つの用語・概念の採用にも実は深い意味︑まさに﹁研

る︒杉村氏は︑論争史は一応棚上げされて︑

﹃テオファネス年代

族交代蓑断絶か︑古代の連続かという問題の一鶴をなすものであ

究者の歴史観﹂がこめられていると評者は考える︒杉村茂がこの
点を論じられないのは残念である︒本書の表題を﹃ヘラクレイォ

記﹄などを用いて︑実証的に右のような結論を出された︒しかし

ス王朝誌代の研究﹄とされて︑ローマともビュザソティオソとも

中世ともされないところに︑概念論争よりも︑対象そのものに実

教の出席の記録︑考古学資料︑地名学などを併せて用いなければ

の有効性に限界があると思われる︒別の史料︑宗教会議への各主

ならないのである︒従来の研究は︑むしろこのような側面から行

年代記史料の性格を考えるならば︑氏のような﹁実証﹂そのもの

に対する配慮の不充分さという点で︑弱点ともなっているといえ

証的に迫ろうという幾の方法・研究姿勢がよく現われているよう

るだろう︒その点については︑以下三一五の各面に対する批判と

なわれてきたのであって︑この場合︑年代記の記事を鵜飲みにす

に思われる︒この点が本書の特色ではあるが︑反面︑従来の研究史

して︑具体的に述べることにする︒第二章では︑ヘラクレイオス

ることは︑

第三章二節では︑この時代のローマ帝国の民族構成について︑

﹁実証的﹂とはいえない︒

王朝時代における帝圏の変貌を明らかにするための前提として︑

ヴ人︑ブルガール人などが来入し︑帝国の民族構成がまた複雑化

ギリシア人︵撰ーマ入と自称︶から成っていたこと︑そこヘスラ

その前時代hユスティニアヌス王朝時代︵五一八−六〇エ︶の考
その時代に関する文献がほとんどなかっただけに︑本章の叙述は

自立をも合わせて評価すべきであろう︒結局︑前代︵ユスティニ

ラテン小諸民族︑オリエントのセム・ハム系諸民族の帝国からの

括するのは一面的ではないだろうか︒同王朝晴代の初期に生じた︑

ヘラクレイオス王朝疇代の民族構成を﹁複雑化﹂という形で総

していくことが指摘される︒

察が行なわれる︒ユスティニアヌス大帝の名は高いが︑我鼠では

﹃テオフ一・ネスの年代記﹄によりつ

第三章一節では︑まずオリエント︑アフリカの諸地方がアラブ

貴重なものである︒

人によって奪われる過程を︑

記史料によりつつ検討し︑東北部の一角を除いては︑大きな変化

アヌス王朝時代︶の多様な罠族構成から︑ギリシア人ースラヴ人

つ闘らかにする︒続いてバルカンの国境線の変化を︑やはり年代
はなかったという結論が出されている︒イタリア︑地申海諸島︑
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評

書

﹁ビ

︵含ブルガール︶という二元的な昆族構成に変ったと総括すべき
ュザソティオソ世界﹂に他ならないと評者は考える︵後述︶︒

であろう︒なお︑この二元的な罠族構成をもつ世界こそが︑

第四章一節は︑中央の行政機構皿ロゴテテース昏昏︑及び地方
Hじd．切庫蔓の研究を参照しつつ︑

﹃テオファネスの年代

の行政蹉テマ制度の起源が論じられる︒ロゴテテース機構につい
ては︑

オファネスの年代記﹄からは︑氏のような結論を導き出すことは

不可能で︑他の史料を用いてのより細かい検討が必要であろう︒

り︑改革1ーテマ制実施を行なう機会があったとされるが︑事態は

なお氏は状況証拠として︑六一一⁝二二年が相対的な安定期であ

ほどの混乱期であったことも指摘しておきたい︒

逆で︑ヘラクレイオス自身︑都を捨ててカルタゴへ移ろうとした

︵オリエント文化圏で有力︶と両性論︵ギリシア・ラテン文化圏

第四章二節では︑キリストの位格をめぐる二つの教説︑単性論

で有力︶の論争に対する︑ヘラクレイオス王朝歴代の皇帝の対応

記﹄より︑六一一iニ工年の間に︑ヘラクレイオス帝によって創

が述べられる︒

設されたと結論される︒テマ制についても︑同年代記に現われる
﹁テマ魅要心﹂という語の語義の変化を検討することによって︑

﹁聖意

﹁ローマ帝蛮民を精神的に一体化させるために﹂︑

﹁﹃テオファネスの年代記﹄による限りでは︑六一二年から六二

ヘラクンイオス帝は︑総主教とはかって︑折衷的な教説︑

論﹂を提課した︒しかし﹁単独論﹂が支持されたのはギリシア文

二年に至る難問にテマ制度が形成されたのではないかと考えられ

る﹂と︑オストロゴルスキー説に近い結論を幾された︒かくして

﹁皆皆論﹂の提唱から否定への歴史︵六一八−八○︶は︑

﹁愚意論﹂は結局六八○年の公会議で廃止さ

化圏のみで︑オリエントではやはり単性論︑西方では両性︵観応︶

ている︒

異数徒︵ペルシア人︑アラブ人︶との対立という面から説明され

れる︒

論が有力であった︒

杉村氏は︑その世数百年にわたる帝国行政制度の起源を︑ヘラク
テマ制の起源をめぐっては長い論争史がある︒杉村氏は﹃テオ

レイオス帝即位直後の大改革に求められるのである︒
ファネスの年代記﹄における﹁テマ﹂という語の意味という点か

らこの問題を再考しようとされた︒氏は六一一／二年の条︵ヘラ

右に要約した限りでは氏の見解は明快である︒しかし﹁寸意論﹂

﹁単意論﹂をとったのは︑ギリシア文化圏を確保するためであっ

﹁旨意論﹂がギリ

シア文化圏で有力であったことから︑氏は︑ヘラクレイオス帝が

の評価に関して若干の混乱があるようである︒

クレイオス帝による軍団調査の記事︶のテマは軍団の意で用いら
に︑軍管区罰テマが作られたとされる︒しかし軍団調査の記事は︑

れ︑六二一／二年の条では地域を意味していることから︑この間
同一記事が六〇二年の条にもあり︑また別の年代記作者は同じ調
査を六二六／七年のこととして記している︒論証は省くが︑日付

な教説であった︒だから肉の叙述からも︑

﹁奥意論﹂の提唱は︑

文化圏の両者を確保せんとして出された︑政治色の濃い︑折衷的

﹁単意字﹂とは︑ラテン文化圏︑オリエント

たといわれる︒この結論は氏の叙述全体とも矛盾するものといわ
ヘ

なければならない︒
﹃テ

としては六二六／七年が正しく︑テオファネスは叙述を効果的に
ラクレイオス帝の即位直後︵六一一／二︶においたのである︒

するために︑この記事をフォーカス帝の即位直後︵六〇二︶︑
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﹁ロー噂︑帝国の地中海世界支配﹂の維持・再建をめざしたものと

いるように思われる︒氏は﹃農民法﹄を国家によって出された法

村社会を論じられたのは︑氏の﹃農罠法﹄理解と深く結びついて

機能する︶︒氏が共同体の問題を省き︑隣家−扇屋という形で農

うな矛盾が生じたのか︒その原因を評者は︑氏がヘラクレイオス

いう評価が出てこなければならないはずである︒ではなぜこのよ

帝の即位でもって時代区分しようとされた点に求めたい︒同帝即

の時代︑国家はまだ済々の農民を完全には把握できず︑村落内の

のちのマケドニア王朝時代とは異なって︑こ

問題については共同体が大きな役割を果していたと考える︒氏が

ルガー︶︒評者は︑

令集とみておられるが︑学界では︑私的な法書︑慣習法・裁判記
録の集成であるという見解が有力である︵P・ルメルル︑F・デ

位︵六一〇︶以降を﹁ローマ帝政のビュザンティオソ世界の蒋代﹂

なった﹁単正論﹂の提幅を︑ギリシア文化圏の確保のためと評価

つまりギリシア文化圏に収縮した時代とする考え方が︑皇帝の行

する背景にあるように思われる︒後述のように︑皇帝単位で行な

第五章二節では︑この時代の文化について︑ギリシア的要素の

受けたが︶であると思われる︒

の相互扶助的な制度︵確かに国家による税の連帯責任制の影響を

国家による小農民保護政策とされた折半小作制も︑実は共同体内

第五章一節では︑﹃農民法﹄を用いて︑ヘラクレイオス王朝時

う時代区分には多くの難点が含まれているようである︒

われるゲオールゴス誘eミ鼻について検討が加えられ︑ゲオール

代の農村社会が囲らかにされる︒まず﹃農民法﹄にくりかえし現

され︑続いて︑音楽・美術・文芸におけるその具体的な現われが

表面化と︑キジスト教的抽象主義の傾向という二つの要素が指摘

検討される︒節の後半は︑このような二つの傾向が︑ヘラクレイ

ゴスとは︑小土地所有自営農民︑農業財産︵土地・家畜︶所有者︑
ールゴスの土地所有に対する國家の保護政策が述べられる︒氏は︑

マ皇帝の称号が︑ラテン語から︑ギリシア語の馬§へ鳶発に変えら

オス帝個人にどう現われてい．るかの検討である︒彼によってロー

農業労働者であったことが明らかにされる︒続いてこれらのゲオ

﹁ヘラクレイ

れたこと︑彼の対ペルシア遠征が︑キリスト教精神に基づく﹁十

に出して︑収穫の半分を得るという制度に注軽し︑

貧困化した農民がただちに土地を処分するのではなく︑折半小作
オス王朝時代の統治考は︑農産物折半による農地貸借方法を提示

ト教的神秘主義の指摘は妥嶺なものであり︑具体例も適切と思わ

れるが︑本節は結局のところ個別の論証に終っている観が強い︒

字軍﹂であったことが指摘されている︒ギリシア的要素︑キリス

この二つの要素は︑次の世紀に﹁偶像破壊論争﹂という形で激し

して︑農地所有者の貧函化を防止するのに努めたと言えよう﹂と
本節はまず個々の農罠について検討し︑続いて国家と農民の関

く対立し︑それを経て最終的に融合するのである︒この融合︑す

まとめておられる︒

係をみるという構成になっている︒しかしこの時代の農村社会を

なわちギリシア正教の確立こそが﹁ビュザンティオソ世界﹂の確

りかソ

考察するに際しては︑両者の媒介項としての村落共同体の問題を

立の文化史的内容に他ならない︒それならば︑この二つの要素は︑

コ

地の所有主体であり︑土地の分割︑租税の連帯責任などに際して

欠くわけにはゆくまい︵﹃農民法﹄では村として現われ︑共有

（783）

161

毛

書

ヘラクレイオス王朝時代にはどのような関係にあったのか︒重要

一般には四世紀以降をビザソツ時代と呼ぶのに対して︑杉村氏

の変化を重視して︑七世紀以降を﹁ビュザソティオソ世界の時代し

はローマ帝国の地中海世界支配からギリシア文化圏のみの支配へ

とされている︒時代区分の基準としてヘラクレイオス帝の改革を

なのはこの点ではないだろうか︒ヘラクレイオス帝のペルシア遠

強調されるのには疑問があるが︑基本的には妥当な説と思われる︒

征について︑氏はオストロゴルスキーや賭．国．bdρ巷談①︒︒︵ベイネ

スではなくべインズであろう︶の説に従って︑

﹁聖十字架の奪回

11十字軍﹂とみなしておられる︒がベイソズ説に対しては︑氏も

のギリシア文化圏を領有したローマ帝国をビュザソティオソ世界

ただ︑ローマ帝国とビュザソティオソ世界の関係について︑ ﹁こ

という﹂︵三三四ページ︶といった表現は誤解を招く恐れがある︒

しばしば引用されるA・N・ストラトスが批判を加えており︑こ
きないと思われる︒評者は︑この戦争の意義は︑オリエント志州

氏の真意は︑国家は連続したが︑その国察が支配する領域・世界

の戦争における墾十字置の意味をそれほど大きく考えることはで
の奪回臨﹁Pーマ帝国の地中海世界支配﹂の再建にあると考える︒

の概念の相互関係を明確にする必要があるだろう︒また氏はスラ

は︑この七世紀に変ったというものと思われるが︑ともかく二つ

る︒しかしこれはスラヴ人を単に﹁ビュザソティオソ文化﹂を受

ェザソティオソ世界﹂対﹁バルバロイ﹂という図式を出されてい

ヴ人︑ブルガール人が帝国より離脱していったことを指摘し︑﹁ビ

﹁ローマ帝国の地中海世界支配﹂は︑このあと六三〇年代半ばか

ヘラクレイナスの

らのアラブ人の進出によって最終的に打破されるのである︒時代
区分の画期はそこに置かれるべきであって︑

ばならない︒︐ヘラクレイオス帝の即位でもってする杉村氏の時代

く理解することを妨げるものといわなければならない︒帝国の政

容するだけの存在としか把えておらず︑彼らの果した役割を正し

﹁改革﹂なるものは︑旧秩序の維持をはかったものといわなけれ

区分論は︑テマ制︑単意論の評価︑対ペルシア遠征の意味など多
第六章一節では︑三i五章の考察を総合し︑この時代に﹁キリ

オソ世界﹂の人々であったのである︒

治的支配下にあるか否かを問わず︑彼らはまさに﹁ビュザソティ

くの点で破綻を示しており︑再考の余地があるように思われる︒
スト教を基盤としたギリシア的ローマ帝国﹂が出現したことが述

﹁ビュザソティオソ世

氏のヨーロッパ史理解についても若千の疑問をもった︒氏はヨ

ーロッパを地理的概念として用いられる︒

﹁ビュ

界成立嶺初のローマ帝国とは︑まさに数あるヨーロッパ諸国︵ゲ

べられたのち︑帝国のギリシア化︑キリスト教の深化が︑

レイオス王朝以後を﹁ローマ帝国におけるビュザソティオン世界

ザンティオソ世界の成立﹂という雷葉で衷現される︒氏はヘラク

︵三二六ページ︶という具合であ

ルマン諸王国︑アヴァール王園︑ブルガリア王国など1評者︶
のなかの一国に過ぎなかった﹂
﹁ビュザソティオソ世界の成立﹂は︑

ロッパ史の中に位置づけて︑

の時代﹂と呼ばれるのである︒第六章二節では︑この変化をヨー

﹁ビュザンティオン世界が優越性を自認していた﹂と

る︒氏はローマ皇帝権の意義を強調されるが︑それも他の諸王国
に対して︑

ヨーロッパ史の古代から中世への移行の一環をなし︑ギリシア中
世の成立であると述べられる︒
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評

る︒中世ヨ⁝ロッパの形成がロ⁝マ皇帝権の復活という形をとっ

いうことにとどまっている︒評者は︑ヨーロッパを歴史的概念と

・地方を表現する時によく用いられる語である︒ケルソーンもそ

であるのに対して︑クジマとはまだテマ制が敷かれていない地域

では支昔黛は﹁地域﹂を意味する︒テマが帝国の正規の行政区画

るのである︒なお氏はテマ・ケルソーンの設置を一〇世紀として

うであったが︑クリマが昇格してテマになる例がいくつか見られ

して住えてこそ︑ローマ皇帝権の真の重要性が理解できると考え
たことは良く知られている︒それは単に古代の伝統︑古代的権威

おられるが︑九世紀の誤りと思われる︒

以上︑杉村氏の労作について紹介と批判を行なった︒紙数の都

・国家の古代から中世への移行の総和ではなく︑ローマ皇帝権を

のごく蓑面をなぜただけのものであろう︒氏の御寛容を乞いたく

惧している︒また評者の行なった批判も︑杉村氏の深い専門知識

本書の真価を充分に伝えることができなかったのではないかと危

合上︑本書から学んだ多くのことについてはふれることができず︑

軸とする世界体系の変化としてとらえなければならないであろう︒

たテーマ︑しかも世界史的にみて重要なテーマに︑一貫して取り

思う︒ともかく︑これまで我国ではほとんど手がつけられなかっ

平田

︵大阪南巾立大愚ず文学部助教授

︵A5判三三六頁×××軒忍一九八⁝年二月山川出版社四︑○○○円︶

味をもつものである︒

組んでこられた杉村氏の功績は大きく︑本書の刊行は画期的な意

はなく︑古代ローマ批界の変化︑新しい世界︵ヨーロッパ世界も

すなわちローマ帝国のギリシア化は︑一国家の変化の問題だけで

︵ヨーロヅパ古代史とは耳慣れない蓑現だが︶とは︑単に各民族

えるならば︑氏のいう﹁ヨーロヅパ史上の古代から中世への移行﹂

威からの自立のために必要なことだったのである︒このように考

存在するローマ皇帝権︵コンスタンティノープル︶︑その普遍的権

を継承して中世が生まれたというだけではなく︑同時代に現実に

ク

そ．のひとつ︶への移行の要をなす問題である︒ヘラクレイオス王

朝時代の重要性はまさにこの点にあると思われる︒

銭n

著者の誤解やケアレスーミスと思われる誤りがいくつか目に
ついたが︑紙数の都合上ひとつだけ指摘するにとどめたい︒

急町渓9q曹︒n弐昔9器を氏は﹁ケルソーンの斜面﹂と訳し︑
リミア半島ヤイラ山脈の西側のこととされるが︑中世ギリシア語
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