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大学院生の研究 

 

博士後期課程 2 年次 藤田 風花 

地中海の最東端に位置するキプロス島を対象に

据え、とくにヴェネツィア支配期（1473-1571 年）

を中心に、中近世東地中海世界におけるさまざま

な人間集団の相互交渉のあり方を、ローカルな視

点から明らかにすることに取り組んでいます。 

具体的には、当該時期の支配者によるギリシア

正教徒の処遇という視点から、この課題にアプロ

ーチするという方法をとっています。ギリシア正

教徒はキプロス住民の大半を占めており、支配者

側が彼らをどのような存在であると位置づけ、ど

のように扱おうとしたかという点は、キプロスを

とりまく東地中海世界の政治的・宗教的状況によ

って左右されうる問題でした。キプロス史研究に

おいては、ヴェネツィアに保管されている海外領

土関連史料を中心として、ほとんどを島外の史料

に依拠せざるをえず、正教徒自身による記述がほ

ぼ残っていないという史料的制約があります。残

されたカトリック側の言説のなかで、正教徒自身

についてどのような痕跡が読み取れるかという点

についても、可能な限り検証したいと考えていま

す。 

昨年 9 月には、初めてヴェネツィア国立文書館

に赴き、史料調査を実施しました。これまで研究

文献をとおしてしか知ることができなかった史料

を、じっさいに手にしていることに感激しました。

しかし、現在、当文書館では史料のデジタル化が

進められており、館内の端末から史料データが一

部閲覧できるようになっているのですが、それに

より現物へのアクセスが一部困難になっていると

いうことも知りました。文書館の様子も含め、キ

プロス史研究にかかわる史料の状況を把握するこ

とができたのは有意義でした。 

9 月から 1 年間、イギリスのバーミンガム大学ビ

ザンツ・オスマン・近現代ギリシア研究センター

で在外研究をおこなう予定です。実りある滞在に

したいと思います。 

 

 

博士後期課程 2 年次 吉田 瞳 

 私の関心は活版印刷術発明前後のヨーロッパ、

特に神聖ローマ帝国における聴覚情報（音/声）の

利用にあります。中世ヨーロッパでは鐘や楽器の

音、人間の声などが儀礼や生活のなかに組込まれ

重要な役割を果たしていました。昨年度までは中

世末期の帝国自由都市ニュルンベルクを対象に、

参事会お抱え楽師シュタットファイファーと、彼

らが演奏していた管楽器の音を主な考察対象とし

ていましたが、現在は人の声による「侮辱」の機

能にも注目しています。 

 中世ドイツにおける「侮辱」は従来、宗教学や

民俗学のなかで研究されてきました。歴史学のな

かでは魔女狩り研究での取扱いが多いと聞いてい

ますが、名誉棄損と結びつき暴力行為の端緒とな

る点で、私自身は「侮辱」を犯罪史に定位して研

究しようと考えています。その際も音としての「侮

辱」の機能に着目する所存ですが、それにあたり

参考になりそうなのが、近年、中世フランス史で

進められている「叫び」の研究です。相手を貶め

るために大声をあげ周囲の関心を引く点で、侮辱

は叫びの一形態だといえますが、「叫び」の研究で

は記号音としての声とその公開性とに焦点が当て

られており、犯罪のなかの音という視点の可能性

を提示してくれます。研究を始めたばかりで調査

不足な点が多いですが、ゆくゆくは晒し柱や阿呆

の家などと結びつけ、都市空間の問題も踏まえて
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議論を構築したいと思っています。 

 なお、私は 2019 年 9 月から 1 年間、ニュルンベ

ルク・エアランゲン大学で在外調査に従事する予

定です。その期間の目標を表明しておきますと、

技術面では 16世紀の手稿史料を解読できるように

なることが、キャリア面では現地の大学院に正規

入学できる状況を整えることが挙げられます。後

者には、指導教授を見つけること、奨学金を確保

すること、語学試験に通ることの三点が含まれま

す。いずれも骨折りな目標ですが、身心の健康に

留意しながら、着実に研究を進めていきたいと思

います。 

 

 

博士後期課程 1 年次 小山田 真帆 

古代ギリシア史を専攻し、民主政アテナイのジ

ェンダー・セクシュアリティを研究対象としてい

ます。アテナイでは市民男性が政治や司法にかか

わる権利を独占していましたが、そうした諸権利

に与る人々だけを市民集団の中核的存在とみなす

見方には近年批判が提示されています。例えば宗

教儀礼や共同体行事において、市民身分の女性た

ちが積極的に彼女たちの「市民権」を行使してい

たことが知られています。さらに、両親共に市民

であるものにしか市民身分を認めないという「ペ

リクレスの市民権法」が有効であった期間におい

ては、市民を再生産できることも市民女性の特権

でした。 

女性の市民身分は、ポリスの宗教を正常に機能

させたり、子の市民権や家（オイコス）の相続権

を認知したりするうえで重要な役割を担っていま

した。しかし市民女性には市民男性のように登録

名簿のようなものが存在しなかったため、彼女た

ちの身分を制度的に証明することはほぼ不可能で

した。修士課程までの研究では、彼女たちがいか

なる方法によってその市民身分を認識されていた

のかについて、法廷弁論の分析を中心に考察しま

した。結果として、法廷弁論のレトリックのなか

では、夫以外の男性と関係を持ったり、売春に従

事したりすることが女性の非市民性の証として機

能していたという結論が得られました。博士後期

課程進学後は、法廷弁論のなかの議論しか扱えな

かった修士課程までの研究を補完すべく、法廷以

外の様々な場においても女性の市民性とセクシュ

アリティを結び付ける価値観が見られるかどうか

について研究を続けています。さらにはそうした

価値観が民主政の進展と共にどのように人々のな

かに根付いていったのか、という通時的な考察も

できればと考えています。 

 

 

博士後期課程 1 年次 中辻 柚珠 

ナショナリズムは何故・いかにして起こるのか

という大きな問題意識を原動力に、多言語および

それに結びつく多文化が歴史的に並存した都市プ

ラハに焦点を当て、ナショナリズム史の研究を行

っています。 

具体的な研究対象は、修士論文に引き続き、プ

ラハ・モダニズムを牽引した団体「マーネス造形

芸術家協会（Spolek výtvarných umělců Mánes）」で

す。議論的支柱となっているのは、Tara Zahra に代

表され、近年更なる概念の刷新が図られているナ

ショナル・インディファレンス（ナショナルなも

のへの無関心）に関する研究です。（概念の詳細に

ついては本号の書評をご参照ください。）芸術家の

ネイションに関する言説が、従来のマスターナラ

ティヴと比較して特殊であることに着目した私は、

現在、その特殊性をナショナリズムとモダニズム、

およびナショナリズムと帝国理念の相克の中で生

じたものとして理解できるのではないかと考えて

います。この相克の中でナショナルな言説の受

容・領有・拒絶を同時に行う芸術家の態度をナシ
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ョナル・インディファレンスとして暫定的に位置

づけています。 

また、ゆくゆくはチェコ・ナショナリズム史全

体の再解釈に繋げられるよう、表現者としての芸

術家の役割にも着目し、マーネス造形芸術家協会

独自のネイション観が、社会に、また政治に影響

を与えたか否か、与えたとすればそれはどれほど

のものであったかについても検討したいと思って

います。 

現在は 1 本目の論文執筆に向けて、19 世紀末か

ら第一次世界大戦までの時期を扱っていますが、

博論全体では第二次世界大戦後のドイツ人追放ま

でを扱うつもりです。 

 

 

修士課程 2 年次 石田 和生 

 私は現在、昨年までの覚書史料を用いた人的紐

帯の研究からテーマを変更して、中世後期フィレ

ンツェにおけるアルビッツィ家とメディチ体制に

ついて研究しています。 

14 世紀に発生した下層労働者によるチョンピの

乱と、その失敗を経て、フィレンツェ政治は特に

力のある家門による寡頭政期に突入しました。こ

の時期に特に権勢を誇った有力家門が、私の研究

対象としているアルビッツィ家と、後にフィレン

ツェ政治を実質的に支配するメディチ家でした。

この両家はやがて対立し、1433 年にはアルビッツ

ィ家とその一派によるコジモ・デ・メディチの追

放が発生します。しかし、翌年には市民の反発か

らメディチ家は復権し、逆にアルビッツィ派が追

放され、メディチ体制が成立したというのが通説

となっています。しかし、都市を追放されたアル

ビッツィ家の首魁であったリナルドは、ミラノ公

の下に亡命してフィレンツェへの復権を狙ってい

ました。また、フィレンツェ内ではリナルドの弟

であるルーカが、アルビッツィ家出身でありなが

らメディチ派として都市政治に参加していました。 

そこで、私の研究では特に、このルーカに注目

し、彼がどのような経緯でメディチ派として迎え

られたのか、初期のメディチ体制においてアルビ

ッツィ家の出身としてどのような役割を果たした

のかについて調査し、それによってメディチ体制

の成立について再検討を行っていく予定です。加

えて、ルーカと兄リナルドの兄弟関係や、敵対派

閥であったはずのメディチ家とルーカの結びつき

のメカニズムについても検討することで、昨年ま

でのテーマであった中世後期フィレンツェの人的

紐帯の特性に関しても、新しい考察を加えていき

たいと考えています。 

 

 

修士課程 2 年次 藏戸 亮太 

私はプトレマイオス朝エジプトを研究対象とし

ています。アレクサンドロス以降の時代について

は「ヘレニズム」概念を提唱したドロイゼン以来

多くの議論がなされてきました。その中でプトレ

マイオス朝については、その制度や王朝祭祀、ギ

リシア系住民と現地民との関係などに焦点が当て

られて研究が行われてきました。またプトレマイ

オス朝では王権が既存の伝統を踏襲したことでも

知られています。このようなことから、私は在地

の文化・伝統から見たプトレマイオス朝という点、

及びそれと関連して現地民とギリシア系住民の関

わりについて関心を持っています。現地住民とギ

リシア系住民の関係については、以前には双方の

人々は分離しきっていたと語られていましたが近

年では両者の間の結びつきや同化が指摘されてい

ます。プトレマイオス朝の性質を知る上では、こ

のような在地の文化・住民という視点も必要なも

のであると私は考えています。現在私は、プトレ

マイオス朝の中期を対象にエジプト人神官団に注

目しています。プトレマイオス朝において神官団
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は大きな力を持ち、エジプト人たちの代表として

王権と交渉する立場にありました。対象としてい

るのはエジプト人の大反乱が起こるなど内憂外患

が目立つようになった時期であり、そのような状

況下における神官団と王権の関係を見ることでプ

トレマイオス朝の支配の性質、ひいてはヘレニズ

ムという時代の支配者と現地勢力の関係の一側面

を明らかにできると考えています。研究対象とな

る史料としては、碑文や文献史料に加えて、エジ

プトにおいてとりわけ多く出土しているパピルス

史料が存在します。 

 

 

修士課程 2 年次 近田 淳志 

私が研究対象にしているのは、ポーランドの右

翼勢力であるエンデツィアから派生し、その青年

活動家が設立した「国民急進派陣営（ONR）」とそ

の分派である「国民急進派運動（RNR）」です。先

行研究では、これらの党の活動は学生が主体で、

首都ワルシャワに限定されており、規模も小さい

とされてきました。私の研究は、これらの政党の

地方での活動と党員以外に党の集会に参加した

人々に焦点を当てることで、ポーランドのファシ

ズム運動の実態を再考察し、どの様に発展のした

のかについて考察することが目標です。 

まず、地方での活動に関しては以下のようなこ

とが判明しました。ONR が発足して間もない時期

に地方都市のポズナニに拠点を置くファシズム政

党である「大ポーランド党（SWP）」と合併したこ

とです。その後、旧 SWP の活動家は ONR の地方

支部として独自の活動を続けました。また、RNR

は地方に通信員を派遣しクラクフやルヴフ（現リ

ヴィウ）、ヴィルノ（現ヴィリニュス）といったポ

ズナニ以外に支部や事務所を設けるなど地方での

活動を行っていることが判りつつあります。 

次に党員以外の活動家に関しては以下のような

ことが判明しました。RNR が発行した機関紙から、

RNR の正規の党員ではない活動家が RNR の政治

集会に参加していることが判明しました。特に源

流が同じである右翼ナショナリスト政党の「国民

党（SN）」の活動家や「大ポーランド陣営（OWP）」

や ONR の元党員が関与している事が判りました。 

これらに加えて、以前から研究していたポーラ

ンドの権威主義体制であるサナツィア体制も含め

てポーランドの政治や社会にファシズムがどの様

な影響を与えたのかについて考察していきたいと

考えています。 

 

 

修士課程 2 年次 林 祐一郎 

私の研究対象は、現代からも日本からも遠く離

れた、17~18 世紀のブランデンブルク＝プロイセン

です。題材として扱うのも、フランス系の宗派難

民ユグノーという、現代の日本人にはあまり馴染

みが無いような人々です。「王道」のプロイセン＝

ドイツ史をやるはずだったのに、どうしてこんな

ことになったのだろうと首を傾げることもありま

した。 

今年の 3 月に私は奨学金を得て、ドイツのベル

リンで 1 ヶ月間の語学研修に参加しました。これ

は私にとって、今秋からの長期留学に備えるため

のものでもありましたが、語学学校の教室には日

本人がおらず、また欧語に親しんでいる周囲と比

べて私のドイツ語は覚束無く、彼らとの心理的距

離も大きいと感じられたため、精神的に苦しい思

いをしました。昨年 4 月に私が京都大学大学院へ

入学し、拠点を大阪から京都へ移した時もそうで

した。大阪とは異なる京都という土地柄、学部時

代と違って周囲に「研究仲間」しか居ない日々、

研究職への道に足を踏み入れた以上は成果を出し

続けねばならぬという重圧。大学院進学という「入

院」の前に覚悟を決めたはずでも、今やこうした
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辛さを吐露せずにはおれません。 

予め覚悟を決めてフランスからの亡命を決心し

たユグノーたちも、濃淡の差こそあれ、移住先の

ブランデンブルク＝プロイセンで同じような経験

をしたのかもしれません。彼らは時に亡命先の住

民たちから怨嗟や蔑視の目を向けられながらも、

自分たちを受け入れてくれた君主や国家に「貢献」

することを通じて、「外国人」としての意識は保ち

つつ、積極的な自己認識を深めていきました。彼

らのそうした苦悩や逡巡に肉薄することで私のよ

うな若者の悩みを言語化できるのだとしたら、彼

らの歴史に注目する意義の一つはそこにあるのか

もしれません。 

 

 

修士課程 2 年次 山内 健太 

修士課程 2 年目の山内健太と申します。自己紹

介に代えて現在の研究内容をご紹介したいと思い

ます。私は学部生の頃から、地域としてはバルカ

ン半島、なかでもブルガリア、時代としてはオス

マン期の歴史に取り組んできました。大学院に入

学してからは修士論文の執筆に向けて、17 世紀ブ

ルガリアのとある町を中心に生きたカトリック信

徒について研究を進めています。通常ブルガリア

の宗教といえば、正教を想像される方も多いでし

ょうし、歴史的にも現在ブルガリアと呼ばれる地

域では正教が多数派でした。そういった多くの正

教徒のあいだで、またムスリムが支配的な帝国で

は、ブルガリアのカトリックは二重の意味でマイ

ノリティでした。しかし、彼らカトリックにとっ

ての精神的な指導者であったブルガリア出身の聖

職者たちは、バルカン各地やローマ、オスマン外

のカトリック諸国を巡りながら積極的に行動して

いました。そうした聖職者たちのなかでも、現在

のブルガリアでも広く知られ、私が最も関心を持

っているのがペタル・ボクダン・バクシェフとい

う人物です。彼は、大司教という高位聖職者かつ

地域コミュニティの宗教的な指導者であるだけで

なく、ブルガリア最初の「歴史家」としても知ら

れ、また同時代のバルカン各地やローマなどを巡

った「旅人」でもありました。最終的に、バクシ

ェフと同時代を生きたカトリックたちはオスマン

政府に反旗を翻しますが大敗し、彼らの多くが国

外に逃亡し町も荒廃します。ですから、彼らの残

した痕跡は多くはないのですが、彼らが書いた手

紙や報告書、歴史書を読んで、彼らが生きた当時

のブルガリア、あるいはバルカンの現実を少しで

も再構成できればと考えています。 

 

 

修士課程 1 年次 石濱 萌 

私が現在関心を寄せ、研究の対象としているの

は、近世期における異形の存在です。異形の存在

と一口に言っても、所謂モンスターのようなもの

や、奇形など、その真偽も合わせ多様です。私が

その中でも現在関心を抱いているのが、時に驚異

的、怪物的と呼ばれ庶民から知識人と幅広い層か

ら注目を受けた奇形をもつ人々です。彼らはその

異なる容貌故に年代記や、多くの驚異的な出来事

や生物について取り上げた書物等に収集され、時

にその身体の様子や生い立ち、人生や行動につい

て記録されています。また彼らは時に自分自身の

身体を見世物として人々に公開しており、そうい

ったことは宣伝ビラや、当時代人たちの日記など

の中に見られます。無論それらの記述の真偽を定

めるのは容易なことではないと思いますが、そう

いった記録を読み、奇形を持った人々がどのよう

な行動を取り、どのように自身の身体を行使して

いたのかということに注目したいと考えています。 

 近世期における異形の存在に関わる資料は、異

形の存在に対する人々の認識やそれを生み出す社

会、それを見た時に引き起こされる感情について
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や、異形の誕生の解釈を通した宗教改革時におけ

るプロパガンダの特徴など、様々なものを明らか

にすべく利用されてきました。しかし殆どの場合

注目されるのは、異形の存在を受け取る側の問題

であり、異形の存在が見られた社会の問題です。

異形の周辺の歴史はあれども異形自身は取り残さ

れているのが現状と言えます。先行研究の整理、

資料の選択など課題は多いですが、奇形を持った

人その人が自身の身体をどのように扱ったかとい

う視点、異形自身の歴史という問題関心を持ち研

究を進めていきたいと考えています。 

 

 

修士課程 1 年次 石原 香 

 私はフランス革命、特に総裁政府期（1795-1799

年）における国民祭典の研究をしています。 

 研究業績の多い革命史研究のなかで、従来総裁

政府には否定的な評価が為され、ここを対象とし

た研究は稀有なものでした。ですが 1980年代以降、

総裁政府期を再評価する動きが現れはじめ、故に

私もこの時期を研究対象としました。 

 私は、革命によって樹立したフランス共和政（第

一共和政）が総裁政府によって維持・確立されて

いた点に注目し、そのなかで総裁政府がいかなる

共和国を作り出そうとしたのかという問いを、政

府主催の国民祭典を分析することで検討しました。

祭典というのは古代から存在するものですが、そ

れは革命期になると公教育の一環として、政府に

よって組織化されたのです。祭典内にあらわれる

見世物や演出は観る者に深い感動を与える、とい

う祭典の特徴が強調され、祭典によってフランス

国民は共和国にふさわしい存在として再生でき得

る、と考えられました。とりわけ総裁政府は国民

祭典の効果を重視し、「共和国」の祭典や「夫婦」

の祭典、「農耕」の祭典など数多くの国民祭典を毎

年開催しました。そして、共和国を尊重する見世

物や共和国の実り豊かさを象徴する演出を、祭典

内に施したのです。このように、国民祭典の分析

から総裁政府の目指した共和国理念を明らかにし

て、卒業論文として同志社大学に提出しました。 

 現在は、組織化された国民祭典を国民がどう受

けとめたのか、という「感情史」に焦点を当てて

研究を進めています。国民祭典によって国民は本

当に「フランス共和国民」として再生したのか、

そもそも国民は国民祭典を肯定的に受け容れたの

か。総裁政府期以前とその後では、国民の感情に

断絶あるいは連続が存在し得たのか。祭典を「創

る」側ではなく「観る」側の感情を捉えることで、

総裁政府期の再評価に貢献したいと思います。 

 

 

修士課程 1 年次 伊藤 直之 

 専攻はフランス近世史で、特に 16-7 世紀にかけ

て国王の権力がフランス王国内で確立されていっ

た過程について研究しています。ルイ 14 世以降の

フランス王国の政体を指して、しばしば「絶対王

政」という語が用いられます。実際には「絶対」

というほど国王が何ものからも自由に政治を行っ

ていたわけではありませんが、王権がこの頃国内

で最も強い政治権力であったことは確実です。 

 王権の確立過程を検討するために、卒業論文で

は「国王顧問会議」という行政機関に注目しまし

た。この国王顧問会議は国王の側近くでその統治

を支える機関であり、国王顧問会議から発布され

る裁定を通して国王の政治は行われていました。

したがって、国王顧問会議の権限がその他の行政

機関の権限よりも強力になる過程を検討すること

で、王権の確立過程を明らかにできそうです。と

ころがそれよりも前に注目すべき点があります。

それは、国王顧問会議内における王権の確立です。

当初、国王顧問会議の参加者は大貴族や聖職者が

多く、国王は彼らの利害を考慮に入れる必要があ
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りました。それゆえ、王権は 16 世紀末から 17 世

紀前半にかけて、その成員に影響力を及ぼそうと

します。卒論では、「国王顧問会議規則」という史

料を用いてこの過程を検討しました。そして、国

王顧問会議のなかで、身分や肩書によってこれに

参加する成員よりも経験や能力による成員の方が、

大きな役割を担うようになったと結論付けました。 

 現在では、国王顧問会議内における王権の伸長

過程を卒論よりも広い時期において捉えることと、

国王顧問会議が高等法院など他の行政機関に優越

していく過程を明らかにすることが目標です。さ

しあたってはルイ 14 世が親政を開始する 1661 年

までを射程に研究を進めていこうと考えています。 

 

 

修士課程 1 年次 大野 普希 

私はローマ期のギリシアにおける歴史認識に関

心を持っています。ギリシアがローマの支配圏に

組み込まれたこの時代、歴史のみならず多くの分

野で古典期を模範とする過去の理想化が進んだと

言われていますが、この現象は決して一枚岩と言

えるものではありませんでした。また単なる現実

逃避のノスタルジーとして理解できるものでもあ

りません。そこで私としては「過去」の理想化の

多様性、またそれらが持ちえた「現在」的意味を

問う必要があると考えています。 

以上の関心に沿って、卒業論文ではパウサニア

スの『ギリシア案内記』を考察しました。パウサ

ニアスはある箇所でギリシアの栄光の歴史を、「自

由」の擁護という観点から通史的に描いています。

これ自体は他の著述家にも見られることですが、

注目すべきは「自由」の意味合いです。通常、ギ

リシアの自由は、非ギリシア人 (バルバロイ) に対

して防衛されるべきものとして考えられますが、

パウサニアスは、ギリシア内部の敵に対しても守

られるべきものとして、「自由」を描いているので

す。さらにプルタルコスとの比較を通して、パウ

サニアスの見解とは異なるギリシア史理解が存在

していたことも見えてきました。 

こうした考察が示唆しているのは、過去を理想

化した叙述がローマ期のギリシアに一般的なもの

であったとしても、その理想化の方法や原理には

微妙な違いがあって、実はその違いの中にこそ、

「ギリシア」や「自由」という観念についての多

様な見方が隠れているのではないかということで

す。今日の研究の進展は、政治的な「自由」を基

準として古典期とそれ以後のギリシア史を截然と

区別する従来的な理解を相対化しつつありますが、

「自由」を過去の栄光の中心に据える歴史観その

ものは、ローマ期には既に確立していました。そ

の形成過程の解明のためにも、ローマ期の歴史認

識を、その多様性を通して解明することは重要な

課題だと考えています。 

 

 

修士課程 1 年次 岡本 幹生 

私は古代ローマ史、特に表象の問題について研

究をしています。現在は帝政成立期における表象

の問題についての研究に取り組んでいます。 

卒業論文では、16 世紀スペインにおけるローマ

の表象について扱いました。私はもともと、古代

ローマに関心を持っていましたが、古代ローマ帝

国の意義について考えるうちに古代ローマのイメ

ージが後の時代にどのように用いられたのかにつ

いて関心が及び、多少冒険的ではありましたが上

述のようなテーマを卒業論文で選ぶに至りました。

16 世紀スペインを舞台に選んだのは、いわゆるレ

コンキスタが完了し、イベリア半島が緩いながら

も統合する形が見られ何らかの統合の理念が必要

とされたこと、そのタイミングで新たにハプスブ

ルク家が王朝を開き、正統性をアピールする必要

性が生じたことなどから、スペイン・ハプスブル
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ク朝によるイメージ戦略として何らかの形でロー

マの表象が見受けられるだろうと判断したためで

す。 

さて、打って変わって現在は帝政成立期の表象

の問題について扱っているわけですが、帝政成立

についての研究は周知の通りテオドール・モムゼ

ン以来、長く続けられてきており、膨大な量の先

行研究があります。しかし、それらの研究の多く

は法や制度、権限といったハード面に注目し、共

和政から帝政への移行を説明しようとしたもので

す。どのように帝政や皇帝についてのイメージが

形成されたかという点においては、ツァンカーの

研究を機に建築や美術といった視覚的に捉えられ

るものに注意が払われるようになってきたとはい

え、まだまだ研究の余地が残されています。そこ

で、私は図像と文字史料を用い、この問題につい

て取り組んでいこうと考えています。 

 

 

修士課程 1 年次 米倉 美咲 

 Odero si potero si non invitus amabo.（できうれば

憎まん、然らずんば心ならずも愛さん。）1945 年 6

月 1 日、オウィディウスのこの言葉を渡辺一夫が

日記に書きつけた時、私の研究の種は蒔かれたと

言っても良いでしょう。渡辺一夫に「心酔」した

者が、エラスムスを経由して「フランス・ルネサ

ンス」の時代に落ち着いたことは、当然の成り行

きであったことと思われます。 

さて、私の専門は「フランス宗教改革史」です。

勿論、ルネサンスと宗教改革は滑らかに接続して

いて、かつ重なる部分も多いのですが、それでも

私が敢えてルネサンスではなく宗教改革に焦点を

当てる理由は奈辺にあるのでしょうか。宗教改革

史においてフランスが取り上げられる場合、研究

者の関心は主として宗教戦争（1562-98）に向かい

ます。その一方で、まさにルターが改革を進めて

いた 16 世紀前半、未だカルヴァンの思想が到達せ

ざる頃、フランスの宗教的な様相がどのようであ

ったのかは、長らく蚊帳の外とされてきました。

けれども、私が卒業論文で取り上げたルイ・ド・

ベルカン Louis de Berquin の事例を見ても明らかな

ように、当時のフランスでは既に「ルター派」が

異端視され、その支持者や著作が裁判にかけられ、

処刑・焚書の憂き目に遭っていたのです。宗教改

革の波は、フランスにまで確実に及んでいたと言

えます。 

私はこの、ルター派思想の波及と「ルター派」

異端の弾圧とが、後の宗教戦争に繋がる「カトリ

ック対プロテスタント」という二項対立の構図を

用意したのではないか、と考えています。現在、「翻

訳」行為や書物の流通を手掛かりに、当時の宗教

的思想状況の解明を試みていますが、無論、これ

は一方で「フランス・ルネサンス」の華やかなり

し姿でもあります。フランスにおけるルネサンス

と宗教改革の関係を明らかにすることもまた、私

の目標であるのかもしれません。 

16 世紀前半のフランスは宗教戦争の時代に比べ

て、確かに地味で曖昧模糊としているように思わ

れますが、だからこそ精彩を放つ人々が確かに存

在します。彼らは時として異端として迫害され処

刑されますが、その場面に出会う度、私は沈痛な

心持でこう呟くのです。Odero si potero si non...




