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ご挨拶

第 64 回日本西洋史学会大会運営委員会
代表 青木康

『報告集』をお届けするにあたり、第 64 回日本西洋史学会大会運営委員会の代表とし
て、ひとことご挨拶申し上げます。
この度は、西洋史学会大会のために立教大学池袋キャンパスにようこそおいでください
ました。今回の大会では、本『報告集』でご覧いただけますように、大会第 1 日に、樺山
紘一（東京大学名誉教授・印刷博物館館長）、鶴島博和（熊本大学教授）の両先生を講演
者にお迎えし、たいへん視野の広いご講演をいただきます。第 2 日には、科学研究費によ
る共同研究の成果を示す 7 本のシンポジウムと、80 名を超える報告者によるポスター報
告が行われることになっております。本『報告集』には、すべてのポスターの縮刷がおさ
められており、ポスター報告をほぼそのまま紙上でご覧いただくことができます。
ポスター報告をはじめとして、西洋史学会大会の諸プログラムは、日本の西洋史研究の
現状を表すものであり、その記録・資料としての『報告集』の重要性に鑑み、今回、西洋
史学会大会の『報告集』に ISSN 番号（国際標準逐次刊行物番号）を取得することにしま
した。大学図書館等において系統的保存がなされることを期待しております。
最後にあらためまして、本大会の実り多きことを願って、大会運営委員会代表からのご
挨拶とさせていただきます。
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第 64 回日本西洋史学会大会プログラム
日程：2014 年 5 月 31 日（土）・6 月 1 日（日）
会場：立教大学池袋キャンパス

第１日目：5 月 31 日（土）
11:00-11:30 東/西日本懇談会（12 号館地下会議室）
11:30-12:00 理事校会議（12 号館地下会議室）
12:30- 受付開始（11 号館 1 階ロビー）
14:00-17:15 公開講演（タッカーホール）
14:00-15:30

樺山紘一（印刷博物館館長）

印刷文化とヨーロッパ史の交線
15:45-17:15

鶴島博和（熊本大学教授）

ヨーロッパ形成期におけるイングランドと環海峡世界の「構造」と展開
17:15- 総会（タッカーホール）
18:00-20:00 懇親会（第一食堂）

第 2 日目：6 月 1 日（日）
8:30- 受付開始（11 号館 1 階ロビー）

シンポジウム（11・15 号館 3 階）

午前の部 9:00-12:00

B1、C1、D1

午後の部 14:30-17:30

M301

A：古代地中海世界における聖域と社会（報告 9:00～12:30、討論 16:00～17:30）

M302

B1：回路としての教皇座―13 世紀ヨーロッパにおける教皇の統治
B2：ヨーロッパ境界地域の歴史的経験とパトリア／市民権

A301

C1：ヨーロッパ・ユダヤ人問題の波及―「ユーラシア現代史」への視座
C2：動乱時代前後のロシア

A304

D1：北大西洋海域の船をめぐる文化空間と海民のリテラシー 海を飼い馴らすために
D2：「移民」概念の再検討とグローバル・ヒストリー

ポスターセッション（10 号館）

12:30～14:30（古代Ⅰ・Ⅱのみ 13:00～15:00）

X201 古代Ⅰ X202 古代Ⅱ X206 中世Ⅰ X207 中世Ⅱ X208 近世Ⅰ X209 近世Ⅱ
X301 近代Ⅰ X302 近代Ⅱ X306 現代Ⅰ X307 現代Ⅱ
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B2、C2、D2

シンポジウム報告一覧

A：古代地中海世界における聖域と社会 （M301）
9:00-9:05 趣旨説明：浦野聡（立教大学）
9:05-9:35

上野慎也（共立女子大学）

郊外 －古典期のアテーナイ
9:35-10:05

中尾恭三（大阪経済法科大学）

ヘレニズム時代における聖域の活用 ―冠付競技会の普及と広域ネットワーク
10:05-10:10 技術的質問 1

10:10-10:40

藤井崇（京都大学）

ローマ帝国東方地域における聖域と社会
10:40-11:10

中川亜希（東京大学）

古代ローマ西方の聖域と社会
11:10-11:15 技術的質問 2

11:15-11:45

田中創（東京大学）

ローマ帝政後期の神殿利用 ―州民と官吏の相互作用
11:45-12:15

奈良澤由美（東京大学）

南ガリアのキリスト教聖堂における典礼空間と埋葬
12:15-12:20 技術的質問 3

（昼食・ポスターセッションのため中断）

16:00-17:30 討論

司会：師尾晶子（千葉商科大学）、阪本浩（青山学院大学）、志内一興（中央大学）、後藤篤子（法政大学）、浦野聡

4

B1：回路としての教皇座―13 世紀ヨーロッパにおける教皇の統治 （M302）
9:00-9:05 趣旨説明・司会：千葉敏之（東京外国語大学）
9:05-9:35

菊地重仁（東京大学）

アルプス以北における教皇の権威と教皇文書の影響力：初期中世における基盤形成とその後の展開

藤崎衛（東京大学）

9:35-10:05

教皇使節と教皇のペルソナ

千葉敏之

10:05-10:35

教皇の地理的身体

池上俊一（東京大学）

10:35-11:05

想像界の中の教皇
11:10-11:25 コメント 1：草生久嗣（大阪市立大学） 11:25-11:40 コメント 2：加藤玄（日本女子大学）

B2：ヨーロッパ境界地域の歴史的経験とパトリア／市民権 （M302）
篠原琢（東京外国語大学）

14:30-14:45

複合的パトリアから全体論的ネーションへ―近世から現代への見通し

小山哲（京都大学）

14:45-15:15

ポーランド・リトアニア共和国における「市民」概念と公共性

篠原琢

15:15-15:45

祖国をめぐる変奏曲―ベーメン・ドイツ人歴史協会における歴史の再構成
16:00-16:30

吉岡准（津田塾大学）

戦後ポーランド領土の創造と想像－国境線移動・強制移住・引き揚げ－
16:30-17:00

鈴木健太（日本学術振興会）

社会主義ユーゴスラヴィアにおける「ナロード」－1980 年代末の大衆運動とナショナリズム

C1：ヨーロッパ・ユダヤ人問題の波及 「ユーラシア現代史」への視座 （A301）
9:00-9:05 趣旨説明：高尾千津子（東京医科歯科大学）
9:05-9:45

高尾千津子

内戦期ロシア極東の「ユダヤ人問題」と反ユダヤ主義
9:45-10:25

鶴見太郎（埼玉大学）

ロシア・シオニズムの亡命 ―ハルビンにとどまったシオニスト
10:25-11:05

中嶋毅（首都大学東京）

ロシア・ファシスト党の形成と拡大 ―ハルビンの事例から
11:05-11:45

野村真理（金沢大学）

満州――ロシア人・ユダヤ人・日本人の交錯
司会：小森宏美（早稲田大学）
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C2：動乱時代前後のロシア （A301）
14:30-14:35 趣旨説明・司会：豊川浩一（明治大学）

草加千鶴（創価大学）

14:35-15:00

中世ロシアにおける宣誓と神判

宮野裕（岐阜聖徳学園大学）

15:00-15:25

ミハイル・ロマノフ治世下における権力の継承の正統化

中澤敦夫（富山大学）

15:50-16:15

動乱時代の歴史家の君主観

三浦清美（電気通信大学）

16:15-16:40

宗教戦争としてのスムータ – 環バルト海圏の宗教的寛容と不寛容
16:40-16:50 コメント 1：淺野明（山形大学） 16:50-17:00 コメント 2：皆川卓（山梨大学）
17:00-17:30 質疑応答

D1：北大西洋海域の船をめぐる文化空間と海民のリテラシー （A304）
海を飼い馴らすために
趣旨説明・司会：田中きく代（関西学院大学）
9:00-9:15

田中きく代

総論
9:15-9:40

阿河雄二郎（関西学院大学）

ナポレオン時代の奴隷貿易 利潤と情報
9:40-10:05

笠井俊和（名古屋外国語大学）

18 世紀アメリカにおける海運・船乗り・情報
10:05-10:30

金澤周作（京都大学）

遭難する船をめぐるリテラシー ―近代イギリスの難破譚を手掛かりに
10:30-10:40 コメント 1：布留川正博（同志社大学） 10:40-10:50 コメント 2：佐保吉一（東海大学）

D2：「移民」概念の再検討とグローバル・ヒストリー （A304）
14:30-14:35 趣旨説明・司会：北村暁夫（日本女子大学）
14:35-15:-05

青木恭子（富山大学）

帝政ロシア国内移住者の移動の論理と移住政策 －移住者の出身地と入植地の分析から
15:05-15:35

平野奈津恵（日本女子大学）

19 世紀フランスにおけるベルギー移民と差異の創出 －北仏炭鉱都市の事例をてがかりに
15:35-16:05 崎山直樹（千葉大学）

アイルランド移民ネットワークの形成と土地戦争 －反帝国意識と女性運動の共鳴
16:05-16:35

田中ひかる（大阪教育大学）

ロシア出身のユダヤ系移民アナーキストによるアメリカ合衆国における活動 1905～1920
16:35-17:05

篠田徹（早稲田大学）

I.W.W を通して見たトランス・パシフィック運動史
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ポスターセッション報告一覧
13:00-15:00 古代 I (X201)
13:00-13:10

司会：周藤芳幸（名古屋大学）

師尾晶子（千葉商科大学）

デロス同盟期アテナイの外交政策 －ポリス顕彰碑文からの考察
13:10-13:20

竹尾美里（中京大学）

前 4 世紀アテネの対エーゲ海外交 －アテネとデロス間のプロクセノス付与を中心に－
13:20-13:30

青木真兵（関西大学）

属州サルデーニャにおけるフェニキア・カルタゴ文化について」
13:30-13:40

田邊有亮（青山学院大学・院）

神々の貨幣図像にみる諸帝の治世 ―元首政初期―
13:40-13:50

大谷哲（日本学術振興会）

デキウス迫害における供儀執行証明書発行の意図 －執行証明書パピルス史料の分析から―
13:50-14:00

江添誠（慶應義塾大学）

ポンペイウス劇場とガダラの北劇場の関連性
14:00-14:10

向井朋生（カミーユ・ジュリアン・センター）

もっと光を！～紀元後 79 年 10 月 24 日直前のポンペイ一街区における照明器具の観察～

13:00-15:00 古代 II (X202)
13:00-13:10

司会：桑山由文（京都女子大学）

堤亮介（大阪大学・院）

元首政期ローマにおける「都市の健全性」
13:10-13:20

長谷川敬（日本学術振興会）

後 2~3 世紀ガリア・ゲルマニアとブリタンニア間の交易を担った商人たち
13:20-13:30

反田実樹（法政大学・院）

古代ローマ帝政期の製粉施設 ―トラステヴェレ地区を中心に―
13:30-13:40

浦野聡（立教大学）

ローマ時代史料の中の数字 ―穀物供給とアフリカ経済の事例から
13:40-13:50

小林詩織（香蘭女学校）

いわゆる“N 文書”について －古代末期の司法行政とエジプト社会
13:50-14:00

紺谷由紀（東京大学・院）

法文史料にみるローマ帝政後期の宦官」
14:00-14:10

林俊明（フランシュ・コンテ大学・院）

アウレリウス・ウィクトル『皇帝伝』42 章 24～25 節の意味 ―人物同定と執筆意図を通して―
14:10-14:20

小坂俊介（東北大学）

コンスタンティノープルのソクラテス著『教会史』の典拠は何か？
－『教会史』におけるアンミアヌス・マルケリヌス著『歴史』の利用を中心に－
14:20-14:30

佐藤彰一（名古屋大学）

オドアケル再考
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12:30-14:30 中世 I (X206)
12:30-12:40

司会：山田雅彦（京都女子大学）

多田哲（中京大学）

ヨーロッパ中世の民衆教化と聖人崇敬－カロリング時代のオルレアンとリエージュ－
12:40-12:50

仲田公輔（東京大学・院）

9 世紀後半から 10 世紀初頭におけるビザンツ帝 国の東方辺境政策
12:50-13:00

居阪僚子（東京大学・院）

中世アラニアの教会遺跡
13:00-13:10

浜田華練（東京大学・院）

12 世紀ギリシア＝アルメニア教会合同計画におけるネルセス・シュノルハリの交渉と護教論
13:10-13:20

髙橋謙公（早稲田大学・院）

中世後期地中海世界にみる「境域」シチリア
13:20-13:30

纓田宗紀（東京大学・院）

13 世紀における教皇特使ミッションの一断章：特使グイドを中心に
13:30-13:40

古川誠之（早稲田大学）

中世ヨーロッパの印章に見る「船としての都市」
13:40-13:50

押尾高志・野村嗣（千葉大学・院）

残存する「伝統」：古代イタリアと近世スペインにおける改宗

12:30-14:30 中世 II (X207)
12:30-12:40

司会：鈴木道也（東洋大学）

池野健（東北大学・院）

15 世紀南ネーデルラント都市の儀礼、祝祭文化と「修辞家集団」の発達
12:40-12:50

原口碧（お茶の水女子大学・院）

15 世紀フランスにおける仮装の踊り「モーリスク」の流行
12:50-13:00

神谷貴子（名古屋大学・院）

中世後期フリブールにおける市民層
13:00-13:10

古城真由美（福岡大学）

15 世紀イングランドにおけるジェントリ女性による一家の防衛
13:10-13:20

横川大輔（札幌国際大学）

国王ジギスムントの二度目の国王選挙（1411 年）と「金印勅書」
13:20-13:30

中田恵理子（京都大学・院）

中世後期ドイツにおける大学・学識者と都市行政
13:30-13:40

井上周平（ボン大学）

近世ドイツにおける瀉血の理論と実践
13:40-13:50

中堀博司（宮崎大学）

ヴァロワ家ブルゴーニュ公フィリップ・ル・ボンの遺言書
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12:30-14:30 近世 I (X208)
12:30-12:40

司会：那須敬（国際基督教大学）

加藤喜之・小澤実（東京基督教大学・立教大学）

国家・論争・知識人－17 世紀デンマーク王国とネーデルラント共和国におけるテクスト生成に関する比較考察-12:40-12:50

山根明大（立教大学・院）

『リチャード 2 世の生涯と死』と初期近代イングランドの政治思想の急進化：リチャード 2 世＝「コモンウェルス」の破壊者という言説を巡って

12:50-13:00

武田和久（秀明大学）

名誉革命後の長老教会による組織改革構想
13:00-13:10

齊藤豪大（一橋大学・院）

スウェーデン重商主義者による塩輸入問題への関心―アンデルス・ノルデンクランツを事例に―
13:10-13:20

谷藤智弘（立教大学・院）

ハノーファやヘッセン＝カッセルへの供与金に関する 18 世紀前半イギリス議会での議論
―イギリスとハノーファの同君連合を検討する事例として
13:20-13:30

保谷朋子（日本女子大学）

18 世紀におけるロンドンの膨張とその地誌的表象
13:30-13:40

早津光子（明治大学・院）

『政治遺言』にみられるマリア・テレジアの国制改革前のハプスブルク君主国の宮廷社会
13:40-13:50

大塩量平（早稲田大学・院）

18 世紀後半ウィーンの宮廷劇場における高位貴族の観劇と社会経済･文化的背景―ヨーゼフ 2 世期｢国民劇場｣の予約の分析を中心に―

12:30-14:30 近世 II (X209)
12:30-12:40

司会：金澤周作（京都大学）

山田今日子（東北大学・院）

レンブラントの東洋へのまなざし
12:40-12:50

武田和久（早稲田大学高等研究所）

スペイン領南米ラプラタ地域のイエズス会布教区におけるグアラニ語系先住民に対する軍事訓練：
近世スペイン軍事史との関連から
12:50-13:00

日尾野裕一（早稲田大学・院）

18 世紀前半のブリテンの大西洋貿易における商人と奨励金制度－海軍資材法による奨励金制度を事例に
13:00-13:10

小林和夫（ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス）

大西洋奴隷貿易とイギリス東インド会社--18 世紀後半を中心に-13:10-13:20

青柳かおり（大分大学）

18 世紀イングランド国教会と奴隷制－海外福音伝道協会年次記念大会の説教を中心にー
13:20-13:30

鹿野美枝（立教大学・院）

ヘンリ・ダンダスの影響力、1783-93 年 ―18 世紀イギリスのインド政策
13:30-13:40

長峰樂（立教大学・院）

18 世紀イギリスの議会外活動におけるメディアの役割－アメリカ独立戦争時における西インド委員会を事例として
13:40-13:50

大橋里見（専修大学）

ロンドン・ジェネラル・ホールの設立：1780 年代末イギリス綿織物産業と「マーケティング戦略」
13:50-14:00

増田久美子（駿河台大学）

リベリアを描く女たち―アンテベラム期米国の白人女性によるテクストと「アフリカ帰還」運動の喧伝―
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12:30-14:30 近代 I (X301)
12:30-12:40

司会：坂下史（東京女子大学）

楠田悠貴（東京大学・院）

フランス革命における国王裁判の政治文化的意義―ジャン=ポール・マラーの国王裁判演説を契機として
12:40-12:50

板倉孝信（早稲田大学・院）

英国における百日天下の戦費調達と戦時所得税の廃止
12:50-13:00

小野寺瑶子（東京大学・院）

フランス革命戦争期ロンドンの騎兵義勇団
13:00-13:10

金崎邦彦（早稲田大学・院）

フランス革命戦争・ナポレオン戦争期におけるロイヤル・ネイヴィーの強制徴募
13:10-13:20

角田奈歩（日本学術振興会）

18～19 世紀転換期パリにおける衣服製造・流通構造－注文服・古着・既製服
13:20-13:30

矢口啓朗（東北大学・院）

ライン危機（1840 年）を巡る国際関係
13:30-13:40

正木慶介（エディンバラ大学・院）

19 世紀初頭イギリスのトーリ主義にみられる労働者階層に対する社会的包摂の試み―保守系出版物の言説分析から―
13:40-13:50

長野壮一（東京大学・院）

ナポレオン 3 世による社会福祉政策とその思想背景―1864 年の団結法を中心に―
13:50-14:00

田村俊行（立教大学・院）

19 世紀中葉の英国における梅毒の「治療」―ロンドン・ロックホスピタルの患者の平均在院日数から

12:30-14:30 近代 II (X302)
12:30-12:40

司会：大津留厚（神戸大学）

佐伯彩（奈良女子大学・院）

19 世紀後半ハプスブルク帝国とガリツィア
12:40-12:50

鍵谷寛佑（関西学院大学・院）

19 世紀後半におけるイギリス競馬統括団体ジョッキー・クラブの権威確立 ―アドミラル・ラウス時代を中心に―
12:50-13:00

玉利泉（鹿児島県立古仁屋高等学校）

選挙権は誰のものか？－19 世紀英仏選挙制度史からみえてくること－
13:00-13:10

清水領（フランス社会科学高等研究院）

19 世紀中盤のフランスにおけるユダヤ教地方間の差異
13:10-13:20

北川涼太（岡山大学・院）

海相チルダースによる海軍再編計画とイギリス帝国
13:20-13:30

犬飼崇人（学習院大学）

フランス第三共和政期における学校衛生：リヨンの初等学校を中心として
13:30-13:40

山内由賀（京都大学・院）

19 世紀フランスの女子教育における宗教教育をめぐって
13:40-13:50

内海咲（一橋大学・院）

19 世紀「消費都市」におけるファッションの受容―ヴィクトリアン・サーヴァントと女主人の関係に着目して―
13:50-14:00

鈴木周太郎（鶴見大学）

コルセットを着る女性、つくる女性 - ウースター・コルセット・カンパニーからみる 20 世紀転換期のジェンダー秩序
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12:30-14:30 現代 I (X306)
12:30-12:40

司会：池田嘉郎（東京大学）

土田映子（北海道大学）

アメリカ合衆国における科学・技術と移民集団の文化表象：スウェーデン系移民を題材に
12:40-12:50

佐下橋容代（一橋大学・院 ）

真珠から見る日米関係 ―19 世紀末から開戦までのアメリカにおけるミキモト社の展開
12:50-13:00

金澤宏明（明治大学）

20 世紀転換期の合衆国政治マンガの機能と役割─島嶼領土他者表象の視覚パラダイム分析─
13:00-13:10

大和久悌一郎（川村学園女子大学）

第一次大戦末期のイギリスにおける労働政策―シェフィールドにおける労働時間規制の試みから
13:10-13:20

鈴木俊弘（一橋大学・院）

記念のためにトリミングされる歴史─米国の祝祭活動に潜行する入植表象と人種論の言説的交差について
13:20-13:30

紀愛子（早稲田大学・院）

ナチ体制期ドイツにおける「安楽死」作戦関与者たちの人物像
13:30-13:40

菊地大悟（東京大学・院）

戦後東ドイツにおけるヘルムート・フォン・ゲルラッハ協会（1948 年～1953 年）
13:40-13:50

塚本遼平（慶應義塾大学・院）

西ドイツにおけるドラッグ政策の展開―1970 年代後半～80 年代初頭の麻薬法改正議論を中心に―

12:30-14:30 現代 II (X307)
12:30-12:40

司会：浜井祐三子（北海道大学）

杵淵文夫（東北大学・院）

世紀転換期ドイツにおける A.ザルトリウスの対アメリカ通商政策論
12:40-12:50

門間卓也（東京大学・院）

1930 年代クロアチアにおけるファシズム組織ウスタシャのナショナリズム
12:50-13:00

星野友里（早稲田大学・院）

1939-43 年 南ティロールにおける国籍選択結果と移住
13:00-13:10

金泓槿（大阪大学・院）

派独韓国人看護婦の派遣過程‐在独韓国人社会の黎明期(1957－1976)
13:10-13:20

橋本泰奈（東京大学・院）

戦後西ドイツの外国人労働者政策におけるナチ時代との制度・人的な連続性
13:20-13:30

原田桃子（東北学院大学・院）

1970 年代イギリスにおける移民政策と「帝国からヨーロッパへ」の移行
13:30-13:40

岡本宜高（ロンドン大学クイーン・メアリー校）

キャラハン政権期のイギリス外交とヨーロッパ冷戦、1976-79 年
13:40-13:50

長谷川雄之（東北大学・院）

ポスト共産主義国家・ロシア連邦における制度設計のプロセス－国家安全保障政策決定機構を中心として－
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公開講演
(タッカーホール)

樺山紘一（印刷博物館）
15-16

鶴島博和（熊本大学）
17-19

講演者略歴

樺山紘一（Koichi Kabayama）
1941 年生まれ。東京大学文学部卒業、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学後、京都大学人文
科学研究所助手を経て、東京大学文学部助教授、同教授。その後国立西洋美術館館長を経て、現在印刷博物館館
長。
著書に『ゴシック世界の思想像』（岩波書店、1976 年）、『カタロニアへの眼 歴史・文化・社会』（刀水書
房、1979 年）、『西洋学事始』（日本評論社、1982 年、後文庫化）、『パリとアヴィニヨン 西洋中世の知と
政治』（人文書院、1990 年）、『ルネサンスと地中海』（中央公論社、1996 年、後文庫化）、『エロイカの世
紀 近代をつくった英雄たち』（講談社、2002 年）、『歴史家たちのユートピアへ』（刀水書房、2007 年）、
編著に「世界の歴史」全 30 巻（中央公論社、1996-1999 年）、「岩波講座世界歴史」全 28 巻（岩波書店、19972000 年）、『新・歴史学の名著』（中央公論新社、2010 年）その他多数。

鶴島博和（Hirokazu Tsurushima）
1952 年生まれ。東北大学文学部卒業、東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学後、熊本大学教育学部
助教授を経て、同教授。Fellow of Antiquaries of London ならびに Fellow of the Royal Historical Society。
著書に『バイユーの綴織を読む』（山川出版社、近刊）、編著に『歴史の誕生とアイデンティティ』（高田実と
共編、日本経済評論社、2005 年）、『ソシアビリテの歴史的諸相』（坂本浩・小野善彦と共編、南窓社、2008
年）、『日英中世史料論』（春田直紀と共編、日本経済評論社、2008 年）、Nations in Medieval Britain
(Donington: Shaun Tyas, 2011)。“The eleventh century in England through fish-eyes: salmon, herring, oyster, and 1066”,
Anglo-Norman Studies 29 (2007), pp. 193-213 他論文多数。「オックスフォード・ブリテン諸島の歴史」全 12 巻予
定（慶應義塾大学出版会、2009 年-）日本語版監修者。
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樺山紘一（印刷博物館館長）

印刷文化とヨーロッパ史の交線
印刷文化は、現在における様相からみても、人類文化におけるもっとも重要な構成要素のひとつである。特定
の文字や図像を、正確かつ大量に複製する技術として、長大な歴史をカバーしてきた。これと、ヨーロッパ史一
般とのあいだの関連を、できるだけ近年の新知見をふくむ多様な視点から通観してみたい。

１）ルネサンスと印刷文化
ヨ－ロッパにおける印刷文化は、15 世紀にふたつの分野で創始された。第 1 には、ドイツ人ヨハネス・グーテ
ンベルクが、1450 年の前後に可動金属活字による活版製作によって、文字テクストの複製化に成功した。それ
は技術的達成としては、追従をゆるさないものであった。つまり、金属活字の製作、油性インクの適用、ブドウ
酒製造具の改良による印刷機の開発、紙製書籍の導入といった技術的展開である。
グーテンベルクの成功は、すみやかにヨーロッパ各地に伝達され、いわゆるインキュナブラの無数の出版をう
ながした。しかし、その量的爆発は、ついで質的拡張によって補強された。イングランドのカクストンや、イタ
リアのマヌティウスらの事業である。かれらは印刷事業を聖俗の諸種の書籍にひろげ、多様な購買者・読者を生
みだすとともに、古典諸語をふくむさまざまのテクストを出版して、ルネサンス人文主義の進展をうながした。
第 2 の分野は、14 世紀の最末年にライン下流域を起点として開始された事業、つまり版画の制作である。当初
は、プレイング・カードや祈禱用紙片として開発されたが、やがて芸術性を具現していった。ヨーロッパにおけ
る最初の画像複製となった木版画は、旺盛な需要にこたえて、当初はドイツ各地で盛んに製作された。これを、
質的に完成させたのは、15 世紀末のデユーラーである。ニュルンベルクの金工職の出身であるデューラーは、
木版にくわえて高度な銅版画技法をも実現させる。版画制作は油絵や彫刻といったルネサンス美術とならんで、
独特の描写法を提供しただけでなく、複製版画としても膨大な作品群を送り出した。

２）産業革命による推進
グーテンベルク等の活版印刷術と、デューラー等の版画術という両分野の印刷術はその後、3 世紀にわたりほ
とんど質的な改変を受けなかった。 しかし 18 世紀末から、おりからの産業革命のもと、ふたつの脈絡で変革に
際会する。ひとつには、テクスト印刷に機械が導入された。イギリスのスタンホープが、鋼鉄製の手引き印刷機
を開発。ついで、ドイツ人ケーニヒと僚友バウアーが蒸気機関によるシリンダー輪転印刷を。これらの改良によ
って、数世紀のあいだ停滞していた印刷効率は、一気に数倍に向上した。たとえば新聞発行はこれにより部数の
大幅な増加が可能になる。
おなじ時期に、ドイツ人ゼネフェルダーが偶然の機会に石版印刷法を、またイギリスではビュイックが、木口
木版画を発案した。これらは、デューラー時代に始まる図版印刷に予想外の加速をあたえるものとなった。すな
わち、石版法が凸版・凹版とは異なる平易な印刷法を可能とし、木口木版が新たな表現法を提供するなど、版画
制作にオリジナルな汎用性をもたらした。これらは、いずれも産業革命の成果の一環として、19 世紀には印刷
文化に広汎な展開をうながした。

３）ヨーロッパとアジア
こうしたヨーロッパ史の展開を通観してきたが、世界には印刷文化にはこれとはべつに独立した固有の展開が
存在する。中国・朝鮮・日本などを舞台とする東アジアの印刷文化である。そこではヨーロッパに 6 世紀ほども
先立って、版画による印刷文化が創始されていた。儒教・仏教の教典を中心として、大量の文書や画像の印刷物
15

が制作され、実用に供された。東アジアではまたヨーロッパとは異なる文字状況にありつつも、可動金属活字が

グーテンベルク時代以前に製作されていた。しかし、これらとヨーロッパの印刷文化とのあいだには、まったく
交流がなかった。

ようやく大航海時代になって、ゴア・マカオ・長崎などでヨーロッパ系統の印刷が開始されたものの、両者の
交流は 19 世紀にいたるまで定着することはなかった。その間に東アジア世界では、大量の印刷文書が登場する

ばかりか、日本の浮世絵版画のような独特の展開をしめす事例が続出し、アジアの文化で枢要な位置をしめるよ
うになる。両者の交流が本格化するのは、ようやく 19 世紀のことであり、それは産業革命による印刷文化の拡
大が前提となって、機械化と汎用性が保障されてからのことである。

４）デジタル革命か

最後に、われわれがいままさに直面する事態について、一言ふれておこう。いうまでもなく、IT 技術の急速

な展開とともに、印刷文化には、アナログからデジタルへの巨大な転換が起こっている。その推移の方向性につ

いては、容易に予測することはできないが、しかしこれへの参看なしには、印刷文化とヨーロッパ史の交線をた
どってきたわれわれの論議は、完結をみることはないであろう。それは、これからの緊喫の課題であることを忘
れないようにしたい。

新しい時代の歴史一〇一冊︒既刊は 冊
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十字軍の歴史

︵刀水歴史全書 ︶

︻内容見本呈 ︼

樺山紘一編 このシリーズは︑現場の歴史家たちが︑それぞれの素材をと
おして語る︑あたらしい世界史のこころみです︒ 世紀の終幕のまえま
でには見えなかった﹁現在﹂と﹁現在にいたる世界史﹂が︑さまざまな
切り口から説きおこされます︒全一〇一冊が揃うとき︑ 世紀の世界史
百科が完成します
各四六並製 一六〇頁 ￥一六八〇

世界史の鏡

１１
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古典期
オスマン帝国の
系譜伝承
をめぐって

憎しみの
連鎖の二〇世紀

一八四六〜一九〇六

村・藩・国の歴史の中で

讃岐の一豪農木谷家の三百年

福士 純著 イギリス帝国経済構造に占めるカナダ経済の位置づけを︑当
時の商工業者の視点により経済の変容過程を照射して重層的に把握する
画期的試み
Ａ５箱 三五〇頁 ￥六五〇〇

カナダの商工業者と
イギリス帝国経済

ノーマン・Ｍ・ナイマーク／山本明代訳 解説︱山本明代・百瀬亮司 第二次
大戦以来最悪の戦争＝ユーゴ内戦に突き動かされ︑主要な民族浄化の五
つの事例を二〇世紀ヨーロッパ史に跡付けた問題作
Ａ５ 四〇〇頁 ￥四五〇〇

民族浄化のヨーロッパ史

小笠原弘幸著 歴史的事実としての起源そのものではなく︑起源伝承を
扱った史料の言説から︑古典期オスマン朝における系譜意識・歴史叙述
のあり方や意義を描き出し︑新たな可能性を探った挑戦的研究
Ａ５箱 二九〇頁 ¥六〇〇〇

イスラーム世界における
王朝起源論の生成と変容

細川道久著 カナダのゆるやかな自立の歩みを︑北大西洋世界の歴史的
動態や民族問題に焦点をあてて考察︑脱植民地化論の文脈に位置づける
A5 二八〇頁 ￥五〇〇〇

英米関係と民族問題

カナダの自立と北大西洋世界

Ｗ・ベーリンガー著／長谷川直子訳 魔女狩りはキリスト教だけに限ら
ない︒魔女や魔女狩りは人類の歴史の中で未だ完結してはいない︒近年
の研究に基づく初めての魔女の世界史
四六 四八〇頁 ¥三五〇〇

魔女と魔女狩り

一冊で読める初めての十字軍の全体史完成 四六 四八〇頁 ￥三八〇〇

Ａ・ジョティシュキー著／森田安一訳

86

木谷 勤著 江戸初期〜昭和末年︑讃岐の国仲多度郡葛原村を本拠に続い
た木谷家三百余年の歴史︒ドイツ近現代史の歴史家が豊富な文書を駆使︑
世界史的視点も交えながら村と藩を語る 四六 二七〇頁 ¥二〇〇〇
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好評発売中

5月末刊行予定

鶴島博和（熊本大学教授）

ヨーロッパ形成期における
イングランドと環海峡世界の「構造」と展開
問題の所在と対象の限定
ヨーロッパは 10 世紀から 12 世紀にかけて、ラテン的キリスト教世界（教皇庁の指令に従う司教座を細胞とす
る文明圏）
として生まれた。 その中でイングランドは、ライン・ロワール間、あるいはパリ・ローマを枢軸とす
る中核地帯の半周辺として構造化され、海峡は大陸との回廊となっていった。 その一方で、近代になって
「ケル
ト的辺境」と揶揄された「周辺」をその後背地とする「帝国」的な様相を示し始めていた（「ケルト的辺境」は
イングランドを起点とした分析概念で、「周辺」を視座とすれば違った「構造」がみえてくる）。 本講演は、ヨ
ーロッパ形成期におけるイングランドと還海峡世界の「構造」と「展開」を、史料を読み解くなかで記述してい
く一試論である。 構成（即「構造」）は以下の三つの要素、「権威と権力」、「社会とアソシエーション」、「交
通」（交換を含む広義のコミュニケーションが結ぶ社会関係）からなる。 これらはちょうどボロメオの環のよう
な関係にある。

１．権威と権力
１）公式の王国とキリスト教的王国統合原理
10 世紀を通してイングランド統合王国が形成された。この王国は統合原理を、部族でなく教会に求めた。 塗
油は 8 世紀末のオッファ王にまでさかのぼるが、この旧約的な王の「生まれ変わり」による国王の誕生は、973
年のエドガーのフランク的式次第に基づいた大司教執行による戴冠式で完成した。この先行性が、なぜウェール
ズとアイルランドに公式王国（教皇庁と連携していく王国）が生まれなかったかを説明してくれる。 公式王国は、
現象的には王国内に従属王国が存在しえない、あるいは人的紐帯で結ばれた上王が存在しえない政体である。こ
れによって、王家との関係を貴種の前提としていた貴顕層は、国王への奉仕と授与された特権を有する貴族（ア
ールとセイン）へと変質し、同時に「教会」は、王の家政から分離していった。
２）アルフレッドの王統
アルフレッド以降のイングランド王家は、フランドル伯、オットー1 世、ユーグ・ル・グラン、シャルル 3 世
といった、フランク王国の国王や伯との婚姻関係を結び、ヨーロッパ全域に婚姻圏を広げた。 ルイ 4 世はエセ
ルスタンのもとに亡命していたのである。エドワード（後の証聖王）は、40 歳前後で王位に就くまでの 26 年を
ノルマンディで過ごし、フェカン修道院やモン・サン・ミシェル修道院と密接な関係を築いていた。
３）国王称号の変遷と帝国
統合王権の国王称号は、その統合過程を示すように、本来の部族を象徴する「ウエスト・サクソン人」の王か
ら、マーシア（アングル人）との吸収的連合を示す経過的な「アングロ・サクソン人」の王を経て、 教会民を象
徴する「イングランド人」の国王あるいは近隣の「ネイション」（自然の出自の政治的編成、あるいは呼称）へ
の支配権をも標榜する国王=皇帝へと変化していった。

２． 社会とアソシエーション
０）フェーデと親族構造の変化
「アングロ・サクソン法典」からは、フェーデにおける加害者の傍系親族の保護から単婚小家族への移行が読
み取れる。この家族構造の変化が前提である。
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１）マクロ社会 （大貴族）
国王と同じく王国を超えた婚姻で結ばれた貴族集団が形成されてきた。史料として、『アングロ・サクソン年
代記』に記載された 1051/2 年におけるゴドウィン家のフェーデを検討して、貴族たちが共有した政治的コード
と紛争解決のプロセスからその社会を描く。
２）ミクロ社会（小貴族）
統合王権のもとで、局地的な婚姻で結ばれた「よき人々」の共同体（協同行為を可能とする集団）からなる地
域社会が出現した。これは半周辺的特徴ともいえる。ここではまず、（1）史料から婚姻保証人団と贈与の証人団
の人的構成をプロソポグラフィカルな方法で分析する。（2）彼らが関わった紛争解決のプロセスを明らかにし
て、地域の「友情」（平和状態で当時のキーワードでもある）回復の努力=和解そして、記憶保存の装置として
の役割を析出すると同時に王文書のもつ意味を検討する。
３）アソシエーション
この時代は、政治的、宗教的あるいは経済的機能によって結ばれた諸集団が出現した時代であった。（1）パト
ロネージは、マクロとミクロの社会を貫通して垂直方向の諸社会を作り上げていった。レーン制は、その中核的
な「表現」であったが、イングランドでは半周辺的な変容を遂げていった。（2）食卓ギルドや生と死を共有す
る役割を果した祈祷兄弟盟約はこれらの諸社会の結合を強化した。ここで主に扱うのは、これまで等閑視されて
きた（3）海峡世界の海民と（4）貨幣製造人の役割である。（3）海民に関しては、ケントから東部サセックス
のゴドウィン家配下の鰊漁集団と、ノルマンディにおけるフェカン修道院長の海民統制（イングランドのヘイス
ティングズ海域の海民は彼の領民でもあったが）
とルーアンの鯨漁ギルドに触れる。 彼らはノルマン征服の兵站
を規定した存在であった。海民たちは「鰊の季節」という海峡の暦を共有していた。環海峡世界とは彼らが活動
したであろう海域に環（ring）をかけて切り取った地帯であり、ここでは、ノルマンディからイースト・アング
リアの沖合までを想定している。（4）貨幣製造人は、移動するあるいは教会の庇護下にある職人集団（貨幣に
打刻された製造人の名前は親方の名前であると同時にブランド名）あるいは地域の良き人々からなっていた。ケ
ントで製造された貨幣や史料をもとに彼らの「世界」を再構成する。

３．交通
１）令状
エセルレッドの時代以降、王権は大貴族には個別宛令状で、地域に出現した自己組織化（社会的自己調整）力
をもつ「よき人々（プロト・ジェントリ）」には、州宛に令状を発給して、「問いかける統治」の網掛けを行っ
た。 州は、王の命令に応える限りで地方統治組織として現出した。この問いかけのなかで、地域は記憶の貯水
池となったのである。
２）貨幣の象徴性と流通
（1）エドガーは、カロリング的（中核的）戴冠式を行った 973 年に、貨幣改革を行い、表に国王の肖像、裏に
十字架と製造人の名前と打刻地を刻印した貨幣を発行していった。この基本形は 13 世紀のエドワードの改革ま
で続く。王権は貨幣のマトリクスを独占し、12 世紀中葉まで、2 年から 6 年という短期間でその型と量目を変更
していった。（2）貨幣製造人は貨幣の打刻と製造を請負い、両替人を兼ねることでその流通に寄与した。貨幣
の信用は、貨幣製造人と貨幣の質（銀の含有量）によって保証された。王権の権威と権力を地域が保証したので
ある。（3）「帝国」は良質な銀貨を作り続けた。中世を通してイングランド銀の含有量は概ね 92.5%を超えて
おり、スターリングは銀含有量のミニマムな保証にすぎなかった。（4）ブーロニュ、フランドルそしてノルマ
ンディといった環海峡領邦はイングランド通貨の重量基準を求め、それに合わせた貨幣を発行していった。
３）実践的リテラシー
海峡間の交易においては 11 世紀中頃にすでに、インヴォイスが出現し、為替が存在していた可能性がある。
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終わりに 展開について
ボロメオの環的構造は、異なった「コード」をもつ集団間の接触によるエントロピーの増大によって摩擦を起
こし、その結果、新たな「コード」を作り上げていった。 エントロピーは構造が展開していく磁力であった。審
問に依っていた「問いかける統治」は、州などの地域の制度化と州における国王宮廷の巡察などを通して、徐々
に時間をかけて「話し合う統治」へと変化していった。 14 世紀には明らかになる議会の出現は、王国レベルで
の政治的な審問の終焉と表裏一体の関係にあった。王国は、イングランド人の王をいただく人的結合国家からイ
ングランド王のもとでの「制度的領域国家」、あるいは「典礼による統治」から「行政による統治」へと全機構
的（歴史的実体の「大きな話し」でなく観察者の認識として）展開を遂げていったのである。 良き人々は議会と
結びつくジェントリーとなり、貨幣製造人の名前は貨幣から消えた。鰊漁の海民はシンクポート・システムに編
成され、国王海軍を担っていったのである。これらは、原ヨーロッパの構造的展開の中で起こった「関係」であ
った。

プッツガー歴史地図
詳細な歴史地図が満載！

日本語版

世界歴史地図の決定版、初の日本語版発刊！

1877年の創刊より、104もの版を重ねた権威あるドイツの世界歴史地図
「PUTZGER Historischer Weltatlas」を日本語訳しました。

地図だけでなく概説的記述や年表などを加えた
「世界史のハンドブック」
！

現代世界の理解のためにアジア・アフリカや南北アメリカなどのヨーロッパ
以外の地域にもページを割いています。
創刊時のドイツ中心的な記述が改められ、ドイツ史がヨーロッパ史の一部で
あるという書き方をしています。
気候変動・疫病・世界政治の危機地域・人口移動・世界宗教の5つの観点
から成る、
「長期展望」の特集ページを掲載しています。

定価 本体9,500円＋税

ISBN978-4-8071-6099-0

開発部

縦340㎜×横250㎜×厚さ21㎜

上製本

312頁

〒101‑0051 東京都千代田区神田神保町3‑29
TEL. 03‑3261‑9038 FAX. 03‑3234‑7002 http://www.teikokushoin.co.jp
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«

Athena Sources in the History of World War I

»

史上かつてない規模と様相を呈した第一次世界大戦の開戦からおよそ100年。この戦争を伝えた資料を順次復刻刊行！
それぞれ異なる視点や論点から編集されているイギリスの報道資料４点ををラインナップ。

近刊！

The War Illustrated: Album de Luxe (1915-1919)

全10巻

デイリー・メール傘下の出版社が 1914 年夏から出した安価な大衆向け週刊誌の再編集愛蔵版。センセーショナルな記事内容と図版総数 1 万
2 千点を超えるビジュアルな内容で一般大衆に好評を博した重要資料。
ISBN 978-4-86340-160-0 ・ c. 3900 pp. ・ 定価（本体 285,000円＋税、分売設定あり）2014年9月

The Illustrated War News (1914-1918)

8回配本 全16巻

あのイラストレーテッド・ロンドン・ニュースが出した戦争特集の週刊誌。特派員が戦場で取材した写真のほか、世界中から伝わるニュー
ス、地図、戦争画を大量に掲載。貴重な全号揃い。
・ ISBN 978-4-8630-152-5

・

2013年9月

・

定価（本体95,000円＋税）

( 27 January 1915 - 7 July 1915 )

・ ISBN 978-4-8630-153-2

・

2014年4月

・

定価（本体95,000円＋税）

( 14 July 1915

・ ISBN 978-4-8630-154-9

・

2014年9月

・

定価（本体95,000円＋税）

Part 1: Volumes1-2

( 12 August 1914

Part 2: Volumes3-4
Part 3: Volumes5-6

- 20 January 1915 )

- 22 December 1915 )

以降続刊

The "Manchester Guardian" History of the War (1914-1920)

全9巻

現在のガーディアン紙直系の戦争特集。半年ごとにレヴューする形態で編集された各巻で構成、テーマごとに整理された記事内容。戦後処
理の状況まで伝える。各巻インデックス付き。写真多数。
ISBN 978-4-86340-148-8 ・ c. 3300 pp. ・ 定価（本体 270,000円＋税、分売設定あり）
‣‣‣‣‣シリーズ続刊‣‣‣‣‣
2015年予定

The Great War ... I was There! (1938-1939) 全6巻 ・ISBN 978-4-86340-161-7 ・ c. 2300 pp. ・予価（本体168,000円＋税）
大衆紙デイリー・メールの出版グループから出された個人の戦争体験談。週刊全 51 号。著名人も多数。

近刊！
« Athena Library of French Studies, Part 6 »

【ジョセフ・ファーヴル『実用料理百科大事典』】

Joseph Favre DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE CUISINE PRATIQUE
Encyclopédie illustrée d’hygiène alimentaire

エスコフィエ以前、19世紀末フランスの料理のすべて！当時用いられたあらゆる食材を網羅。調理法、テーブルサービス、土地ごとの特徴も
解説。有名シェフ、美食家、フードライターも掲載、文化研究の重要資料！
ISBN 978-4-86340-174-7 ・ c. 2020 pp., incl. c. 1200 ill. & 4 col. pl. ・ 定価（本体 92,000円＋税）2014年9月

Alfred Franklin La vie privée d'autrefois
Arts et métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens du XIIe au XVIIIe siècle

【パリの私生活―12～18 世紀のしごと・流行・慣習】

12世紀から18世紀までのパリ住民たちのしごと、流行、風俗、慣習をまとめ上げた、アルフレッド・フランクランの大著。全27巻のうち補遺
的な第2シリーズ4巻を除いた、第1シリーズ23巻をテーマごとに復刻、完結！
Part 1: 服飾と「消費文化」

5巻+別冊解説：

徳井淑子（お茶の水女子大学教授） ・ ISBN 978-4-86340-102-0

・ 定価（本体 75,000円＋税）既刊

Part 2: 料理と食事

4巻+別冊解説：

平野隆文（立教大学教授）

・ ISBN 978-4-86340-103-7

・ 定価（本体 60,000円＋税）既刊

Part 3: 学校と子ども

3巻+別冊解説：

宮下志朗（放送大学教授）

・ ISBN 978-4-86340-104-4

・ 定価（本体 45,000円＋税）既刊

Part 4: 衛生、医療

5巻+別冊解説：

松村博史（近畿大学准教授）

・ ISBN 978-4-86340-105-1

・ 定価（本体 75,000円＋税）既刊

Part 5: さまざまな日常

6巻+別冊解説：

福井憲彦（学習院大学教授）

・ ISBN 978-4-86340-106-8

・ 定価（本体 90,000円＋税）2014年9月
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A：古代地中海世界における聖域と社会 (M301)

古代地中海世界においては、各都市が様々な来歴や機能を持つ複数の聖域を有することは稀でなく、集落や村
落、あるいはまた人里離れた山中や荒野で多様な聖域が祭儀や儀礼に人々を集めた。家庭や街頭の祭壇まで至る
所にそれは遍在しており、人々はそこで現代と比較にならぬほど活発な交流を行い、豊かな宗教生活を送ってい
たのである。本企画は、古代地中海世界の社会的基本単位であった都市というよりむしろ聖域に注目することで
（ないしは聖域に注目して都市をもまた見直すことで）、それらを結節点とした地中海世界特有の人々の社会
的・政治的結びつき、あるいは空間世界・精神世界の構造に関する新しい見方や知見を提示することを目的とす
る。そこに古代地中海世界の編成の、従来余り気づかれなかった絵柄が見えてくるかもしれない。
その一方、地中海世界では、大小の聖域空間・祭儀のあり方やそれに対する人々の態度は古代を通じて同じは
なく、大きな変化を経験した。ギリシア・ローマ起源の神々と土着の神格の習合を伴いつつ様々な聖域が拡張・
整備、あるいは逆に衰退・置換された後、とりわけ 4 世紀以降には、2 世紀間たらずのうちにそれら聖域の多く
は放棄・破壊・改築されてキリスト教の教会聖堂等に取って代わられた。こうした劇的な聖域構造の変化は、皇
帝政府などの政治権力によって主導された面があり、また地方における権力闘争の結果でもあったと予想される
一方、人々の心に大きく深い精神的・心性的転回を背景にし、あるいはそうした変化を促進したものと推察され
る。そうした変化の諸相と社会へのインパクトを通観することも、このシンポジウムのもう一つの眼目になる。

浦野聡（立教大学）

上野慎也（共立女子大学）

郊外
古典期のアテーナイ
古代ギリシアにあって、ポリスは聖域を擁する空間であると同時に、それ自身がある種の聖域だったのではな
かろうか。
殺人がポリスに血の穢れをもたらすことを想ってみればよい。咎人の遺骸を国境の外に放逐する刑罰を想い出
してみればよい。市民が市民として生き、文明を営む「褻」の空間は、同時に「褻」として使用することを許さ
れた、特別の空間である。ポリス自体に聖性を見る所以である。
アテーナイではまた、僭主政を企てた首魁や共謀者をあやめた者に「穢れなかるべし」と触れ出された。ポリ
スのあるべき政体は神慮に適う道であり、その道を阻もうとする者がいれば、これを除くのが正義であった。流
れる血は同じでも、流す理由で穢れにもなれば、敬神の義挙にもなった。ポリスに備わる聖性には流動性がある。
あるいは、常に再定義の渦中にある。
──予想は簡単である。しかし、その動態を如何にして垣間見よう。
本報告では中心市と郊外のあり方は相即不離である点に着目して、ポリスを中心市と郊外に二分する。アテー
ナイ中心市の近郊を舞台に択ぶプラトーン『パイドロス』を繙き、そこに展開する修辞批判、文字批判を辿る。
なにゆえこの対話篇がこのような結構を備えるに至ったのか。郊外祭祀の在り方にも目配りをしつつ、一つの仮
説を提示する。中心市と郊外の関係が揺らいでいる様子を看て取ることができるはずである。口承がもつ伝来の
権威に背馳するかのごとき『パイドロス』の論調が、中心市と、そこに営まれる伝統に対する批判を意図したも
のではないかと論を進め、以てポリスの聖性の動態に少しでも迫りたい。
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聖性は何らかの形で「褻」を否定して成り立つ。その「何らかの形」は折に触れて変化する。それは孤絶した
環境にある聖域においてもまた同断である。聖域を聖域たらしめる原理、言説について考える素地を提供するこ
ともまた、目標である。

中尾恭三（大阪経済法科大学）

ヘレニズム時代における聖域の活用
冠付競技会の普及と広域ネットワーク
古代地中海世界において聖域が、時に当該地域を超越した人びとが集う空間であったこと、そこで営まれる儀
礼が信仰される神々との関係のみならず、社会関係や多層化された自己認識を再確認する機会を提供したことは、
特定の時代のみ確認される現象ではない。しかしながら、ヘレニズム時代は古典期と比較して人・モノ・情報の
流動性の高まったと推測されること、地中海東部、とりわけ小アジアでの利用可能な碑文史料が増加しつつある
現状から、古典期とは異なる研究上のアプローチをとることが可能であるのもまた、確かである。以上の点をふ
まえて、本報告でとりあつかうのは前3世紀からの冠付競技会の普及とそれが国家間の交渉に果たした役割であ
る。
ピュティアといった古代ギリシアの4大祭典に比肩するとみなされた冠付競技会創設の嚆矢は、前279/8年に
アレクサンドリアで開催されたプトレマイアである。開催都市が競技会参加を呼びかけた都市の内わけから類推
される冠付競技会の規模には、地域的なものから広域的なものまで差異があり、それらを総じて全ギリシア的祭
典と評価することはできないが、前3世紀から前1世紀にいたるまで、同種の競技会がいくつものギリシア都市で
創設されたことが確認できる。これら冠付競技会の創設は当該都市のみによって達成されるものではなかった。
冠付競技に参加し成果を残した人物は、開催都市と所属する都市において報酬を受け取る慣習があったため、競
技会の創設には複数都市から事前の同意を必要としていたのである。加えて、伝統的な冠付競技会が催される聖
域からの推薦を必要とする場合があった。これはとりわけ、神託というかたちで開催を企画する都市に下された。
この2点から、競技会創始にあたっては、信仰の中核となっていた聖域と開催都市との結びつき、多数の都市と
の親密な関係が必然であったとみなすことができよう。そこからヘレニズム時代における中核的聖域の多元化と
国家間の交渉網の変化を考察し、当該都市が達成しようとした目的を論じていく。

藤井崇（京都大学）

ローマ帝国東方地域における聖域と社会
本報告は、ローマ帝政期（おおよそ紀元前 1 世紀末から紀元後 3 世紀末までとする）における聖域と社会の関
係について、ギリシア語圏の帝国東方地域に注目しながら、ローマ時代に従来の聖域にはどのような変化がおこ
ったのか、聖域に集う人々はその変化にどのように寄与し、もしくは影響を受けたのか、そして新しい聖域が生
まれたとしたらそれはどのように形成されていったのかという問題を、当時の社会、特にローマ帝国の政治的、
社会的諸条件との関連から考察することを目的とする。ただし、ギリシア本土からシリア、エジプトにおよぶ広
大な領域全体の分析は不可能なので、本報告では、地中海第三の島キプロスを例にとって、この属州キプロスの
聖域が経験した変化をたどることで、ローマ帝政期の聖域と社会を理解するために重要となるトピックをいくつ
か析出していきたい。もちろん、類似例がある場合には、他地域
（特にギリシア本土・島嶼部ならびに小アジア）
の事例にも言及するが、そうすることで、ローマ帝国東方地域の聖域に共通する状況を浮かび上がらせることが
できるのではないかと考えている。キプロス島において対象とする聖域には、パフォスのアフロディテ神殿、ク
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ーリオンのアポッロン神殿、サラミスのゼウス神殿といった規模の大きな聖域のみならず、都市内部に存在した
聖所、さらに田園地帯の小規模な聖域も含まれる。分析する史料は、文献史料、銘文史料、そして若干の考古学
史料である。
本報告では、具体的には以下のトピックを扱う予定である。1. 皇帝・帝国行政と聖域の関係。2. 皇帝崇拝と
聖域。3. 聖域・神話と地域的及び帝国的アイデンティティ。4. 「異教的一神教」の出現。

中川亜希（東京大学）

古代ローマ西方の聖域と社会
デルフォイをはじめとするギリシア世界の神託の名声と影響力はよく知られる。他方で地中海の西では地域的
な神託所もあまり知られていないが、イタリアのプラエネステ（現 Palestrina）とアンティウム（現 Anzio）にあ
ったフォルトゥーナ女神の神託所には各地から人が集まったとされる。特に神託についてのキケロの具体的な記
述が知られ、他に例を見ない規模で建設されたプラエネステの聖域については、歴史、考古、建築、美術などの
学問分野で論じられてきた。まずは年代に関して注目された。考古学的調査により聖域は前 6 世紀頃から存在し
たことが判明しているが、遺跡として現在も見られる建築は、プラエネステの都市全体が整備された際に再建さ
れたものである。その再建は、同盟市戦争の際のスッラによる征服（前 82 年）を機に行われたと考えられた時
期もあったが、建築や美術のスタイル、碑文の分析などに基づき、前 2 世紀末というのが現在の一般的な見解で
ある。また、この巨大な聖域の各空間の機能も議論されてきた。現在も都市の中心である大聖堂がある広場に位
置していたフォルムの周辺の建物群に、神託所（魚のモザイクで飾られた「神託の洞穴 Antro delle sorti」）やフ
ォルトゥーナ女神の神殿（ナイルの氾濫のモザイクで飾られた「洞穴」のある「アプスの間 Aula apsidata」）が
含まれるとされ、かつては「下の聖域」と呼ばれていた。しかし 1944 年の連合国軍の爆撃により後の時代の建
物が取り除かれて調査が進み、現在はバシリカなどの公共建築と考えられている。そして「上の聖域」にフォル
トゥーナ女神の聖域と神託所があったとされる。以上の先行研究では、プラエネステの聖域と神託が地中海世界
で広く名声を得ていたという推測が共通の認識となっていたと言える。しかし近年、そのような推測には慎重で
あるべきという指摘がなされた。本報告では史料を再検討し、この聖域がローマ社会においてどのような存在で
あったのかを考察し、ローマの宗教について考える。

田中創（東京大学）

ローマ帝政後期の神殿利用 州民と官吏の相互作用
後 4 世紀のローマ帝国は、宗教施設・聖職者集団に対する政府の施策が為政者の交代と共にめまぐるしく変動
した時期である。それは、迫害の対象となっていたキリスト教が政府から公認され、積極的な支援を受けるよう
になっただけにとどまらない。どの教派が政府からの支援を得られるか、あるいは皇帝の宗教儀礼をどのような
形で実施するかなど、さまざまな側面において新しい試みがなされたのである。ときには、ユリアヌス帝のよう
に先代までの統治方針を一変させる事態さえ起きえた。このような宗教面での変動が激しい状況下で、宗教施設
をめぐる争いがしばしば史料中に報告されるのもこの時期の特徴である。本報告では、そのような争いの具体事
例をもとにして、その背景にあった帝国政府の政策決定メカニズムを考察し、それがいかなる形で機能していた
のかを剔出することを目指す。
具体的には、コンスタンティヌス帝（位 306-337）がキリスト教支援策を取るようになってから 4 世紀末のテ
オドシウス 1 世帝の治世（位 379-395）までの期間に関して、神殿施設あるいは聖域空間をめぐる帝国政府の施
策と地方住民側のそれに対する反応を検討する。報告ではまず最初に神殿施設を帝国政府がどのように利用して
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いたかを概観する。ここでは、神殿という空間の利用方法を指摘すると共に、いわゆる「異教徒」と「キリスト
教徒」との間での類似した祭儀についても注意を喚起したい。次いで、神殿施設や聖域空間をめぐる騒乱の事例
を取り上げ、帝国の行政構造において地方住民、そして地方統治に実際に当たっていた行政官僚たちが果たした
役割について考察する。そこからは、所与の聖域空間をめぐって、帝国政府・行政官僚・地方住民の三者間での
駆け引きがどのような形で展開したかが浮かび上がってくるであろう。最後に、若干ではあるが、そのような騒
乱を記録する著作家たちの執筆動機についても検討し、聖域をめぐる騒乱の記述を一般化する危険性についても
指摘したい。

奈良澤由美（東京大学）

南ガリアのキリスト教聖堂における典礼空間と埋葬
5 世紀から 7 世紀、古代世界には大きな空間的混乱が生じる。これまでの居住区域が放棄され、大規模の集落
は分散し、新しい居住地領域が生まれる。教会は古代世界の空間構造をまず採用するが、古代末期のこうした混
乱と社会の変質から、多様な形態が共存するようになる。新しいキリスト教世界のトポグラフィーの特性として、
死者の領域と「聖域」の混合、混在が指摘されるが、聖なる人々の墓への崇拝から新しい「聖域」が生まれ、そ
こに生者も死者も集まっていく。「異教」の都市、聖域、墓地から、新しい居住空間と聖堂および墓地へ、どの
ように移行していったのか、本報告ではガリア地方の具体的な事例から、この時代のゆるやかで複雑な移行の状
況を考察する。
埋葬も教会空間も何らかの社会秩序とヒエラルキーを映し出している。古代の集会場の形式を採用したバシリ
カ式聖堂は、キリスト教の礼拝の象徴性、至聖所及び聖職者の聖性を演出するためには十分ではなく、その時々
の要請の変化によって、柵や幕を用いて空間をコントロールすることが必要であり、礼拝に相応しい空間区分を
創出するために模索が続けられていく。特に、聖職者コミュニティーの肥大化と聖人崇敬の発達という二つのフ
ァクターが、その後の教会空間の展開の方向を大きく導いていく。また聖堂内にはしばしば特権的な墓が設けら
れ、生者ばかりでなく死者も集う場となる。
本報告は考古資料、文献資料、図像資料を用い、古代末期の南ガリアの礼拝と埋葬の空間を分析し、古代世界
からキリスト教世界へ、その継続、断絶、変質を考える。
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B1：回路としての教皇座 (M302)
13 世紀ヨーロッパにおける教皇の統治

近年、欧米では、ローマ中心史観の傾向にあった教皇＝教皇座研究と、ヨーロッパ各地域の地方教会研究の蓄
積の接合をはかる共同研究が現れている。J・ヨレント編『中心としてのローマとキリスト教世界の周縁―諸教会
の結節点としての普遍的教皇権』（2008）はその代表例だが、同書は、伝統的な正統異端史観や聖俗権力抗争史
観を相対化し、中世教皇史をローマと地方教会との間の「コミュニケーション論」として捉え直すことを試みて
いる。本シンポジウムは、同書とコミュニケーション論という考察枠組みを共有しつつも、同書の「その後」の
時代である 13 世紀を主たる分析対象としながら、その提言をさらに発展・深化させることで、教皇座研究に新
たな地平を切り拓くことを目指す、4 年間の研究プロジェクトに基づいて企画されたものである。
教皇座が教皇特使や教皇判事、書簡や文書といった多様な発信手段と情報形式を用いて、自らの普遍主義的な
政治意志をヨーロッパ各地の地方教会に発信する一方、地方教会の側も使節・書簡・訴状のかたちで様々な案件
をローマに持ち込んだ。この双方向的なやりとりの蓄積から、ローマと地方教会との間に人や情報が循環するコ
ミュニケーション回路が成立していく。この回路はキリスト教世界への情報の伝達・共有という機能をはたした
だけでなく、それらの情報（あるいはその形式）に付随する様々な価値―権威・規範性・想像力―が、受信者で
ある地方教会を「ローマを頭とする身体」として編成する一方、教皇の側もその普遍性＝世界性を、この編成さ
れつつある身体に依存していった。
本シンポジウムでは、こうした基本認識のもと、文書としての教皇、身体としての教皇、地理的身体としての
教皇、想像界の中の教皇、の 4 点を基本論点としつつ、13 世紀ヨーロッパにおいて、教皇座が回路の鎹（かすが
い）として担った役割、教皇の身体が発揮しえた統治編制力（ガバナンス）の内実を明らかにするための手がか
りを示したい。

千葉敏之（東京外国語大学）

菊地重仁（東京大学）

アルプス以北における教皇の権威と教皇文書の影響力：
初期中世における基盤形成とその後の展開
1198 年のインノケンティウス 3 世即位以降の半世紀から知られる教皇文書は約 28000 点と言われている。最
後のギリシア人教皇ザカリアスが死去した 8 世紀半ば以降 11 世紀半ばまでの 300 年からは約 5000 点、1198 年
にいたるその後の約 150 年間からは約 20000 点の教皇文書が知られているが、これら約 450 年分の文書を合わ
せてもその数字には届かないほどの量的増大が見て取れる。こうした数字は文書記録簿のような史料の伝来状況
の違いに左右される部分もあるとはいえ、初期中世以来の教皇文書発給量における格段の飛躍を示している。こ
うした量的変化の転換期にあたる 11 世紀半ばならびに 12 世紀後半についてはそれぞれ改革教皇たちによるヨー
ロッパ諸教会への積極的介入政策、教皇庁への上訴の増加などといった要因が指摘されている。同時期に観測さ
れる盛式特権状の成立や書簡体文書の隆盛といった文書形式上の変化もまた、文書発給の影響力あるいは効率性
の向上という意図と結びつくだろう。
さて上で触れたような中心たるローマ／教皇によるヨーロッパ各地の教会（人）に対する統一的・画一的な影
響力行使に際した精力的文書利用という盛期中世以降の様相は、前期中世においては見いだし難い。むしろ 10
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世紀から 11 世紀半ばまでの教皇文書を精査した最近の諸研究は、それぞれの政治状況や地域的文書慣行などに
影響された地方教会の要望に対する応答的な性格を強調している。教皇文書の意義には各地域によって差異があ
り得たのだ。
ではさらに遡り、教皇がビザンツ皇帝権と距離をおきカロリング朝君主との連携を強めた 8 世紀中葉から 9 世
紀末までの時期において教皇文書はいかなる意義・影響力を持ったのだろうか。本報告ではローマから空間的距
離を隔てたアルプス以北に対する教皇の文書発給、とりわけ特権付与のあり方に注目する。その際発給前後にお
ける世俗君主、仲介者ならびに受益者とのコミュニケーション、そして 6 度確認される教皇自身のアルプス越え
という特殊事例の意義が合わせて考察される。

藤崎衛（東京大学）

教皇使節と教皇のペルソナ
教皇座とヨーロッパ各地の宗教機関や世俗権力との間の媒介者であった教皇使節（legatus）は、いうなれば中
世キリスト教世界という身体を循環する血液の役割を果たした。ヨーロッパに広く張り巡らされた回路を往還す
る教皇使節たちについての研究は、これまでの個々の研究者が散発的成果を蓄積する段階を経て、近年、共同研
究の形をとりつつ活況を呈するにいたった。
中世の教皇使節が活動した地域、彼らが派遣された目的、彼らに委ねられた権限の範囲は実に多様であり、こ
れらを一般化することはきわめて困難である。教会法学の進展とともに教皇使節についての規範の確定も試みら
れるようになるが、規範を再構成することで教皇使節の理念型を抽出しようとしても、それだけでは歴史的実態
の把握はできない。このことは、ときとして任務を課す側と課される側の双方の間に意思の齟齬が生じることが
ありえた事例からも理解されよう。とくに使節が外交的な役割を担う場合、このような事態が露見する。その背
後には使節が教皇権を代理するのか、それとも教皇権の代表者すなわち個別の教皇を代理するのかというジレン
マがあったと考えられる。
いずれにせよ、教皇使節の多様な任務の中でもとくに外交交渉に、そしてその外交の任務が与えられた人々に
注目することにより、彼らが教皇の人格（ペルソナ）がゆだねられ、教皇を代理するという教皇使節の端的な性
格とその実態の一側面が明瞭となるだろう。11 世紀から 12 世紀における教皇座改革を経た後の、13 世紀という
時代、すなわち教皇庁が組織と制度をより複雑なものとし、教皇領支配を充実させ、教会法が発展を遂げるとい
う、固有の文脈に即して、この世紀の教皇使節の活動を評価する。

千葉敏之

教皇の地理的身体
教皇権や皇帝権を巡る議論は従来、その普遍性を唱える理念面ばかりが主たる議論の対象となってきた。本
報告では、13 世紀において、教皇権の普遍的権威が人と文書の循環を通じていかに地理的に実体化されていっ
たかを明らかにしたい。
近代ヨーロッパでは、国民国家の「国土」の形状が「地図ロゴ」として国民国家の表象となり、これをベネデ
ィクト・アンダーソンは Geo-Body と呼んだ。一方、近世では、地図制作者がヨーロッパを、構成国がジグソー
パズルのごとく人型をつくる女王の擬人像として描く Europa regina の表象伝統が生まれた。本報告は、そのよ
うな図示の伝統が未成熟な中世盛期にあって、教皇座がその統治の及ぶ圏域を地理的に画定していく回路の存在
とメカニズムの析出を試みる。その際、①人と情報の交通圏と密度、②中心を占める「教皇の身体」の不動性と
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情報の求心性、③教皇の「第二の身体」
（教皇特使、使節）の到達圏域、④教皇の身体の地理的想像力との接合、
の 4 点がその尺度となる。
具体的には、第一に、教皇勅書・使節を通じた教皇座による外交と宣教に着眼し、地理的身体の外郭をなす辺
境地域の統治、その過程での修道会の認可・承認、とくに騎士修道会の統制、エルサレム王国などの境域国家へ
の関与、境域における大司教管区教会会議や仲裁裁判の司宰、などの諸活動のなかに圏域確定のメカニズムを読
みとる。また同時に、プルス人（プロイセン）布教の統率、モンゴル禍（1241 年）に対する対処、モンゴルへの
托鉢修道士派遣といった活動のなかに、地理的想像力と預言的言説の接合の過程を読み取る。
第二に、13 世紀における普遍公会議―地域公会議の階層的関係構築の過程を踏まえつつ、第 3 回ラテラノ公会
議（1179 年）、第 4 回ラテラノ公会議（1215 年）、第二リヨン公会議（1274 年）という３つの普遍公会議に着
目し、とくに召集書簡、開会説教、出席者、議題（東西教会合同問題）の分析を通じて、教皇の地理的身体の画
定の実相を明らかにする。

池上俊一（東京大学）

想像界の中の教皇
11 世紀後半に始まったグレゴリウス改革の時期に、corpus mysticum と称されるようになった「教会」の「頭」
としての教皇とのイメージが広められ、「頭」である教皇に「四肢」である聖職者が仕え、世俗の王国を指導す
べきだとされた。それと並行して「キリスト教世界」Christianitas という、曖昧な輪郭ながら全世界へと普遍的
広がりを見せるもうひとつの重要な観念ないしイメージが、あるべき秩序の実現や布教・十字軍活動との関連で
打ち出された。その後 13 世紀にかけて、ローマ・カトリック教会では汎ヨーロッパ的な法・制度・組織・典礼
が整備されていくが、それと同時に、教皇庁は独自の儀礼の彫琢・イメージ戦略にひときわ熱心になり、「キリ
ストの代理人」としての教皇像が手を替え品を替えて強調されていく。もうひとつ「脆い肉体を持つ教皇」との
イメージが広まるのに比例して、制度としての教皇（庁）の不壊・永続性が確立していく。その永続性は枢機卿
団や教会組織によって保証され、将来の公会議主義の芽になったとも看做せるが、さしあたり教皇の権威が弱体
化することはなかった。むしろ教皇の居る所がローマ（Ubi est papa, ibi est Roma）と言われるように、「空間か
ら人格へ」という権威の在処の移動を伴い、教皇権は強化された。13 世紀から 14 世紀にかけて Christianitas の
イメージは縮減され、諸王国・領国から成りヨーロッパと同値される小さな地域、あるいはヒエラルキーを有す
る教会 Ecclesia となる。教会における法・裁判制度の躍進と教皇庁の世俗化・官僚の肥大化に不満を抱く異端者
や民衆は、13 世紀後半以降、別様の教皇イメージを提示して、既存の教皇の存立基盤を揺さぶった。女教皇ヨ
ハンナをはじめとする幻想の教皇たちの伝説が盛んに語られ、終末論的色彩の教皇預言（Vaticinia de summis
pontificibus）には、悪魔の手下としての教皇と来るべき天使教皇のイメージが動物イメージとともに登場する。
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B2：ヨーロッパ境界地域の歴史的経験とパトリア／市民権 (M302)

篠原琢（東京外国語大学）

複合的パトリアから全体論的ネーションへ
近世から現代への見通し
本シンポジウム、「ヨーロッパ境界地域の歴史的経験とパトリア／市民権」は、ヨーロッパの境界地域におけ
る複合的な愛国主義（パトリア意識）と市民権の問題を考えようとするものである。ここでは境界地域を、政治
的・文化的・宗派的な断裂がダイナミックに作用しながらも、共通の空間・秩序意識が観察される場所ととらえ
るが、その断裂がもっとも極端に観察されるのは、「ヨーロッパ」の東の境界であった（ヨーロッパ概念と境界
創出については、第 56 回日本西洋史学会小シンポジウム、「地域概念としてのヨーロッパ」を参照）。ここで
は、さしあたり「パトリア」を政治的、身分制的、文化的、宗派的文脈によって構築された帰属意識を支える空
間概念として捉える。「市民権」とは、公共善を実現するべきパトリアへの積極的な参与を見込む権利として考
えられる。本シンポジウムは、ヨーロッパの東部境界地域において、パトリア意識が複合性の下に一つの全体と
して成立していた近世から、二つの世界戦争によってそれが最終的に破局を迎えた現代までを見通しながら、個
別研究の成果を報告し、議論しようとするものである。
近世期の「パトリア」としては、歴史的正統性の意識に裏付けられ、身分制議会、都市参事会が代表具現した
さまざまなレベルの政治秩序（帝国、王国、邦、都市など）、宗派的に定義された「祖国」（宗派共同体、受難
と奇跡に表象される地域）、広義の「文芸共和国」などが挙げられる。共和政思想に支えられたパトリア概念の
政治思想上の重要性にも留意しよう。これらは相互に重なりつつ、多文脈的に一つのパトリアを構成していた。
近代を特徴づけるのは、市民社会の構想が国民主義的に実現され、パトリアが国民（Nation）の圏域に収斂する
傾向である。しかし、近世期の複合的なパトリア概念は、19 世紀になっても政治的・社会的実践を強く規定し
ており、近代のこの傾向は近世からの連続性の下に分析しなければならない。
両次世界大戦は、ヨーロッパ東部境界地域の住民構成・人文地理学的景観を断絶させ、相互に重なり、輻輳す
るパトリアは物理的に失われてしまった。以後、この地域の歴史は長らく国民史の独占的文脈によって語られる
ことになったが、現代史の破局は総力戦の時代と境界地域の歴史が交差するところに正当に位置づけなければな
らない。
本シンポジウムは、近世から現代にいたる政治秩序観の変容を問い直すと同時に、ヨーロッパの東の境界の経
験をヨーロッパ史に有機的に組み込むことによって、ヨーロッパ史の語りを見直そうとするものでもある。

小山哲（京都大学）

ポーランド・リトアニア共和国における「市民」概念と公共性
17 世紀初頭、アリストテレス『政治学』のポーランド語訳が、訳者のセバスティアン・ペトリツィによる詳細
な補注を付して刊行された。この補注は、近世ヨーロッパの「文芸共和国」の東の境界地域で古代ギリシアの古
典がどのように読まれたかを考えるうえで興味深いテキストである。『政治学』第 3 巻への補注のなかでペトリ
ツィは、「われわれの共和国（rzeczpospolita）においては、市民（cives, miesczanie）とはシュラフタのみであ
る」と述べている。ペトリツィは、古代地中海世界の都市国家を前提に書かれたテキストを、ポーランド・リト
アニア共和国の国制に照らし合わせて「読み換えた」のである。
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ポーランドの歴史学界では、1980 年代以降、近世ポーランド・リトアニアの貴族共和制を一種の「市民社会」
とする見方が提起されてきたが、このような解釈もまたペトリツィにみられるような同時代人の「読み換え」を
前提としたものであった。「シュラフタ＝市民社会」論は、現在では、「EU のなかのポーランド」という現状
を歴史的に正当化する解釈しても定着しているが、これに対しては、近世ウクライナの植民地的状況を隠蔽する
「ネオ・シュラフタ史観」（D・ボーヴォワ）であるとする批判も提起されている。
本報告では、ポーランド・リトアニア共和国の空間的な広がりと複合的な国制を念頭に置きながら、①リトア
ニア大公国側の人文主義者が「市民」概念をどのように認識しようとしていたか、②ウクライナの貴族社会はポ
ーランドの共和主義的な政治文化をどのように受容したか、を検討する。このように、共和国内の境界地域に焦
点をおいて考察することをつうじて、複合的な共和国における公共の秩序が人文主義的な政治的規範にもとづい
てどのようにイメージされていたかを探ると同時に、規範と在地社会の現実とのあいだにどのような緊張関係が
生じたかを考える手がかりを得たい。

篠原琢

祖国をめぐる変奏曲ベーメン
ドイツ人歴史協会における歴史の再構成
本報告では、1862 年に設立され、1945 年まで存続したベーメン・ドイツ人歴史協会 Verein für die Geschichte
der Deutschen in Böhmen に集った人々の祖国観を、とりわけその活動の初期に焦点をあてて、検討することと
する。この協会の人々は、きわめて自由主義的な「ベーメン・ドイツ人」の歴史を構成するにあたり、「狭義の
祖国 das engere Vaterland」としてのベーメン、「広義の祖国 das größere Mutterland」としてのドイツ・ライヒ
という二重の祖国を想定した。それは、1848 年革命期の失われたドイツ国民像に対応する
1848 年革命で明らかになったのは、スラヴ系の国民運動（≒チェコ国民運動）が存在し、ドイツ国民運動に強
力な異議申し立てを行ったことである。その後、19 世紀後半、チェコ社会は非常にダイナミックな発展をとげ、
チェコ語によるコミュニケーションは、社会のほぼ全領域で実現するようになった。このように疑いない「ライ
ヒ」の領域内で、独立した国民社会が展開した、という意味でベーメンは特異な場であった。となっている。
チェコ国民社会は、ベーメン王国の諸邦の歴史を再領域化しながら（チェコ国民史の構想）、国民化の運動、
制度化を進展させた。それに対して、普遍主義に依拠していたドイツ系住民にはどのような応答が可能だったの
だろうか。1848 年革命当時には、チェコ国民主義の運動とドイツ国民主義は非対称の関係にあった。チェコ国
民社会が社会的な現実となる中で、また、1848 年革命後、ライヒの国民的再領域化が政治的現実でなくなった
なかで、ベーメンにおける「ドイツ」像はいかなるものであったのか。本報告は「未完に終わったプロジェクト
としてのドイツ国民」からドイツ史を考え直すものでもある。

吉岡准（津田塾大学）

戦後ポーランド領土の創造と想像
国境線移動・強制移住・引き揚げ
ヨーロッパ東部境界地域にとっての 20 世紀前半は、多民族空間において相互に重なり合い多文脈的に構成さ
れていたパトリアが、第一次世界大戦後の国民国家体系への移行の中で、「国民」と国民によって構成される「国
土」へとドラスティックに収斂していく時期だった。そのヨーロッパ東部において、ポーランドは第二次世界大
戦を挟んだ東西国境線の大幅な移動と、それに伴う民族構成の劇的な変化を通じてポーランド人
「単一民族国家」
へと近づいたという点で際だった存在である。本報告では、パトリアの「国民」および「国土」への収斂という
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文脈に第二次世界大戦末期から戦後初期にかけてのポーランドを位置づけ、戦後に権力を掌握した共産政権が、
国境線移動後の新しいポーランド領土をどのように「ポーランドのもの」にしようとしたのか、同時期に未曾有
の規模で生じた人の移動に着目しつつ検討する。
ポーランドの戦後政権は、新しい領土をポーランド人の土地にすることでポーランド化しようとした。報告で
は、具体的に、ポーランドがドイツから獲得した新領土（「回復領」と称された）に視点を定め、そこからのド
イツ人の「追放」、シロンスク（シュレージエン）など境界地域における住民のドイツ人・ポーランド人への二
分化、ソ連領となったポーランド旧東部領から新領土へのポーランド人の移住（「引き揚げ」と称された）を通
じての「ポーランド化」の過程を追う。領土・民族問題の 20 世紀的解決なるものがあるとして、それが「国民」
の領域と
「国土」
との一致への強迫を特徴とするならば、本報告のケースはその極端な型の一つと言えるだろう。
国境線移動の結果、国民と国土の一致からかけ離れてしまった戦後ポーランドにおいて、にもかかわらず両者の
一致が目指されたことの意味を考えてみたい。

鈴木健太（日本学術振興会）

社会主義ユーゴスラヴィアにおける「ナロード」
1980 年代末の大衆運動とナショナリズム
第二次世界大戦後に成立した社会主義ユーゴスラヴィアは、1980 年代後半の体制改革をめぐる対立とナショ
ナリズムの高揚を経て 1991 年に崩壊し、連邦の主な構成主体である民族が、ほぼすべて独立によって国民国家
を得るに至った。多民族的な国家の最終的な解体、またそれが 90 年代初頭の民族間の戦争を伴ったことを踏ま
え、一般にこの連邦国家では、民族の概念およびそこに収斂する帰属意識が、現在に通ずる形で政治社会の中心
に位置したとみなされる傾向にある。だが当時の社会主義体制において、通常「民族」と訳出される〈ナロード
narod〉の概念は、ネイションとしての主体だけでなく、社会主義国家の建設主体としての普遍的な「人民」を
意味するなど、多義的に理解される政治主体であったと考えられる。
本報告では、社会主義ユーゴスラヴィアにおけるこの複相的な「ナロード」の諸相について、1980 年代末に連
邦全土で顕著になった幾つかの大衆運動を手がかりに考察したい。連邦解体の直前にあたるこの時期、80 年代
を通じての深刻な経済危機を受けて労働者のストライキが多発すると、その動きは、コソヴォ問題を背景とした
憲法改正、官僚支配批判といった問題とともに、体制全体の危機が共有されるなかで政治化し、その結果、他の
東欧社会主義国と同様、諸改革を求める大規模なデモや政治集会が頻発した。従来、これらの運動については、
民族的な主体とその価値が正統化される場として解釈されることが多い。このため、歴史的には「民族」と「人
民」の概念を包摂する「ナロード」は、前者の表象として指摘されるに留まり、その複相性は依然として十分に
検討されていない。この点を踏まえ、本報告では、「ナロード」が実際の運動のなかでどのように立ち現われ、
それまでの体制下では見られなかった大衆的な政治参画および動員の展開にどう結びついていたのか、その過程
を再検討する。それによって、連邦解体後の国民史の文脈では平準化されがちな主体としての民族の動態を、社
会主義時代における政治参加とその変容から考えてみたい。
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C1：ヨーロッパ・ユダヤ人問題の波及 (A301)
「ユーラシア現代史」への視座

19 世紀末ヨーロッパ・ユダヤ人の圧倒的多数は、帝政ロシア、特に「ユダヤ人定住地域」と呼ばれたバルト海
から黒海沿岸に至るロシア西部に集中していた。同時に 19 世紀末から 20 世紀にかけてのロシア帝国による中東
鉄道建設とハルビン建都の結果、短期間のうちに、ユダヤ人は辺境の地に確固たる経済的、社会的地位を築き上
げていた。ロシア革命と内戦を経て、極東のハルビンは亡命ロシア人の政治、文化の一大中心、反革命派の拠点
となっていく。1930 年代日本統治下のハルビンは革命前のリベラルな都市から一転し、ユダヤ人を敵視するロシ
ア・ファシスト党が跋扈する。その一方で、ユダヤ人のナショナリズムであるシオニズム運動が独自の発展と展
開を見せることになる。本シンポジウムはロシア革命からユーラシアの東西に離散した亡命ロシア人社会と「ユ
ダヤ人問題」の諸相を、特に極東ロシアとハルビンに焦点をあて、ヨーロッパ世界との連動性と地域的な特異性
の解明を、次の 4 つのテーマからこころみるものである。
1）内戦・干渉戦期にシベリア、極東に波及した「ユダヤ人問題」と反ユダヤ主義の実相を、特に「沿アムール
臨時政府」首班スピリドン・メルクーロフの思想と活動に着目して明らかにする。2）帝国崩壊後のロシア・デ
ィアスポラ世界におけるロシア・シオニズム運動とハルビンにおけるシオニズムの跨境性を、アブラハム・カウ
フマンの雑誌『エヴレイスカヤ・ジズニ』を分析し、検証する。3）革命後多様な政治運動を繰り広げた亡命ロ
シア人社会におけるロシア・ファシスト党の生成と発展およびその特徴を、ハルビンにおける同党指導者コンス
タンチン・ロザエフスキーの思想と行動を手掛りに検討し、極東におけるファシズムのあり方を歴史的に考察す
る。そして 4）極東における反ユダヤ主義、ファシズム、シオニズムの「結末」と戦後のユダヤ難民の運命を人
と思想の移動に焦点をあてて考察する。

高尾千津子（東京医科歯科大学）

高尾千津子

内戦期ロシア極東の「ユダヤ人問題」と反ユダヤ主義
二月革命による帝政崩壊と臨時政府の樹立後、新生ロシア建設のため、亡命先のアメリカを離れ帰国した「ロ
シア人」はおよそ 2 万人を数えた。日本経由の極東ルートはロシア帰還の重要な選択肢となり、極東の諸都市に
は、
亡命先からロシアへと戻ったユダヤ人活動家や、
釈放された政治犯たちによる積極的な政治参加が見られた。
1917 年夏の政治的混乱の深まりとともに、極東でも反ユダヤ主義が強まり、ボリシェヴィキによる権力奪取後、
「ボリシェヴィキの災禍」がユダヤ人と結びつけられた。内戦期の 1919 年夏、シベリアの都市エカチェリンブル
グでもポグロムが記録され、同時に帝政期にねつ造された文書『シオン議定書』がロシア内外で大量に流布した
が、
極東もその例外ではなかった。
ザバイカル地方でユダヤ人社会の実態調査を行った日本軍第三師団報告には、
ユダヤ陰謀論の影響が色濃く見て取れる。
本報告ではロシア革命と内戦によってシベリア、極東に拡大することになった「ユダヤ人問題」と反ユダヤ主
義の背景と実相を明らかにしたい。とくに 1921 年 5 月の政変によってウラジオストクで樹立した最後の反革命
派政権「沿アムール臨時政府」とその首班スピリドン・メルクーロフの反ユダヤ主義に着目し、同政権に対する
ウラジオストクやハルビンのユダヤ人の反応や国際的な反響、日本の「ユダヤ人問題」に対する態度を考察する。
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鶴見太郎（埼玉大学）

ロシア・シオニズムの亡命
ハルビンにとどまったシオニスト
ロシア帝国においてロシア語で活動していたシオニストは、帝国内でのユダヤ人の地位向上に主要な関心を向
けていた。帝国が崩壊したのちも、ロシア語でのシオニスト活動は東西の亡命地で継続した。本報告は極東での
言論活動に着目し、当該シオニズムの特徴を見ながら、帝国崩壊のユダヤ･ナショナリズムへの影響を検証してい
く。
まず、1919 年からイルクーツクで 1 年間発行されていたシオニスト週刊紙『エヴレイスカヤ･ジズニ』を紐解
く。本紙は、かねてよりシベリアで活動していたシオニストを基点とした週刊紙であるが、人材面でその後との
関連が深い。本紙から読み取れる特徴の一つは、シベリア･ユダヤ人の「余裕」である。一般にヨーロッパ･ユダ
ヤ人の状況は東に行くほど悲惨になるとの想定があるが、シベリアのユダヤ人は法的にも社会的にも比較的恵ま
れており、シオニズム運動も、裕福なユダヤ人が西方の悲惨な同胞を援助するためのものであった面が強い。言
語･文化面ではロシア化していた彼らにとって、世界のユダヤ人との一体感の獲得にシオニズムの意味があった。
こうしたシオニズムの「国際化」は、上海で発刊され、程なくしてハルビンに移って日本の終戦近くまで発行
された『シビル･パレスチナ』（のちの『エヴレイスカヤ･ジズニ』）においてさらに進展した。基盤としてのロ
シア帝国を失ったことの影響か、紙面は、居住地やロシアとの政治的関わりについての記事にかわり、パレスチ
ナの入植地の様子やその発展計画についての記事が多く占めるようになる。その一方で、ハルビンのユダヤ人に
移民を呼びかける記事は限定的で、民族的な投資先としてパレスチナは描かれていた。遠隔地ナショナリズムと
定義しうるこうした動きは、投資を通してユダヤ人の一体感を実感するとともに、国際的な舞台でユダヤ人の民
族性の承認を目指すという意味で、「資本主義シオニズム」とも呼べるものだったといえよう。

中嶋毅（首都大学東京）

ロシア・ファシスト党の形成と拡大
ハルビンの事例から
1924 年に中東鉄道（東支鉄道）が中ソ合弁企業となり、亡命ロシア人コロニーであったハルビンにソ連国籍者
が現れてから、ハルビンでは「白系ロシア人」とソ連国籍者との対抗が顕在化した。こうした中で 1925 年に、
ロシア学生協会の下にロシア・ファシスト組織が形成された。1925 年にソ連からハルビンに移住した法科大学学
生ロザエフスキーは、積極的にファシスト運動に参加して宣伝活動に従事し、ファシスト組織を代表する人物と
なった。伝統的な反ソ運動の破綻を直視しつつ、ロシア人ファシスト指導者たちは、旧体制の単なる復興とソビ
エト社会主義の双方を否認した。それに代えて彼らは、「神・民族・労働」をモットーに掲げて、イタリアのフ
ァシズム理念をモデルとする「連帯主義」に基づいた新しい社会秩序を追求した。大恐慌の影響による高い失業
率に対する不満を背景に、
ロシア・ファシストのプロパガンダは白系ロシア人の若者を徐々に引きつけていった。
1931 年にロシア・ファシストは初めての大会を開催し、そこでロシア・ファシスト党が設立された。君主主義者
のコスミン少将がファシスト党総裁に選出されたが、実際には党の指導者は書記長のロザエフスキーであった。
ロザエフスキーは 1931 年から関東軍ハルビン特務機関と密接な関係を持っており、 ファシスト党メンバーは
1932 年の日本軍によるハルビン占領当初から積極的に特務機関と協力した。ファシスト党は、特務機関の庇護下
で満州の白系ロシア人への影響力を拡大することを目指した。3,000 人の党員を擁するまでに成長したロシア・
ファシスト党が 1933 年に第 2 回党大会を開催した際に、ロザエフスキーは党内でのリーダーシップを確立した。
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しかし同時にロシア・ファシスト党の活動は特務機関の統制下に置かれ、同党は満州における日本の利益のため
に利用されることになった。

野村真理（金沢大学）

満州 ロシア人・ユダヤ人・日本人の交錯
本年、開戦 100 周年をむかえる第一次世界大戦において、敗戦国ドイツと戦勝国の一員であった日本では、戦
争そのものの体験も、戦後の状況もまったく異なる。しかし、それにもかかわらず戦後の両国に等しく取り憑い
たのが、総力戦を戦い抜くための生命圏という強迫観念であった。
大戦中、イギリスによる大陸封鎖で飢餓に苦しんだドイツは、戦後、とりわけ食糧自給圏確保のため、ポーラ
ンド領有を自国の生命線と考え、他方、戦後、中国での権益をめぐってアメリカと対立を深め、日米全面戦争を
も予測せざるをえなかった日本にとって、生命線は満蒙であった。しかし、ナチ・ドイツの生命圏構想が人種主
義にもとづき、現地住民の排除、奴隷化を前提としていたのに対し、ヴェルサイユ会議で黄禍論を念頭におきつ
つ人種的差別撤廃を要求した日本において、満蒙支配は、建前上、民族協和にもとづかざるをえなかった。
19 世紀末、ロシア帝国による東清鉄道建設開始にともない形成された満州のロシア人社会とユダヤ人社会は、
1917 年の革命によるロシア帝国崩壊後は、反革命派や革命難民の流入地となる。両社会は、東清鉄道の新たな支
配者となった日本のもとで、日本を利用し、また、日本から利用される関係を取り結びつつ、括弧付きの「民族
協和」の満州国時代を生き延びるが、1945 年の日本の敗戦で満州が共産化した中国の手に帰したとき、もはやそ
の地に存続する可能性を見失い、消滅した。
本報告は、先の高尾、中嶋、鶴見の報告を日本人というアクターを加えて補足し、満州という舞台でロシア人、
ユダヤ人、日本人の交錯を跡づける。

新

中野耕太郎

○既刊／※は定価 1728 円、それ以外は定価 1620 円／以下続刊

早瀬

晋三

表象の傷

久保

昭博

河本

真理

山室

信一

藤原

辰史

岡田

暁生

―第一次世界大戦からみるフランス文学史

葛藤する形態

―第一次世界大戦と美術

複合戦争と総力戦の断層

―日本にとっての第一次世界大戦

カブラの冬 ―第一次世界大戦期ドイツの飢饉と民衆
「クラシック音楽」はいつ終わったのか？ ―音楽史における第一次世界大戦の前後
徴兵制と良心的兵役拒否

―イギリスの第一次世界大戦経験

小関

〒612-8447 京都市伏見区竹田西内畑町９
TEL 075-603-1344 FAX075-603-1814

隆

人文書院
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http://www.jimbunshoin.co.jp/
定価はすべて税込です

和行

マンダラ国家から国民国家へ ―東南アジア史のなかの第一次世界大戦

渡辺

敏子

伸編

林田

※

服部

戦う女、戦えない女 ―第一次世界大戦期のジェンダーとセクシュアリティ

※

厚

拓道

大津留

田中

捕虜が働くとき―第一次世界大戦・総力戦の狭間で

※

反
―ファシズム・反恐慌・文化革命

―第一次世界大戦とアメリカニズム
理念の戦争の劫火が鋳出したアメリカとは？ 現在に続くア
メリカの「正義の戦争」の論理と実像に迫る。定価1728円

身
―体・環境・技術

刊

戦争のるつぼ

フランス人民戦線

諸民族が複雑に入り組む東中欧。帝国崩壊は、民族に何をも
たらしたか。「未完の戦争」の行方を追う。 定価1728円

20

反ファシズムを掲げた﹁人民の政府﹂はなぜ崩壊したのか？ 現在のフランスの社会を特
徴づける様々な﹁人民戦線の遺産﹂ともいうべき政治的・経済的・文化的成果を記述する︒
本格的︑かつ総合的なフランス人民戦線研究の成果︒
定価７３４４円

真理

19

﹁マニュアル﹂の社会史

刊

野村

―第一次世界大戦と東中欧の諸民族

世紀から 世紀なかばまでの社会において︑社会・文化・自然と身体のかかわりがどの
ように変化したのかを︑さまざまな﹁マニュアル﹂の研究を通して︑今日のわれわれの身
体および身体を取り巻く生活空間にかかわる諸問題の本質を探る︒
定価３２４０円

新

隣人が敵国人になる日

貧困と共和国

第一次世界大戦を考える

社
―会的連帯の誕生

フランス革命初期に﹁近代社会﹂の秩序原理が提唱されて以降︑そこに内在する平等主義
と事実的に存在する不平等との乖離がどのように思想的に問い直されたのか︒フランス福
祉国家形成にいたる思想史的過程の研究︒社会政策学会奨励賞受賞 定価４１０４円重版

レクチャー

C2：動乱時代前後のロシア (A301)

2013 年はミハイル・ロマノフが全国会議でツァーリに選出されてから 400 年目であった。それを記念してロ
シア国内では様々な催しが行われ、出版界でも、ロマノフ朝に関する帝政時代に出た書籍の復刻から始まり、専
門書や史料集、さらには初心者向けのものに至るまで実に多くの本が刊行された。その中には、いままであまり
研究対象とされてこなかったツァーリを含む個人の伝記や治世に加えて、このロシア第 2 の王朝を誕生させるこ
とになった「動乱時代」やその前後を扱う研究や史料集もある。そもそもロマノフ朝成立前後のロシアは国家存
亡の危機にあった。ロシアにおける上のような動向は、祖国の危機を救った、そしてその後の強大な帝国への道
を築くことになるいわば「強いロシア」の復活を念頭に置いたものと言える。
では、われわれはこのロマノフ朝 300 年の歴史をどのように研究すべきなのだろうか。すでに日本のロシア
史研究は、ツァーリ体制や社会のもつ問題点および課題について論じ、それはロシア史研究の指針となった。16
世紀のイヴァン 4 世（雷帝）、17～18 世紀のピョートル 1 世（大帝）、19 世紀のアレクサンドル 2 世、そして
20 世紀のニコライ 2 世といったツァーリたちがその対象であった。その際、ツァーリたちの歴史学的研究に関
する方法論について重要な提言もなされてきた。
われわれの「中近世ロシア諸法典の歴史的展開に関する研究」会は、現在、「動乱時代」の重要な史料である
聖三位一体セルゲイ修道院の高僧アヴラーミー・パーリィツィンの手になる
『歴史』
の解釈・翻訳を進めている。
そこに集ったのは歴史研究者だけではなく、言語学、文献学、宗教史、法学そして民俗学を専門とする研究者た
ちである。今回の企画は、報告者個人の問題関心に沿いつつも、ロマノフ朝成立前後のロシアの国家と社会の動
きを多角的にみようとするものである。しかしその先にあるのは、ロマノフ朝がどのように成立したのか、ロシ
ア正教がいかなるかたちでロマノフ朝を支えたのか、そしてやがて近現代ロシアの源流となるロシアの基層文化
がいかに形成されたのかを明らかにすることだと考えている。

豊川浩一（明治大学）

草加千鶴（創価大学）

中世ロシアにおける宣誓と神判
17 世紀初頭に編まれ多くの写本を残した聖三位一体セルギイ修道院の高僧アヴラーミイ・パーリツィンによ
る『物語』は、ロシア動乱時代の最も重要な史料の一つに数えられている。『物語』は、ポーランド・リトアニ
ア軍による攻撃から修道院がいかにして解放されたかを描いた作品であるが、同時代を生きた作者自らによる観
察と彼によって収集された様々な記録の集成であるとともに、その鮮やかな描写によって「神によって守られし
ロシア」とその正当性を精神的・宗教的な立場から根拠づける役割を果たしている。
中世ロシアの諸文献において、異民族の侵攻は
「正しき信仰から逸脱したことに対する、神による罰」
であり、
そこからの解放は
「正しき信仰を保ったことに対する、神による祝福」
であるという伝統的な捉え方が存在した。
パーリツィンの『物語』における描写もまた、一貫してこの思考に基づいているといえよう。たとえば、『物語』
の冒頭でパーリツィンは、全ルーシの大公ドミートリイ・イワーノヴィチを騙りツァーリの座についた破戒僧グ
リゴーリイ・オトレーピエフが、「神に背いたことによりしかるべき懲罰を受けむごい死に方をした」と評価し
ているが、作中に散りばめられた「神の意志に反する者たち」の悲惨な末路と「神の意志に沿った者たち」の勝
利の対比は、信仰による結束の正しさを人々に呼びかけ、戦うための根拠を与えているという点で、きわめて興
味深い。
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本発表では、『物語』に見られるような精神的な立場からの正当化のプロセスに注目し、『物語』以前の作品、
とりわけ諸年代記における類似の描写と比較する。また作中にたびたび登場し重要な役割を果たしている十字架
への接吻、すなわち宣誓が、超自然的な力を根拠とした証明方法としてきわめて重大な意味を持つことに着目し、
それが一体どのような効力を有していたのか、一方で宣誓への違背がどのような結果を生んだのかについても考
えてみたい。

宮野裕（岐阜聖徳学園大学）

ミハイル・ロマノフ治世下における権力の継承の正統化
1598 年のロシアのツァーリ、フョードル・イヴァノヴィチの死は、13 世紀以来の長い間、公やツァーリの位
を占めてきたモスクワのリューリク家の血筋が絶えたことを意味した。フョードル帝の死に始まる「動乱時代」
には、君主になった者、また君主になろうとした者たちが数多く出現し、その各々が自らのやり方で、自らの君
主即位の正当性を社会に向けて説明したのである。
1613 年の「全国会議」で選ばれて即位を受諾したミハイル・ロマノフもまた例外ではなかった。それまでの動
乱時代の 15 年の間に、首都において幾ばくかの権力を握った者の事例だけを数えても、5 度の権力の交代があり、
その他にも虎視眈々と地方から権力を狙う者が数多く存在していた。それゆえ、ミハイルおよびその政府にもま
た、権力の交代が生じぬよう、様々な策をとる必要があった。本報告で取り上げる権力の正当化もその一つであ
る。現代の目で見れば、1613 年以降ロシア革命に至るまでのロシアでは、ロマノフ家の支配こそが正統である
と考えられていたと思いがちであるが、この考えは、権力とその継承の正統性を構築する不断の作業・努力があ
って保たれ続けたことを忘れるべきでない。
そこで本報告では、その端緒と言える、ミハイルの権力継承の正当化を中心に考えたい。その際、正当化の根
拠における若干の変化やその背景に注意したい。またそうしたミハイルの事例が、動乱時代の彼以前のツァーリ
たちの場合とどのように異なるのか、またその背景には何があるのかについても注意したい。更にもう一点。前
の権力者たちをどのように見なしているのか、そのまなざしにも注目したい。権力の正当化には、以前の権力者
の「問題点」の指摘がしばしばなされるが、それは他方で己が権力の正当化に反映されているからである。

中澤敦夫（富山大学）

動乱時代の歴史家の君主観
1598 年にリューリク王朝最後のツァーリ、フョードル帝が没してから、1613 年にロマノフ王朝の開祖ミハイル
帝が即位するまでのいわゆる「動乱時代」に、ロシアでは 4 人の人物が、ツァーリの位に就いている。
この時代は、次々と交替するツァーリという未曾有の事態を受けて、あるべきツァーリとは何かという問題を
論じた著作が多く書かれるようになった。本報告では、その代表的な文筆家アヴラーミイ・パーリツィンの著作
『歴史』を取り上げて、歴代のツァーリについての評価とその論拠を分析しながら、その君主観について考えた
い。
著作で、ボリス・ゴドノフ帝の「罪」（神意の違反）として強調されているは「驕り」である。この罪は、ツ
ァーリを無視した強権的行政、戴冠式での自らの力を恃む態度などにあらわれている。そして、その後発生した
不作、飢饉、大火などは、このような「驕り」に対する懲罰のあらわれとしている。偽ドミートリイの治世は、
かれを反キリストの到来の前兆として、終末論的に解釈される。このような解釈は、のちのミハイル帝を、反キ
リストの失墜のあとに登場する裁き手キリストとして描き出すのに役立っている。ヴァシーリイ・シュイスキイ
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帝は、人間がツァーリを選んだことの失敗の事例として描かれている。そこでは、ツァーリも民衆も、神威にも
とづかない「誓い」（十字架接吻の儀式）を乱用し、簡単それを破るという罪を犯したという。
パーリツィンにとって、この 3 人のツァーリは、人の手によって選出されたという点では共通している。この
人間の〈恣意〉に対する懲罰が「動乱時代」だった。そこから、ミハイル帝は〈神によって選ばれた〉ツァーリ
であることが強調され、その選出は、民衆が罪の大きさに気がつき、真に改悛したことによる、神の恩寵として
解釈されている。

三浦清美（電気通信大学）

宗教戦争としてのスムータ
環バルト海圏の宗教的寛容と不寛容
本報告は、16 世紀後半から 17 世紀はじめにかけての、モスクワ大公国、ポーランド・リトアニア共和国、ス
ウェーデン王国からなる環バルト海圏における宗教的な寛容と不寛容の諸相を検討することをつうじて、ロシア
のスムータ（動乱）の宗教的なダイナミズムを考察する。
当該の時期、スウェーデンは、ヴァーサ朝のもとで国教となったプロテスタントを軸に、合理的な官僚制と国
軍の創設によって、近代国家への道を歩んでいた。ポーランド・リトアニア共和国はルネサンスを深く経験し、
宗教的な寛容を実現した。支配層のかなりの部分がプロテスタントに改宗したが、反宗教改革のうねりがおよぶ
と、カトリックへの揺り戻しも起こった。こうした状況のなか、スムータの影の主人公、ポーランド王ズィグム
ント 3 世（在位 1587-1632）が現われる。スウェーデン、ポーランド両王家の血筋を引くズィグムント 3 世は、
しかしながら、どちらにも居場所を見いだせず、狭量な反宗教改革主義者として、ロシアへの進出とそのカトリ
ック化をもくろんだ。
ロシアでは、リューリク朝が断絶し、新しい政治体制が模索されていた。イワン雷帝の専制統治の苦い経験か
ら、君主の権力を制限した大貴族の合議政体が、あるべき体制として浮上した。ポーランド側でも、クルシノの
戦いの英雄、ジュウキエフスキが宗教的寛容にもとづく、ポーランド・リトアニア・ロシアの大連合の構想をい
だいていた。彼らはズィグムント 3 世の子、ヴワディスワフをツァーリに据えようとした。
弱いポーランド王は強いロシア・ツァーリに憧れ、弱いロシア貴族は強いポーランド貴族に見習おうとしたの
である。問題は、ヴワディスワフが正教に改宗するか、カトリックにとどまるかだった。この動きが表面化した
とき、決然と行動を起こしたのがロシア民衆である。ロシア民衆は大貴族寡頭制に反対し、ツァーリ専制を支持
した。強烈な反カトリック感情から国民義勇軍が組織され、結果、ポーランド軍を追い払われ、内乱は終結し
た。
以上述べてきたように、本報告が提示するのは、スムータを終結に向かわせた一連の動きを、正教にもとづく
ロシア民衆のクーデタと見る視点である。
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D1：北大西洋海域の船をめぐる文化空間と海民のリテラシー (A304)
海を飼い馴らすために

本プロジェクトは、18 世紀から 19 世紀の北大西洋海域を全体として捉え、一つのアトランティック・ヒスト
リーを描きたいという思いから、Ｂ.ベイリン、Ｍ.レディカー、Ａ.カバントゥなどの研究に刺激を受けて、複層
的な
「海民の多面的活動」
を捉え、総合化しようとしている。本シンポジウムでは、その一部として、人、モノ、
ことを移動させる海洋ネットワークと、その結節点に生み出される文化共同体の連鎖に注目することで、そこに
見出せる海民のリテラシー（「情報」を取得し、理解し、活用する能力）を抽出する。ここでは、このネットワ
ークを作動させ、時にはその結節点の文化空間を凝縮して表す「船」に焦点を当て、船を介して紡がれる海民の
世界をマンタリテの次元にまで切り込みたい。具体的には、北大西洋を往行した奴隷船、移民船、商船、漁船、
あるいは難破船などの船と、それらに関わった商人，船長、水夫、漁民、地域住民といった海民を対象に考察す
ることで、北大西洋の「情報」の交流による共通空間の広がりを捉えることにする。

田中きく代（関西学院大学）

田中きく代

総論
北大西洋の海は、18 世紀に入ると、航海術などの情報はほぼ行き渡り、かなり安定した航海が想定されるよ
うになった。交易ルートも定まり、ことにアメリカ独立戦争を経て、ナポレオン戦争が終わる頃になると、ヨー
ロッパとアメリカの主要港間で定期便も出るようになった。高速の帆船であるクリッパー船が往来するようにな
り、移民業でも示されるように、北大西洋海域には、トランスナショナルな情報のネットワークが張り巡らされ
た。
しかし、19 世紀後半に蒸気船に代わるまで、海民にとって、帆船の時代は危険と背中合わせであった。天候、
地理的個性、海賊等、偶発的なものにより，航海は依然として不確実なものであった。海は可能性に満ちた存在
であったが、その恩恵も偶然に左右された。それゆえに、海に乗り出す海民たちは、この海という自然を「飼い
馴らし」、自らのものとして、より確実なものにしようとした。海を知り、船を知るための情報を常に最新のも
のに書き換え、それを着実に利用する能力であるリテラシーを磨かなければならなかった。
本シンポジウムでは、こうした不確実な海を飼い馴らすリテラシーについて、船に焦点をおいて報告すること
になるが、船こそが情報を共有する場であり、言語や人とともに、海を飼い馴らす手段であり、道具であったか
らである。各報告者の発表要旨は以下の通りである。

阿河雄二郎（関西学院大学）

ナポレオン時代の奴隷貿易 利潤と情報
16～19 世紀においてヨーロッパ諸国は奴隷貿易（いわゆる三角貿易）をおこない、約 1100 万人の奴隷をアフ
リカから新大陸に運んだといわれる。フランスの組織的な奴隷貿易は 17 世紀後半に始まり、18 世紀後半に頂点
に達し、フランス革命＝ナポレオン期の停滞を挟んで、1848 年に禁止令が出されるまで続いた。ちなみに 18 世
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紀のフランスの移送数は約 120 万人で、イギリス（約 250 万人）、ポルトガル（約 180 万人）に次ぐ第 3 位で
ある。
もっとも、当時の海港都市や貿易商人にとって、奴隷貿易はアメリカへの直行貿易や遠洋漁業と何ら変わらな
い営利活動のひとつだった。近年のフランスでは海洋史研究が盛んで、奴隷貿易についてもその実態が鮮明にな
ってきた。たとえば、ボルドーやナントなどからの出港数、奴隷船の行程や積荷の内容、貿易商人・船主・船
長・船員の状況である。奴隷貿易の収益性の問題も重要である。ただ、全体的なイメージはともかく、個々の事
例に即してみると、奴隷貿易はかなりのリスクを伴う不確実なものだった。というのも、それは三角形のそれぞ
れの辺で事情を異にする交易活動の総和であり、どこで異変が生じても破綻の原因となりえたからである。換言
すると、奴隷貿易は、航路の選択、交易品の選別、奴隷の売買などに熟達した能力が求められる高度な交易シス
テムであった。
本報告は、ナポレオンが奴隷貿易の再開を宣した 1802 年、ナントの貿易商人トロティエが艤装した
「Bonne-Mère」号が出航して 1803 年に帰港するまでの顛末を中心に追い、貿易商人がどのように奴隷船を仕立
てたか、どのようにリスクを分散させたか、そのためにどのような情報ネットワークを構築していたかを検討し
たい。18 世紀以降、船の航行は安全の度合いを増していたとはいえ、やはり海という不確かな自然との対峙の
なかで、貿易商人は最大の利潤を獲得すべく、その手腕を試されていたのである。

笠井俊和（名古屋外国語大学）

18 世紀アメリカにおける海運・船乗り・情報
18 世紀のイギリス領アメリカ植民地、とりわけ港町では、人々が海の向こうからもたらされる情報に触れる
機会は決して少なくなかった。当時の新聞には、北米やカリブ海のニュースはもちろん、本国イギリスをはじめ、
大西洋の彼方の出来事を報じた記事が溢れている。かかる貴重な情報をアメリカに伝えたのは、帆船を操り海を
渡る船員であった。報告では、18 世紀前半のボストンの事例を中心に、陸に暮らす民にとっての情報伝達媒体
としての船長と水夫の役割を論じる。
大西洋を往来する商船の船長は、出港のたびに手紙の輸送を引き受けた。手紙が改ざんされたり、何者かが船
長から手紙を奪おうとした事例は、情報の重要さを物語る。新聞などの印刷物の輸送も船長が担い、たとえ嵐で
新聞を失っても、彼らは自らの記憶を頼りに記事の内容を伝えた。洋上では他船の船長と情報を交換し、港に着
けば、船長は在地の有力商人やプランターの邸宅で情報を提供した。
一方、商船の水夫たちもまた、船長とは質の異なる情報の伝達者であった。反抗的で、秩序を乱す労働者とし
ての側面が強調されやすい水夫であるが、彼らは新聞記事の登場人物として、海の危険性を陸の民に知らしめた。
ストーリーテラーとしての才能に長けた船乗りは多く、彼らは時には新聞記事の情報提供者となり、また時には
港町の波止場や酒場で語り手となった。彼らが（時には誇張して）語った航海の物語は、陸の民にとって一種の
エンターテインメント性をも有していたと考えられる。
当時、帆船とは単に情報の記録媒体を輸送するための道具にとどまらず、船に積まれたモノや、船を操るヒト
が、それぞれに質の異なる情報を帯びていた。海は依然として不確かなものであり、海を介するあらゆる営為に
リスクが伴うこの時代において、陸民は海を飼い馴らすため、海民たる船員がもたらす情報を欲したのである。

金澤周作（京都大学）

遭難する船をめぐるリテラシー
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近代イギリスの難破譚を手掛かりに
本報告は、近代イギリスにおいて人が「海」をどのように読んだのかという問題を、「海難」の切り口から検
討する。商業・軍事の両面での海洋進出は、不可避的に海難を伴った。イギリスでは 17 世紀半ばから 18 世紀後
半にかけて、3～5％の割合で毎年難破が生じ、19 世紀初頭のある史料によれば、毎年 5,000 人が海で命を落と
していた。1793 年から 1801 年にかけてイギリス海軍は交戦により 62 隻を失っているが、海難による喪失はそ
れをはるかに上回る 152 隻に上った。このように海難は海の不確実性を象徴する身近で深刻な現象であった。だ
からこそ、とくに 18 世紀から 19 世紀半ばにかけて、イギリスとアメリカでは、実際にあった海難事故に基づく
大量の「難破譚（shipwreck narratives）」が出版された。これは他国の出版事情と比しても突出した現象である。
先行研究では、難破譚の意味（読まれ方）を、宗教性や道徳性、娯楽性や実用性の点から解釈してきた。これ
に対し、本報告では難破譚の歴史叙述としての特性に注目し、登場人物たちによる海のリテラシー、換言すれば、
出来した危機に際してかれらが諸情報を収集・活用した仕方をも俎上にのせたい。中心的に用いる史料は、
1804 年から数年かけて形成された全 6 巻の難破譚アンソロジー『マリナーズ・クロニクル』で、近世以降のイ
ギリスのみならず、スペイン、ポルトガル、オランダ、フランス、ロシアなど諸国の船にまつわる著名な海難譚
を計 196 話収めている。
さまざまな難破譚を精読すると、そこには従来の研究が強調してきた叙述の特徴がはっきりあらわれるだけで
なく、海の社会史とでもいえる興味深いディテールがそこここに見出せる。そして何より難破譚は、当時海難に
遭った人びとがどのように生存したのか、また彼らが期せずして闖入した世界が、彼らをどのように生存させた
のか、させなかったのかという、不確実な海を飼い馴らす「リテラシー」の具体相を教えてくれるのである。
叢書・比較教育社会史シリーズ最新刊
中世チェコ国家
の誕生
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君主・貴族・共同体

大国の狭間で揺れるチェコはなぜ独立した
近代国家としてまとまりえたか︒日本では
数少ないチェコ史の学術研究書
藤井真生 著 本体６６００円

郵便振替 01060-5-9347
http://www.showado-kyoto.jp

保護と遺棄の
子ども史

﹁保護と遺棄﹂という観点から︑
子どもの生存・
成長・発達のあり方と家族・社会・国家との
関係にアプローチし︑歴史的変化を読み解く

橋本伸也・沢山美果子 編 本体４２００円

海のイギリス史

闘争と共生の世界史

金澤周作 編 本体２８００円
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福祉国家と教育

比較教育社会史の新たな展開に向けて

︻叢書・比較教育社会史シリーズ︼

〜 世紀の英国を中心に海に生きる人間
の光と影の歴史を描き出す︒本書を羅針盤
に海事史研究という大海原に漕ぎだそう

俗都市化

ありふれた景観 グローバルな場所

﹁ 均 質 化 ﹂の奥に潜 むダイナミズムとは︒
世界の著名な都市でおこる具体的な事例か
ら︑そこで何が起こっているのか読み解く

フランセスク・ムニョス 著
竹中克行・笹野益生 訳 本体４０００円

ビザンツ 交流と共生の千年帝国

井上浩一・根津由喜夫 編 本体４７００円

継承される正統性

ハプスブルク帝国政治文化史

神話から歴史へ

篠原琢・中澤達哉 編 本体４０００円

世

〒 606-8224 京都市左京区北白川京大農学部前
TEL 075-706-8818 FAX 075-706-8878

近現 代の教 育・学 校の展開 をめぐる国 家
と社 会の関 係 性を︑福祉国 家の変容と関
連づけて構造的に取り出すことを試みる
広田照幸・橋本伸也・岩下誠 編
本体４２００円

ロシア帝国の
民族知識人

大学・学知・ネットワーク

ロシア帝国期の諸民族における民族意識の
形 成・発 展︑社 会 変 動における彼 らの役
割を捉え︑ロシア帝国の複合性を垣間見る

橋本伸也 編 本体６０００円

幻想の
ジャンヌ ・ダルク

中世の想像力と社会

乙女︑預 言 者︑騎 士⁝⁝さま ざまに偶 像 真実のルイ
視されたジャンヌを︑当時の史料︑知人︑

イヴ＝マリー・ベルセ 著 本体２５００円
彼 女にまつわる超 自然的な伝説 等から分
阿河雄二郎・嶋中博章・滝澤聡子 訳
析︑再構築する
コレット・ボーヌ 著 本体６０００円
と境界域 森と海の社会史
阿河雄二郎・北原ルミ・嶋中博章・ ︿道﹀
田中きく代・阿河雄二郎 編 本体３８００円
滝澤聡子・頼順子 訳
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D2：「移民」概念の再検討とグローバル・ヒストリー (A304)

グローバル化の進展により人間の移動がいっそう頻繁となったことで、歴史学の分野においても人間の空間的
移動をめぐる研究のさらなる展開が求められている。近年の移動をめぐる歴史研究は、国境を越える移動として
の移民に関する研究を中心とし、移民によるアイデンティティ変容やエスニック・グループの形成、移民集団の
同化・統合・排斥といったテーマに傾斜する傾向にある。もちろん、こうしたテーマが現代社会を理解するうえ
で喫緊の課題であることは言うまでもないが、それらを分析するためには、そもそも国内移動と国境を越える移
動とは何が異なるのか、移動の動機（経済的／政治的／社会的）は移動のあり方にどのような差異を生み出すの
か、自由意志による移動と強制による移動とをどこまで峻別できるのか、といった移動の論理を考察し、そのう
えで日本語において「移民」と総称される概念を再検討することが不可欠であろう。また、今日のグローバル・
ヒストリーの展開をふまえるならば、ヨーロッパ世界やヨーロッパと南北アメリカ・アフリカが形作る大西洋世
界に限定することは許されず、アジア・オセアニア・南北アメリカが形作る太平洋世界にも視野を広げ、グロー
バルに移動するさまざまな集団が交差する場で生み出されていく人的ネットワークに着目していく必要がある。
以上の問題意識に基づき、本シンポジウムでは 1）国内移民の論理、2）ヨーロッパ世界内部での国境を超える移
民の論理、3）大西洋世界での移民の論理と本国・目的国間のネットワーク形成、4）大西洋世界での移民の論理
と社会運動の構築、5）太平洋世界での移民の論理と社会運動の構築、という 5 つの報告を行い、移民概念の再
検討および空間的移動と社会運動の構築との関わりについて討議する。

北村暁夫（日本女子大学）

青木恭子（富山大学）

帝政ロシア国内移住者の移動の論理と移住政策
移住者の出身地と入植地の分析から
帝政末期のロシアにおいては、ヨーロッパロシアからウラルを越えたアジアロシアへの農民移住は、辺境地域
の開発や帝国空間の支配強化といった目的をもつ国家的事業として推進されていた。政府は、希望者の中から確
実に定着できそうな世帯を選んで正式に移住を許可し、様々な特典を与えて入植区画への移住を支援した。しか
しながら、このような正式な手続きを踏まずに無許可で移住する世帯も後を絶たず、無許可移住者は全体の約四
割を占めていた。
移住許可によって得られる利益の大きさにもかかわらず、一切の支援が受けられない無許可移住が後を絶たな
かった理由は様々に考えられるが、その中でも本報告が注目するのは、移住先選択の問題である。どこへ移住す
るかというのは、移住農民にとって極めて重要な選択である。1890 年代半ば以降、移住者に分与される入植区
画はタイガ密林地帯など入植困難地域に偏在し、移住者が多く集まる入植しやすい地域への移住許可は出にくく
なっていた。移住者には、政府から支援を受ける代わりに入植困難地域へ行くか、あるいは支援を受けずに行き
たい場所へ行くか、という選択が求められた。送出県ごとに移住許可の有無による行き先の違いを分析したとこ
ろ、いわば「移住の伝統」の有無がその選択に少なからぬ影響を及ぼしているらしいことが明らかとなった。
たとえ政府支援を受けようとする移住者であっても、その移住先を当局が計画的に振り分けるのは困難だった。
1909 年には、送出県・郡ごとに登録できる入植区画をあらかじめ割り当てるシステムが導入されたが、割り当
てた区画の多くが埋まらず、逆に無許可移住が増えるという結果をもたらし、わずか 2 年で廃止された。帝政ロ
シア政府は、国家的事業の目的に添うよう移住統制の試みを続けてきたが、移住農民にはそのような国家の思惑
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など無関係であり、自分たちの論理にしたがって移住を決断し、移住先を選択し、行動を起こしてきたのであ
る。

平野奈津恵（日本女子大学）

19 世紀フランスにおけるベルギー移民と差異の創出
北仏炭鉱都市の事例をてがかりに
19 世紀半ばより北フランスの炭鉱地帯には「労働者都市（cité ouvrière）」と呼ばれる、炭鉱会社により計画
的に建設された「都市」が田園地帯のただ中に忽然と出現し、フランス国内からだけでなく、国境を越えたベル
ギーからも、多くの人びとが労働と生活の場をもとめて移住をしてきている。これらの新興都市へと流入したフ
ランス人とベルギー人の移動は、それぞれ国内移動と国家間移動とに分類されるものであるが、実はその多くが
ベルギー=フランスを東西に横切るひとつらなりの石炭鉱脈地帯内における人の移動にすぎず、住民たちは同じ
方言を話し、同じ炭鉱にまつわる文化を共有している。一見すると、彼らベルギー人とフランス人住民との間に、
何ら差異を見出だすことはできない。ところが、1892 年 8 月に北仏最大の炭鉱都市ランス（Lens）において、
ベルギー人に対する排斥事件が発生し、騒動は周辺の労働者都市へと次々と広まり、両国の新聞で大々的に報じ
られるまでになる。ベルギー人の国境を越える移動が、ここでは社会的緊張を生み出している。
近年のフランス移民史研究において、19 世紀末の移民排斥事件はフランスのナショナリズムのあらわれと理
解され、国民統合という側面から論じられている。この指摘はきわめて道理にかなっているのだが、実際に移民
と生活を共にし、事件の渦中にあった人びとの視座からは十分に語られてはいない。本報告では、炭鉱都市の住
民たち

フランス人とベルギー人

の移動の実態を明らかにするとともに、1892 年の排斥騒動の具体像を

当事者たちの行動や態度から跡づける。炭鉱都市に暮らす労働者とその妻と子どもたち、あるいは労働組合指導
者は、国境を越える移動がもたらす差異といかに向き合い、どのように折り合いをつけるのか。北フランス炭鉱
都市のベルギー移民の事例から、国境を越えることの意味について、考察をこころみる。

崎山直樹（千葉大学）

アイルランド移民ネットワークの形成と土地戦争
反帝国意識と女性運動の共鳴
19 世紀後半のアイルランドでは、不在地主を含む大土地所有制への不満が高まり、1879 年に設立されたアイ
ルランド土地同盟は、借地権の安定、公正な地代、借地権の自由販売からなる「3F」を掲げ、アイルランド全土
においてアイルランド土地戦争を展開した。アイルランド史におけるこの運動の意義は、その参加者がカトリッ
クの小作農に限定されず、プロテスタントの小作農、都市の労働者、そして国教徒の地主層を巻き込み、宗派、
階層を横断する「国民」的な運動として発展していった点にあった。さらにこの運動の特徴として、北米大陸に
おいて広範な支援運動の組織化が行われたこと、そしてその中から女性による支援組織である「アイルランド婦
人土地同盟」が誕生したことがあげられる。
19 世紀半ばの「大飢饉」以降に本格化した北米大陸へのアイルランド人移民は、政治結社、労働運動を通じて
結束し、特に都市においては、在地の政治権力と繋がりを深めながら、コミュニティを形成していった。このよ
うに北米大陸各地で誕生した無数のアイルランド人コミュニティは、アイルランド移民を主な読者とする新聞を
通じて連携し、アイルランド土地戦争を支援する運動が広まっていった。特に労働者を主な読者とする『アイリ
ッシュ・ワールド』紙は、「土地単税」を理論的な中核とする土地の国有化構想や、アフガニスタンやアフリカ
での大英帝国の侵略行為への批判を土地戦争とを連関させ、論じていった。
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本報告では、このような文脈の中で、当初アメリカ合衆国において、次いでアイルランドに設立されていった
「アイルランド婦人土地同盟」に注目し、彼女らの主張や活動、そして統治権力、運動に参加していた男性や教
会からの弾圧を明らかにすることで、大西洋世界における移民の論理と本国・目的国間のネットワーク形成が果
たした役割を考察する。

田中ひかる（大阪教育大学）

ロシア出身のユダヤ系移民アナーキストによるアメリカ合衆国における活動
1905～1920
本報告では、アメリカに移民してアナーキストとなったロシア出身のユダヤ人が形成した思想・運動に、移民
の動機や移民の経験がどのように関わっているのか、という問題について検討する。ユダヤ人がアメリカに渡っ
たのは主として経済的な動機からだったと指摘されてきたが、アナーキストに注目すると、ユダヤ人の伝統から
逃れることが直接的な動機であった事例が目立つ。1905 年以降は政治活動を理由に逮捕・投獄から逃れるため
に移民した人々も増えている。こういった移民の動機と接点を持つ運動としては、19 世紀末にロンドンやニュ
ーヨークでアナーキストが展開したユダヤ教を攻撃する活動が挙げられる。他方、ユダヤ系移民アナーキストた
ちは、イディッシュ語を運動の言語としていたため、ユダヤの伝統を保持していたかのように見える。だが、彼
らはイディッシュ語話者であったため、ドイツ系移民アナーキストたちのドイツ語によるアナーキズムや無神論
などの新しい思想や価値観を学びユダヤ系移民の間で伝えることができた。このように、他のエスニック集団と
の関係の中で新しい価値観や思想・運動を学ぶということも、伝統社会から脱出するためという移民の動機と接
点を持っていると言える。また、ユダヤ系移民アナーキストの多くが労働組合・相互扶助組織・協同組合・フリ
ースクールなどで彼らの理想である「支配なき状態 anarchy」を追求したが、そこでは、アナーキズムという共
通の理想を接点にして、性別やエスニシティの別なく多様な人々によって担われる運動を展開した。さらに彼ら
は、世界各地で起きるアナーキストに対する弾圧に対して強力な抗議行動を起こすと同時に、そのようにして迫
害されたアナーキストに対する国境を越えた救援活動を長期的に展開した。それは彼らが、ロシアだけでなくア
メリカでもアナーキストに対する過酷な弾圧を直接・間接に経験したため、一度も出会ったこともない遠く離れ
た場所に生きる人々の苦境を想像する力を獲得していたからであり、また、いかなる政治体制であっても国家は
民衆を弾圧する、というアナーキズムの主張を
「真理」
として信じるに至ったからである。以上のように見れば、
移動の動機・移動を通じた経験は、人々の展開した思想と運動を理解する重要な手がかりになると考えることが
できる。

篠田徹（早稲田大学）

I.W.W を通して見たトランス・パシフィック運動史
私達は日頃「日本人」「男性」「父親」「大学教員」等々様々な属性と共に暮らしている。だが夫々の属性が
社会的に意味する物とそれらの相互関係は、現下の日本がここに至る歴史を経て作ってきた文脈によって定め
られ、それを個人が容易に変える事はできない。他方で私達は過去長い間、これらの属性の意味やじぶんとの
関係がもっと自由な空間を求め、また見知った者との息の詰まる関係に替えて見知らぬ者と打ち解けられる世
界を探したが、それは来世以外では望めなかった。だが 19 世紀後半以降私達は、そういう空間を夢想するだけ
でなく、そういう事が現実にあるし、ありうる事を知り、少なからぬ人々がそこへ向った。こうして大西洋だ
けでなく、太平洋を越えて多くの移民が「新世界」、とりわけアメリカ合衆国へと渡る。だが彼らの望みは移民
先で必ずしも叶わない。そこでは既にこれらの属性の意味する物が彼の地の歴史的文脈の中で定まっており、
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後発移民とりわけ太平洋を渡った者達には耐え難い物だった。また同郷人の共同体は移民にとって外的には民
族集団の自由な世界であったが、内的には「旧世界」から属性の意味とそれに伴う関係性を引きずる桎梏の空間
でもあった。こうした新旧二つの世界における属性からの更なる自由を求めた 20 世紀初頭の太平洋移民に、一
つのユートピアを与えたのが IWW（世界産業労働者同盟）である。それは搾取と差別に喘ぐ移民労働者を守る
労働組合であると同時に、彼らが理想のために行動する新しい人間と人間関係を演じる舞台でもあった。それ
故彼らは組織名で呼ばれる以上に、その特異な人間類型の集合表現である「ウォブリーズ」として親しまれた。
本報告では、戦前の帰米プロレタリア作家前田河広一郎が日系移民のウォブリーズ体験を描いた『大暴風雨時代』
を題材に、太平洋移民の場合移民の理由がより自由への希求にあり、異形の人間に成り行く傾向が強い事、ま
たそうした移民が関わるが故に、社会正義を求めて太平洋を跨ぐ運動は政治経済的であるよりも社会文化的な
性格が強く、その分既存の組織・事件中心的な運動史では捉えにくい事について考える。
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深沢克己教授退職記念対談

深沢 克己 教授

勝田 俊輔 准教授
論文

纓田 宗紀「1059年の教皇選挙令と枢機卿団の形成」
大島 幸之介「ヴァンデ戦争におけるカトリック王党軍の組織」
楠田 悠貴 「フランス革命における国王裁判の政治文化的意味」

翻訳
デボラ・ボーデカー（ブラウン大学）著、佐藤昇訳
「歴史家と/としての初期ギリシアの詩人」
デボラ・ボーデカー（ブラウン大学）著、師尾晶子訳
「ヘロドトスにおける僭主のスペクタクル」

悠 書館
YU-

SHO

KAN

世紀ヴィクトリア朝の下層階級 都
―市生活者の暮らしを活写︒

ロンドン貧乏物語

深沢克己教授退職記念対談

深沢 克己 教授

５月新刊

﹇著﹈
ヘンリー・メイヒュー﹇訳﹈
植松靖夫 ２８００円

19

勝田 俊輔 准教授

ポスター

*

古代Ⅰ・Ⅱ (X201/202)

49-64

中世Ⅰ・Ⅱ

(X206/207)

65-80

近世Ⅰ・Ⅱ

(X208/209)

81-97

近代Ⅰ・Ⅱ

(X301/302)

98-115

現代Ⅰ・Ⅱ

(X306/307)

116-131

*今大会のポスターセッション会場に掲示されるポスターの印刷費は
立教大学からの学会補助費によってまかなわれています。
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デロス同盟期アテナイの外交政策̶ポリス顕彰碑文からの考察
¬«)Ñ¡īĄó¤Ĭ  "!"#""!"!
  "#  Jb\`cEþĐ
c. 450 BCE
Stoichedon: 0.019, 0.0122; Letter Hight: 0.011-0.012
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———————————————————————
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[— — — — — — ἐὰν δέ τις εἴπει ἒ] ἐπιφσε[φίσει πα]ρὰ ταῦ[τα— — — — —]
10[10· ἐὰν δέ τις πα]ρὰ ταῦ[τα εἴπει ἒ] ἐπιφσε[φίσει — — — — —]
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前4世紀アテネの対エーゲ海外交
ーアテネとデロス間のプロクセニア付与を中心に―
竹尾美里（中京大学非常勤講師）
（１）アテネ→デロス

はじめに

史料①：ID 88 (Sylloge3 158)
前368年 フォキアス動議 受賞者：デロス人ヘライッポスの息子ピュトドロスとその子孫
エピクラテスによる修正案（15-27行）

377年にアテネが設立した第2次海上同盟の規約から、同盟諸
都市の「自由自治」が重要視されていたことが伺える。加盟都
市ではないデロス島は、こうした同時代の世相とは異なった状
況に置かれ、早くとも前393にはアテネによってデロスの聖財
管理が再開された(~前315年)。しかし残存する碑文史料からは
デロスが政治的な決定権をもち、民会が外国人に対しプロクセ
ニア付与していたことがわかっている。
本報告ではアテネ→デロス、デロス→アテネのプロクセニア
付与の事例を手掛りに、この時期の双方の関係を検討する。

（中略）Ἐπικράτης

ティオネスと同一人物か
εἶπεν· τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ τῆι βουλῆι, ἐπιμελεῖσθαι δὲ τὴν
βουλὴν
ὴ β
λὴ
[α]ὐτο̑ τὴν ἀεὶ βουλεύοσαν καὶ τὸς στρατηγὸς τὸς ἀεὶ στρατηγο̑ντας καὶ τὸς Ἀμφικτύονας τὸ受賞者の安全保障に言及
ς ἀεὶ ἀμφικτυονεύοντας ἐν Δήλωι ὅπως ἂν αὐτὸν μηδεὶς ἀ[δικ]ῆι· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν
στήληι λιθίνηι τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς καὶ στῆσαι
ἐν ἀκροπόλει· ἀναγράψαι δὲ τὸν γραμματέα
τῶν Ἀμφικτυόνων ἐν στήληι λιθίνηι ἀντίγραφον καὶ στῆσαι ἐν τῶι ἱερῶι τῶι Ἀπόλλωνος
ἐν Δήλωι· εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν δοῦναι τῆς στήλη- 石碑建立の費用の一部
は犯罪者からの罰金
τοὺς Ἀμφικτύονας ἐκ τῶν χρημάτων τῶν εἰσ→ID98に記された殴
πραττομένων παρὰ τῶν τὰς δίκας ὀφλόντων.
打事件との関係

先行研究
①前4世紀のアテネのプロクセニア付与に関して
アテネの対外政策の役割 Perlman(1958)

前362年 アンドロメネス動議 受賞者：ピュトドロスの姉妹と甥

②アテネによるデロスへのプロクセニア付与について
アポロン聖域でのアテネ人の活動の支援に対して
Homolle(1879) Laidlaw (1932) Plassart(1950)

（ 33-34行目） ἀνὴρ

→デロス島内の親アテネ派への対応

“ἀνὴρ ἐν ταῖς νήσοις [ἂpιστ]ος”に着目

親アテネ派のデロス人がアテネに亡命した事例
史料②：IG ii2 222=SIG 226

③前4世紀アテネとデロスとの関係について
聖財管理記録からの見解：Chankowski (2008) Rutishauser (2012)
・聖財融資→第二次海上同盟や経済活動とは無関係
・アテネのデロス島介入は純粋に宗教的な関心に基づく
・デーリア祭の定期的な運営が重要課題
・アテネとデロスの共同管理の実体

前345-343年？ デロス人

ペイシテイデスに対しアテネの市民権、1日1ドラクマの手当

→デロス島内の親アテネ派の立場の弱体化

（２）デロス→アテネ
史料③：ID 75
前340年頃 授賞主体：デロスの民会
デモクラテス動議
受賞者： トライ区のカリッポスの子カリアス、 カリアスの子ヒエロンとエレトリウス
顕彰内容：プロクセノス アテレイア

前343年の独立訴訟：Osborne(1974) Chankowski(2008)
Constantakopoulou(forthcoming:2014)

史料④：ID 74
前4世紀末 授賞主体：デロスの評議会と民会
アクロビロス動議
受賞者： ミュリヌウス区のポリュメドウスの子カイリテスとその子孫
顕彰内容：プロクセノス アテレイア
受賞者： テオドロスの子アンティフォンの兄弟
顕彰内容：プロクセノス ＋？

＜検討事項＞
聖財管理記録以外の史料から読み取れるアテネの対デロス政策
→同時代のエーゲ海対策の１つとして

結

ἐν ταῖς νήσοις [ἂpιστ]ος

Osborne(1974)

同時代のテーベの対外政策を意識して
Perlman(1958;190)

エピクラテスは、377/6年から
374/3年に就任していたアンフィク

（15-27行 抜粋）

Amp.期間と思われるプロクセニア付与は上記以外に7例確認されている。
ID76(326年): 対イオス人、ID78(前4世紀末):対ミレトス人、ID79, 81(bis), 83, 84, 85: 対象
者不明。
この期間の顕彰内容にエンクテーシスや市民権の付与は含まれていなかったが、独立後のプロ
クセニアにはエンクテーシスは含まれるようになる。cf. Osborne(1974; 170, no.6)

論

アテネ→デロス人へのプロクセニア付与
・デロス島内の親アテネ派に対する考慮であると同時に、
その背後に増加する反アテネ派の存在を示している。
・政治亡命者対応に近い

デロス→アテネ人へのプロクセニア付与
・前343年の独立訴訟後に出現か？
・アテネがデロスの政治的独立を認めると同時に、他国間と
の政治的な関係を容認

①プロクセニア付与は一種のプロパガンダ的要素を含むというPerlmanの見解を支持する一方、アテネとデロスのそれは顕
彰内容の違いから意味合いが異なっていたのではないか。
②前360年代以降デロス島内の親／反アテネ派への対応の必要性が生じた。
③デロスとの良好な関係を保つことでキクラデス諸都市に対し「アテネは信頼するに足る」存在であることを示したのか？

参考文献
V. Chankowski (2001), “Athènes, Délos, et les Cyclades à l’époque classique: un réseau économique?,
REA103, pp.83-102.
V. Chankowski (2008), Athènes et Délos à l’époque classique. Recherches sur l’administration du
sanctuaire d’Apollon délien, Athenes.
C. Constantakopoulou,(forthcoming: 2014) “The Shaping of the Past: Local History and Fourth-century
Delian Reactions to Athenian Imperialism”, in A. Powell and K. Meidani eds. The Eyesore of Aigina:
anti-Athenian attitudes in Greek, Hellenistic and Roman history, Classical Press of Wales.

Th. Homolle (1879) “Décrets athéniens des années 369 et 363”, BCH III, pp. 473-478.
W.A. Laidlaw (1932) A history of Delos, Oxford.
M. Osborne (1974), ‘Two Athenian decrees for Delians’, Eranos 72, 168-84.
A.Plassart (1950) Inscriptions de Délos, Paris.
B.Rutishauser (2012) Athens & the cyclades, Economic strategies 540-314BC, Oxford.
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属州サルディニアにおけるフェニキア・カルタゴ文化について
ー都市スルキスの二言語併用碑文を中心にー
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ôíåñpõ
＜イミルコの孫でイドニバルの息子であるイミルコ
が、参事会の決定によってこの神殿を建設した。そ
して彼の息子であるイミルコは、彫像を置く。＞
ôGÜïãàpõ
＜ヒミルカットの息子のイドニバルの息子であるヒ
ミルカットは、スルキス参事会の同意を受け、女神
Elatのためにこの聖域を建設した。そして彼の息子
であるヒミルカットは、この彫像を置く。＞
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ȕȭȳȆǣȌǹ ࢸ᪭᳸ 

ƀ൦ᢊ&G#SWCGFWEVW7TDKU4QOCGƁ

ȷȕȩǦǣǦǹஔƴႎኺഭǛᆢǉŵ

Ӳ൦ᢊƷഭӪǍཎࣉŴ൦ᢊƴ᧙Ƣǔ২ᘐႎբ᫆ŴGVE
ăž႐ࠔƷពɨཋƨǔ൦Ʒ̓ዅƕفƑƨᲛſ

൦ᢊᧈܫEWTCVQTCSWCTWOƴŵ
ȷࢸ࠰Ŵ൦
ȷࢸ࠰Ŵƀ൦ᢊƁǛɭƴЈƢŵ 

  ᧙̞Ƣǔᣃࠊբ᫆ǁƷᚕӏ

žᣃࠊƷͤμࣱſ
ßääCSWCTWOKPKWPEVWOQHHKEKWOCF žᣃࠊƷ̝ႩƴǋͤμࣱƴǋŴƞǒƴƸܤμ
WUWOVWOCFUCNWDTKVCVGOCVSWGGVKCOƴǋ᧙̞ƷƋǔŴ൦ƴ᧙ƢǔᎰѦƕ ᅶƴ ᛢ
UGEWTKVCVGOWTDKURGTVKPGPUääà ƤǒǕƯƍǔƷưääſ
(TQPVKP#S 



ßääGVOCIKUUGPVKGVWTUCNWDTKVCU
GKWUFGOCGVGTPCGWTDKUCWEVQ
ECUVGNNQTWOQRGTWOOWPGTWOGV
NQEWWOPWOGTQà KDKF 




žǇƨᝪ൦Ŵ൦ᢊᚨͳŴ֩൦Ŵπσ൦Ⴔƕ
ٻفƢǔƜƱưŴ൨ᢒƷᣃࠊƷͤμࣱƸƍƬ
ƦƏज़ơǒǕǔǑƏƴƳǔƩǖƏſ



ßääCNKCOWPFKVKCTWOHCEKGURWTKQT
žƬƯ٭ǘƬƯڈᰯƳٳᚇŴɟޖฌǒƔƳ
URKTKVWUGUVGVTGOQVCGUWPVECWUCG
ᆰൢƕƦƜƴƸƋǓŴƔƭƯƠƹƠƹᣃࠊƷ
ITCXKQTKUECGNKSWKDWUCRWFXGVGTGU
ᆰൢǛफӸ᭗ƍǋƷƴƠƯƍƨŴٻൢƷᒊ
UCGRGWTDKUKPHCOKUCGTHWKVà KDKF
ƠƞƷҾ׆ƸӕǓƞǒǘǕƨſ
 
Cf.Dig.43.23.1.2 “Curavit autem praetor per haec interdicta, ut cloacae et purgentur et
reficiantur, quorum utrumque et ad salubritatem civitatium et ad tutelam pertinet:
nam et caelum pestilens et ruinas minantur immunditiae cloacarum, si non
reficiantur.”

ăࠊൟƕǈ൦ǛǑǓٶƘʭӖƢǔƜƱƱƸКƷМႩƱƠƯƷžᣃࠊƷͤμࣱſ
ҔܖƱؾ
ȷ൦ǍٻൢƱͤࡍƷ᧙̞ƴƭƍƯƷ
ಮŷƳᚡᡓ
ȷƲǜƳᣃࠊƕͤࡍƴᑣƍƷƔᲹ
ăႸႎƸधᎍ̾ʴƷͤࡍğπƷբ᫆

πᘌෘئ

ҔܖႎᣃࠊᚘဒᲹ

žπᘌෘئƷᚨƸᘓဃሊƔᲹſ
   πᘌෘئƷͤࡍƴ᧙ƢǔೞᏡ
ᲷȞȃǵȸǸǍᢃѣƴǑǔၲǍͤࡍዜਤ
̾ŷʴƷၲƷئĆᣃࠊμ˳Ʒؾ

ȕȭȳȆǣȌǹƷᣃࠊؾᛐᜤ
ȷᨼׇဃᆰ᧓Ʒբ᫆ƱƠƯƷͤࡍƷ৭੮
ȷᣃࠊƴஊƳؾƷբ᫆ƱͤࡍƷ᧙̞
ȷᘍႎਜ਼ፗƕؾǛોծưƖǔƱƍƏྸᚐ

ɼᙲӋᎋ૨ྂ
ɟഏ૨ྂ
4QFIGTU4*(TQPVKPWU&G#SWCGFWEVW7TDKU4QOCG%CODTKFIG7PKXGTUKV[2TGUU

ǇƨᎇᚪƴƸŴӷ൞ƷᒍᚪǛӋᎋƴƠƨŵJVVRYYYWXOGFW`TTQFIGTU(TQPVKPWUJVON
ʚഏ૨ྂ
0WVVQP8ß/GFKECNVJQWIJVQHWTDCPRQNNWVKQPàKP*QRG8//CTUJCNN'GFU&GCVJ
CPF&KUGCUGKPVJG#PEKGPV%KV[4QWVNGFIG
5EQDKG#ß5NWOUCPKVCVKQPCPF/QTVCNKV[KPVJG4QOCPYQTNFà-NKQ
*QFIG#64QOCP#SWGFWEVUCPF9CVGT5WRRN[$TKUVQN%NCUUKECN2TGUU
2GCEJKP/(TQPVKPWUCPFVJG%WTCGQH%WTCVQT#SWCTWO(TCP\5VGKPGT8GTNCI
ءʰʼŴƀΨᬍȭȸȞƴƓƚǔπᘌෘئƱžᣃࠊƷͤμࣱſƁŴȑȖȪȃǯȒǹȈȪȸӭŴ
࠰ŵ
ᏑƸˌɦƷǵǤȈƷဒǛМဇƠƨŵ
JVVRYYYKCVJXKTIKPCGFWYCVGTNCPEKPKCSWGFWEVUJVON
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žƀͤμƳئƁƴᣃࠊǛƯǔſ
ƱƍƏȆȸȞŵ
ăȷբ᫆ƳƷƸᐯؾŵ
 ȷgؾƷોծ ŨؾƷׅᢤ

31 May- 1 June, 2014   

ᚋ ୡ⣖࢞ࣜ ࢤ࣐ࣝࢽࣈࣜࢱࣥࢽ㛫
ᚋ㹼ୡ⣖࣭࢞ࣜࢤࣝ
ࡢ᫆ࢆᢸࡗ
ࡢ᫆ࢆᢸ
ࡗࡓၟேࡓࡕ
ࡓၟேࡓࡕ
㛗㇂ᕝ

ᩗ

(PDLO WDND KDVH#JPDLO FRP
㸦᪥ᮏᏛ⾡⯆≉ู
㸦
ᮏᏛ⾡⯆≉ู
ู◊✲ဨ㸧(PDLOWDNDKDVH#JPDLOFRP
ู◊✲ဨ㸧

䊠┠ⓗ䠖

ྐᩱⓗ䛺ไ㝈䛾ᨾ䛻䛣䜜䜎䛷༑ศ䛻᳨ウ䛥䜜䛶䛣䛺䛛
䛛䛳䛯ᖇᨻ๓ᮇ䛾㝣䠄䜺䝸䜰䞉䝀䝹䝬䝙䜰䠅䛸䝤䝸䝍䞁䝙䜰㛫䛾ᾏୖ
᫆䛻ᚑ䛧䛯ၟே䛯䛱䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶䚸㛵㐃䛩䜛ዊ⣡☃ᩥ䜎䛯䛿☃
☃䛛䜙ᙼ䜙䛾≉ᚩ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛䚹䛥䜙䛻䚸䛭䛾≉ᚩ䛾⫼ᬒ䜢᥈䜚䚸
᫆䛻ᚑ䛧䛯ၟே䛯䛱䛻↔Ⅼ䜢ᙜ䛶
㛵㐃䛩䜛ዊ⣡☃ᩥ䜎䛯䛿☃
☃䛛䜙ᙼ䜙䛾≉ᚩ䜢᫂䜙䛛䛻䛩䜛 䛥䜙䛻 䛭䛾≉ᚩ䛾⫼ᬒ䜢᥈䜚
ᖇᅜ᪉ᾏᇦ䜢⯙ྎ䛸䛧䛯ၟᴗ䛾ᐇែ䛻㛵䛧௬ㄝ䜢ᥦ♧䛩䜛䚹
ᖇᅜ᪉ᾏᇦ䜢⯙ྎ䛸䛧䛯ၟᴗ䛾ᐇែ䛻㛵䛧௬ㄝ䜢ᥦ♧䛩䜛




ϩྐᩱ࣭ศᯒ᪉ἲ
ϩྐᩱ
ྐᩱ ศᯒ᪉ἲ㸸ࢻࣥࣈࣝࣇ࣭ࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ࡛
࡛Ⓨぢ

☃ᩥ␒ྕ
㸦㹼㸧

ࠊࡑ
ࡉࢀࡓ⯟ᾏࡢᏲㆤ⚄ࢿࣁࣞࣥࢽዪ⚄ᤝࡆࡽࢀࡓዊ⣡☃ᩥ⩌

ࡑ
ࡢၟே㛵㐃☃ᩥࡢ୰ࡽࠊ㝣ࣈࣜࢱࣥࢽ㛫ࡢ᫆ᚑ
ࡋࡓ
ࡢၟே㛵㐃☃ᩥࡢ୰ࡽ 㝣ࣈࣜࢱࣥࢽ㛫ࡢ᫆ᚑ
⪃࠼ࡽࢀࡿၟேࡢࢆᢳฟ ☃ᩥ୰ࡢฟ㌟ᆅྡ ࡲࡓࡣ
⪃࠼ࡽࢀࡿၟேࡢࢆᢳฟࠋ☃ᩥ୰ࡢฟ㌟ᆅྡࠊࡲࡓࡣ
ࡣၟே
ࢆศᯒ
ࡢྡ๓ࡢᅛ᭷ྡモᏛ RQRPDVWLFV ⓗᡭἲ➼ࡽᙼࡽࡢฟ㌟ᆅᇦࢆ
ࢆศᯒࠋ




ձP. Arisenius Marius
ձ
ղNegotiator
ղN g ti t Britannicianus
B it
i i
ճAE 1983
ճAE,
1983, 721
մ
մࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ

ࣉ
մࢥࣞࣥࢫࣉࣛ
ࢺ
յࢤ࣐ࣝࢽࡲࡓࡣࢣࣝࢺ



ࣚ ࢡ
࣮ࣚࢡ


ࣚ ࢡࣜࣥ࢝ࣥࡢ
ղȸ / ࣮ࣚࢡࣜࣥ࢝ࣥࡢ
ղ
ࣜ
࢘ࢢࢫࢱ࣮ࣜࢫ
ճILA,
ճILA Bordeaux,
Bordeaux 19 㸦237ᖺ㸧
մ࣎ࣝࢻ
մ࣎ࣝࢻ࣮
մ
յୗࣈࣜࢱࣥࢽᒓᕞ㸽

ࣜࣥ࢝ࣥ
ࣥ

ࢻࣥࣈࣝࣇ
ࢥࣞࣥࢫࣉ
࣮ࣛࢺ
ࣛ
ࢺ
ࣛࣥᕝ





ࢣࣝࣥ

࣋ࢵ ࢘࢟ ᪘
࣋ࢵ࣮ࣟ࢘࢟᪘



࢝
࢝ࢫࢸࣝ







࣎ ࣦ
࣮ࣦ࢙࣎

ࢺ࣮ࣜ
ࣜ
ࢺ࢙ࣞ࢘ࣜ ᪘
ࢺ࢙࣮ࣞ࢘ࣜ᪘

࢙࢘ࣜ࢜࢝ࢵࢭࢫ᪘
࢘
ࣜ࢜࢝ࢵࢭࢫ᪘

ࢭ ࢾᕝ
ࢭ࣮ࢾᕝ





ࣈࣝࢪ
ࣈࣝࢪࣗ
࣎
࣎ࣝࢻ࣮

ձ[
ձ[……]M[…]
] [ ]
ղ[Neg(otiator)] Gallicanu[s]
ճAE 1973
ճAE,
1973, 374
մࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ
մ
ࣥ ࣉࣛ ࢺ
ࣞ
յ᫂

 
 

?

ࣝ ࣥ
࣮ࣝࣥ

ࣅࢺࣜࢤࢫ
ࢫ࣭
ࢡࣅ᪘
᪘

ձ[.]] Valerius Mar[…...]
ձ[
Mar[
]
ղNegotiator Can[tianus] et
ղNegotiator
G
Geserecan[us]
[ ]
ճAE 1983
ճAE,
1983, 720
մ
մࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ
մࢥࣞࣥࢫࣉࣛ
ࣉ
ࢺ
յࣈࣜࢱࣥࢽ㸽

ࣜࣚࣥ

ͤᆅᅗୖࡢྛ☃ᩥ␒ྕࡣࠊၟேࡢฟ㌟ᆅᇦࢆ⾲ࡍࠋ
ͤᆅᅗୖࡢྛ☃ᩥ␒ྕࡣ
ၟேࡢฟ㌟ᆅᇦࢆ⾲ࡍ
⾲
 ࡣ࣭࢞ࣜࢤ࣐ࣝࢽᆅ
 ࣭  ࡣ᫂ࠋ
ᆅ᪉ฟ㌟
ᆅ᪉ฟ㌟ࠊ
ࡣ᫂


ձPlacidus
ղNegotiator
ղ
ղN g ti t Britannicianus
B it
i i
ճAE 1975
ճAE,
1975, 651; AE,
AE 1982
1982, 724
մࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ
մࢥࣞࣥࢫࣉࣛ
ࢺ
յ࢘ ࣜ࢜࢝ ࢭࢫ᪘
յ࢙࢘ࣜ࢜࢝ࢵࢭࢫ᪘
յ

?

ࣟࣥࢻࣥ

࣮ࣟ࣡ࣝᕝ



ձM.
ձM Aurelius Lunaris

㸦ᆅᅗሗࡣ$QFLHQW :RUOG0DS
:RUOG 0DSSSLQJ &HQWHU $:0& ࡼࡾධᡭࠋ
ࡼࡾධᡭ
ᆅᅗ〇సࡣ4*,6ࠊ3KRWRVKRS(OHP
ᆅᅗ〇సࡣ4*,6
   3KRWRVKRS (OHPPHQWV ࠊ3RZHUSRLQWࡼࡿࠋ㸧
  3RZHUSRLQW ࡼࡿ 㸧

ղ
i
i
i i
ղNegotiator
Britannicianus
ճCIL XIII,
ճCIL,
XIII 634㸦2ୡ⣖ᮎ㸧
մ࣎ࣝࢻ࣮
մ࣎ࣝࢻ
յࢺ ࢘ ࣜ ᪘㸦㤳㑚㸸
յࢺ࢙࣮ࣞ࢘ࣜ᪘㸦㤳㑚㸸
յࢺࣞ࢘
᪘㸦㤳㑚
ࢺࣜ  ࣋ࣝࢠ࢝ᒓᕞ㸧
ࢺ࣮ࣜࠊ࣋ࣝࢠ࢝ᒓᕞ㸧
ձL. Viducius [Pla]cidus
ձL
ղ[N]] g i
ղ[N]egotiator
ղ[
[B i
[[Britann(icianus)]
((i i
)]
ճAE 1983
ճAE,
1983, 643 㸦221ᖺ㸧
մ࣮ࣚࢡ㏆㑹
մࣚ
ࢡ㏆㑹
յ࢙࢘ࣜ࢜࢝ࢵࢭࢫ᪘㸦㤳㑚㸸
յ࢘
ࣜ࢜࢝ ࢭ ᪘㸦㤳㑚
ࣜ࢜࢝ࢵࢭࢫ᪘㸦㤳㑚
ࣝ ࣥ ࣝࢢࢻࢿࣥࢩࢫᒓᕞ㸧
࣮ࣝࣥࠊࣝࢢࢻࢿࣥࢩࢫᒓᕞ㸧

ձTiberinius Celerianus
ղȸ / moritex
ղ
ճRIB, III,
ճRIB,
ճ
III, 3014
3 4
㸦161 169ᖺࡲࡓࡣ177 180ᖺ㸧
㸦161-169ᖺࡲࡓࡣ177-180ᖺ㸧
մࣟࣥࢻࣥ༡㑹ࢧࢨ࣮ࢡ
մࣟࣥࢻࣥ༡㑹ࢧࢨ
ࢡ
յ࣋ࢵ࣮ࣟ࢘࢟᪘㸦㤳㑚㸸
յ࣋ࢵ ࢘
յ
࢘࢟
࢟ ᪘㸦㤳㑚
࣎ ࣦ࢙ ࣋ࣝࢠ࢝ᒓᕞ㸧
࣮ࣦ࢙࣎ࠊ࣋ࣝࢠ࢝ᒓᕞ㸧

ᆅᅗ 㝣ࣈࣜࢱࣥ
ࣈࣜࢱ
ᆅᅗ㸸㝣
ࣈࣜࢱࣥࢽ


 ձL.
ձL Solimarius Secundinus



M.
M Aurelius
L
i ࡢ
Lunarisࡢ
ዊ⣡☃ᩥ

ձၟேࡢྡ๓
ձၟே ྡ๓
ձၟ
๓
ղၟே⫋✀/ࡑࡢ⫋✀
ճ☃ᩥཧ↷␒ྕ㸦〇సᖺ㸧
ճ
〇
մ☃ᩥⓎぢᆅ
յၟேࡢฟ㌟ᆅᇦ



ձM. Verecundius Diiogenes
ձM
ղȸ / ࣚ
࣮ࣚࢡࡢ6ே
ղ
ࢡ
ࢡࡢ6ே
ே
ேጤဨ㸦 i 㸧/
ேጤဨ㸦sevir㸧/
quinquennalisࡲࡓ
ࡓࡣmoritex
ࡓࡣmorite
ճRIB I,
ճRIB,
I 678
մ
մ࣮ࣚࢡ㏆㑹
մࣚ
ࢡ㏆㑹
յࣅࢺࣜࢤࢫ࣭ࢡࣅ
յࣅࢺࣜࢤࢫ ࢡࣅ᪘
㸦㤳㑚㸸ࣈࣝࢪࣗࠊࢡࢱࢽᒓᕞ㸧
㸦㤳㑚㸸ࣈࣝࢪࣗ



ձC Aurelius Verus
ձC.
ղ
ղNegotiator
Britannicianus /
Moritex
M it
ճAE 1983
ճAE,
1983, 722 / CIL,
CIL XIII,
XIII 8164a
մ
մࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ
մࢥࣞࣥࢫࣉࣛ

ࣉ
ࢺ / ࢣࣝࣥ
ࢣ
յᜍࡽࡃࢣࣝࣥ

Placidusࡢዊ⣡☃ᩥ

ୗグ☃ᩥሗࡢぢ᪉


ձM Secund(ius ࡲࡓࡣinius?)
ձM.
ࡲ
Silvanus
ղNegotiator
ղ
[ ]
ղN g ti t cretar
t riu[s]
i [ ] Britannicianu[s]
B it
i i
ճCIL XIII,
ճCIL,
XIII 8793 / AE,
AE 1973
1973, 370
մࢻࣥࣈࣝࣇ / ࢥࣞ
ࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺ
ࣞࣥࢫࣉࣛ
ࢺ
յᜍࡽࡃࢣࣝࣥ
յ

 ձ[---]
ձ[ ] Fufidius
ղ[Negoti]ator [cret]arius ex
[provinc]ia
[
[p
i ]]i Bri[tannia]
i[[
i ]
ճCIL,
ճCIL XIII,
XIII 7300
մ࢝ࢫࢸࣝ㸦ࣛࣥᕝࢆᣳࡳ
࣐ࣥࢶᑐᓊ㸧

ࣥࢶᑐᓊ㸧
ᑐᓊ㸧
յ᫂

Ϫ⤖ㄽ ௬ㄝ
Ϫ⤖ㄽ࣭௬ㄝ
㏆ᖺห⾜ࡢࢥࣞࣥࢫࣉ࣮ࣛࢺⓎぢࢿࣁࣞࣥࢽዪ⚄ዊ⣡☃ᩥ㞟
㞟ᡂ
ࢻࣥࣈࣝࣇⓎぢ☃ᩥ㞟ᡂ ࡑࡋ࡚☃ᩥ୰ࠕၟேࠖࡢ┤
㞟ᡂࠊࢻࣥࣈࣝࣇⓎぢ☃ᩥ㞟ᡂࠊࡑࡋ࡚☃ᩥ୰ࠕၟேࠖࡢ┤
᳨ウࡽࠊ㹼ୡ⣖ࡢ㝣
ࣈࣜࢱࣥࢽ㛫࡛᫆ࡣࠊ㝣ฟ
᥋ゝཬࡣḞࡃࡶᐇ㉁ⓗၟே⪃࠼ࡽࢀࡿே≀㛵ࢃࡿ☃ᩥࡢ᳨
᳨ウࡽ 㹼ୡ⣖ࡢ㝣࣭ࣈࣜࢱࣥࢽ㛫࡛᫆ࡣ
㝣ฟ
㌟⪅
㌟⪅ࠊࡾࢃࡅἙᕝ㏻㊰㸦ࣛࣥᕝࠊࢭ
ࢃ
 ㊰
ࢾᕝࠊࣟ࣡ ࣝᕝྛ
ྛ
ྛỈ⣔
ᜨ ࢀ
㌟⪅ Ꮡᅾࡀ ⴭ ࠶
㌟⪅ࠊࡾࢃࡅἙᕝ㏻㊰㸦ࣛࣥᕝࠊࢭ࣮ࢾᕝࠊ࣮ࣟ࣡ࣝᕝྛ
ྛỈ⣔㸧ᜨࡲࢀࡓᆅᇦࡢฟ㌟⪅ࡢᏑᅾࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ୖグࡢྛỈ⣔ࡣࠊ࢞ࣜ༡㒊࣭ᆅ୰ᾏἢᓊᆅᇦすὒ࣭ᾏἢ
ୖグࡢྛỈ⣔ࡣ
グ ྛỈ⣔ ࠊ࢞ࣜ༡㒊
ࣜ༡㒊 ᆅ୰ᾏἢᓊᆅᇦ
ᆅ୰ᾏἢᓊᆅᇦすὒ
すὒ ᾏἢ
ἢᓊᆅᇦࢆ⤖ࡧࡅࡿ㔜せ࡞㏻㊰ ࡋࡓࡀ ࡚ࠊᙼࡽ㝣ฟ
ἢᓊᆅᇦࢆ⤖ࡧࡅࡿ㔜せ࡞㏻㊰ࠋ
ἢᓊᆅᇦࢆ⤖ࡧࡅࡿ㔜せ࡞㏻㊰ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᙼࡽ㝣ฟ
ᙼࡽ㝣ฟ
㌟ၟேࡣࡇࢀࡽ୧ᆅᇦ㛫᫆ࡢ୰⥅ᆅࢆฟ㌟ᆅᇦࡋ ࡑࡇ࡛ᗈ
㌟ၟேࡣࡇࢀࡽ୧ᆅᇦ㛫᫆ࡢ୰⥅ᆅࢆฟ㌟ᆅᇦࡋࠊࡑࡇ࡛ᗈ
ᗈ⠊ரࡿேⓗ ≀ⓗࢿࢵࢺ࣡ ࢡࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡛ ࣈࣜࢱ
ᗈ⠊ரࡿேⓗ࣭≀ⓗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡛ࠊࣈࣜࢱ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࣥࢽฟ㌟⪅ẚࡋ࡚᭷࡞❧ሙ࡛᫆ࢆ⾜࠺ࡇࡀฟ᮶ࡓࡢ࡛
࡛ࡣ࡞࠸
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ӞˊἿὊἰࠔỉᙌብᚨḘἚἻἋἘỹἾעғửɶ࣎ỆḘᴾ
ᴾᴾᴾӒဋܱίඥܖٻܖٻᨈὸᴾᴾ
ᵣᵋᶋᵿᶇᶊᵘᴾᶋᶇᶉᶇᵌᶒᵿᶌᶂᵿᵌᵗᶁᵞᶑᶒᶓᵌᶆᶍᶑᶃᶇᵌᵿᶁᵌᶈᶎᴾ

բ᫆੩ឪᾉݱᰳብử̓ዅẲἣὅửẪẺỜỆỊẆᆝཋửᙌብẴỦ࣏ᙲầẝỦᴾ
ᴾ ḵἿὊἰࠊϋỉʴẉίࠔỆỊݲễẪᙸᆢờẾềờᵖᵎɢʴỉᴾ
ᴾ ᴾ ᴾʴӝὸỉửạẺỜỉᆝཋỊẆỄẮỂᙌብẰủềẟẺỉẦᾎᴾ
ႸႎᾉᴾẐเểẲềỉ൦ẑểẟạᙻໜẦỤἿὊἰࠊϋỉᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᙌብᚨỉᇌעở২ᘐỉ҄٭ỆếẟềᙸềẟẪᴾ
ṼᵫᵌᴾᵠᶃᶊᶊᴾᵧᵧᵧᴾᵆᵏᵗᵗᵎᵋᵏᵗᵗᵏᵇểᵟᵌᴾᵧᵌᴾᵵᶇᶊᶑᶍᶌᴾᵆᵏᵗᵗᵖᵋᵏᵗᵗᵗᵇỆợỦႆᛦ௹ᴾ
ᴾ ᴾᵴᶇᵿᴾᵫᶃᶂᶇᶁᶇᴾᵆἳἙỵἓᡫụᵇඝẟỉ൦щửဇẟẺᙌብᚨᴾ
ᵏᴾỺỸἼἷἇἃἋỉـᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ỉᙌብೞίإԓᎍὸᴾ

ᵐᴾ൦щဇỉᙌብೞᴾ
ᴾίᶋᶓᶑᶃᶍᴾᶂᶃᶊᶊᵿᴾᶁᶇᶔᶇᶊᶒ¢ᴾᴾ
ᴾᶐᶍᶋᵿᶌᵿࣄΨẆإԓᎍὸᴾ

ᇹᾀᴾ ἚἻἶἋ൦ᢊỉᚨίࢸᵏᵎᵗ࠰ὸᴾ
ᇹᾁᴾ ἚἻἶἋ൦ᢊỉ҅ͨểҤͨỆไนửᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ӕụ˄Ậề൦ửࡽẨᡂỚẆᙌብᚨửᚨፗẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᙌብᚨầ̅ỪủềẟẺẇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ίࢸᵐᵎᵎ࠰ˌᨀḵࢸᵒᵎᵎ࠰᪭ộỂὸᴾ
ᇹᾂᴾ ᙌብᚨầᄊْẰủẆࡑూẰủẺᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ίࢸᵒᵎᵎ࠰᪭ὸᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ Ḥࡑూࢸờࢸᵒᵔᵎ࠰᪭ộỂ҅ͨỉไนỆỊ൦ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ầ්ủềẟẺӧᏡࣱẝụᴾ
ᇹᾃᴾ ᙌብᚨỉࡑూࢸỉોሰίࢸᵒᵎᵎ࠰ˌᨀὸᴾ
ᇹᾄᴾ ἚἻἶἋ൦ᢊỉᦋݥίࢸᵓᵑᵕ࠰᪭ὸᴾ
Ӫ૰ᵐᴾἩἽἙὅἘỵỸἋᴾ
Ӫ
ẒἉἷὅἰἁἋᬚᛯίᶁᶍᶌᶒᶐᵿᴾᶑᶗᶋᶋᵿᶁᶆᶓᶋὸẓᇹᵗᵓᵎᘍίᵒᵎᵏᵍᵒᵎᵐ࠰ὸᴾ
ẒἉ

ίḠဦὸཋᚕỪệἶἝἁἽἲỉᙌብೞỊආ᱈ẲềẟỦᴾ
ίḠ
ỉ
ᵌᵌᵌᴾᵧᵿᶌᶇᶁᶓᶊᶇᴾᶋᶍᶊᵿᴾᶋᶓᶒᵿᴾᶏᶓᶇᶃᶑᶁᶇᶒᵝᴾ
ỉẦᾎᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ
Ӫ૰ᵑᴾἩἿἅἦỼἋẒӪᲢὑπὲρ τῶν πολέμων λόγοςᲣẓᴾ
Ӫ
ᴾᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ ᇹᵓࠇᇹᵏᵗᇘᇹᵏᵗራẆᇹᵐᵕ῍ᵐᵖራίᵓᵑᵕ࠰ὸᴾ

ᵏᵗᴾίḠဦὸἫἼἇἼỼἋỊഏỉợạễờỉửᎋకẲẺẇᴾ
ᵏᵗ
… Βελισάριος ἐξεῦρε τόδε .ᴾ

ḵ
ḵɶɭỆ୍ӏẲẺᑉ൦ửᡲेẰẶỦᙌብᘺፗᴾ
ᴾ ίίᵡᶄᵌᴾᵵᶇᶉᵿᶌᶂᶃᶐᵊᴾᵐᵎᵎᵎᵊᴾᶎᶎᵌᴾᵑᵖᵑᵋᵑᵖᵒᵇᴾ
ᵐᵕ
ᵐᵕᴾίḠဦὸẇẸẲềẸỉࢸἿὊἰʴẺẼỊẸủỤỉᙌብ
ᚨửМဇẲዓẬẺɟ૾ỂẆẸủỡảỆෘئỉẺỜỉ൦ử
ᚨ
ẴẾẦụЈẲɧឱẰẶềẲộẾẺẇᴾ
Ẵ
ᵐᵖᴾẲẦẲễầỤớẺỜỉ൦ỊɧឱễẪҗЎỆנ܍Ẳề
ᵐᵖ
ẟẺẆẸẲềඕẦỤᢒẪᩉủẺܼỆ˰ộẟ࠳ᢃỆờ൦ửൽ
ỚЈẴẮểầỂẨềẟẺỡảỆẇᴾ

Ӫ૰ᵏᴾἩἿἅἦỼἋẒӪᲢὑπὲρ τῶν πολέμων λόγοςᲣẓᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᇹᵓࠇᇹᵏᵗᇘᇹᵖራίᵓᵑᵕ࠰ὸᴾ
ᵖᴾẸẲềẸỉئỉӼẟͨẆἘỹἾඕửឭảẺểẮỨ
Ệ߾ٻễờỉầẝụẆɯỉ᪬ỆႻ࢘ẴỦẆẸỉئỆỊ
ӞỉˊỆᣃࠊỉẴỔềỉᙌብᚨầᡯỤủềẟẺỉ
ỂẝỨạẆẸủỡảẸỉئỂỊܱᨥỆɯỉ᪬Ệᢃị
ủềẨẺٻỉ൦ầ൦ᢊửᡫẾềẸỉئẦỤẆٻẨễ
щửˤẟếế᩿ỆӼẦẾềẘ්ủềẙᘍẪỉỂẝỦẇᴾ

27 ... καὶ τὸ λοιπὸν Ῥωμαῖοι τούτοις μὲν τοῖς μύλωσιν
ἐχρῶντο, τῶν δὲ βαλανείων τοῦ ὕδατος τῇ ἀπορίᾳ
παντάπασιν ἀπεκέκλειντο.
28 ὕδωερ μέντοι ὅσον πιεῖν διαρκὲς εἶχον, ἐπεὶ καὶ τοῖς τοῦ
ποταμοῦ ἑκαστάτω οἰκοῦσι παρῆν ἐκ φρεάτων ὑδρεύεσθαι.ᴾ

ḵἆὊἚʴỆợỦૌỉࢸờἿὊἰࠊϋỂỊẆѣщểẲềᴾ
̅ဇẴỦ൦ểỊКỆẆ૰ဇỉ൦ờҗЎỆנ܍ẲềẟẺᴾ

8 Τούτου τε ἀντικρὺ τοῦ χώρου, ἐκτὸς τοῦ Τιβέριδος,
λόφον τινὰ μέγαν ξυμβαίνει εἶναι, ἔνθα δὴ οἱ τῆς πόλεως
μύλωνες ἐκ παλαιοῦ πάντες πεποίηνται, ἅτε ὕδατος
ἐνταῦθα πολλοῦ διὰ μὲν ὀχετοῦ ἀγομένου ἐς τὴν τοῦ λόφου
ὑπερβολήν, ἐς τὸ κάταντες δὲ ξὺν ῥύμῃ μεγάλῃ ἐνθένδε
ἰόντος.ᴾ

Ӌᎋ૨ྂᴾ

ኽᛯᴾ
ṼᇌעḠ࣯ễ᩿Ẇᝅ݈Ệ൦ầ̓ዅẰủỦئᴾ
ḵᙹٻễʴӝửạẺỜỆỊẆʴщởအщˌٳỆᴾ
ᴾᴾᴾѣщểẲề൦ửМဇẴỦ২ᘐửݰλẴỦ࣏ᙲầẝẾẺᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ḷᴾ
ṼἩἿἅἦỼἋỉᚡᡓḠӞˊἿὊἰࠔỆỊẦẾẺᴾ
࢟ỉ൦щửဇẟẺᙌብೞỉݰλửʖẰẶỦᴾ
ḵѣщเểẲềỉ൦ỉ̖͌ầ᭗ộẾẺӧᏡࣱửᅆՐᴾ

ᵮᶐᶍᶁᶍᶎᶇᶓᶑᵊᴾᵦᶇᶑᶒᶍᶐᶗᴾᶍᶄᴾᶒᶆᶃᴾᵵᵿᶐᶑᵊᴾᶀᶍᶍᶉᶑᴾᵓᵋᵔᵊᴾᵏᵓᵊᴾᶔᶍᶊᵌᴾᵑᵊᴾᵆᵢᶃᶕᶇᶌᶅᵊᴾᵦᵌᴾᴾ
ᴾ ᵠᵌᴾᵆᶒᶐᵿᶌᶑᵌᵇᵊᴾᵡᵿᶋᶀᶐᶇᶂᶅᶃᴾᶍᶄᴾᵫᵿᶑᶑᵿᶁᶆᶓᶑᶃᶒᶒᶑᵙᴾᵪᶍᶌᶂᶍᶌᵊᴾᵏᵗᵏᵗᵊᴾᵆᵪᶍᶃᶀᵇᵇᵌᴾ
ᵮᶐᶓᶂᶃᶌᶁᶃᵊᴾᵮᶑᶗᶁᶆᶍᶋᵿᶁᶆᶇᶃᵊᴾᵡᶍᶌᶒᶐᶃᴾᵱᶗᶋᶋᵿᶏᶓᶃᵊᴾᶒᶍᶋᶃᴾᵑᵊᴾᵆᵪᵿᶔᵿᶐᶃᶌᶌᶃᵊᴾᴾ
ᴾ ᵫᵌᴾᵆᶃᶂᵌᴾᶃᶒᴾᶒᶐᵿᶂᵌᵇᵊᴾᵮᵿᶐᶇᶑᵊᴾᵐᵎᵎᵐᵊᴾᵆᵠᶓᶂ«ᵇᵇᵌᴾ
ᵠᶃᶊᶊᵊᴾᵫᵌᴾᵧᵧᵧᵊᴾḛᵟᶌᴾᵧᶋᶎᶃᶐᶇᵿᶊᴾᵤᶊᶍᶓᶐᴾᵫᶇᶊᶊᴾᶍᶌᴾᶒᶆᶃᴾᵨᵿᶌᶇᶁᶓᶊᶓᶋḜᵊᴾᶇᶌᵘᴾᵪᵿᴾᴾ

ᴾ ᶐᵿᶔᶇᶒᵿᶇᶊᶊᶃᶋᶃᶌᶒᴾᶃᶌᴾᶀᶊ«ᴾᶂᶃᴾᶐᶍᶋᶃᴾᶃᶒᴾᶂᶃᶑᴾᶁᶃᶌᶒᶐᶃᶑᴾᶓᶐᶀᵿᶇᶌᶑᴾᶂᶃᶑᴾᶂ«ᶀᶓᶒᶑᴾᴾ
ᴾ ᶂᶃᴾᶊᵿᴾᵰ«ᶎᶓᶀᶓᶊᶇᶏᶓᶃᴾᶈᶓᶑᶏᶓḚᵿᶓᴾᵦᵿᶓᶒᴾᵣᶋᶎᶇᶐᶃᵊᴾᵟᶁᶒᶃᶑᴾᶂᶓᴾᶁᶍᶊᶊᶍᶏᶓᶃᴾᴾ
ᴾ ᶇᶌᶒᶃᶐᶌᵿᶒᶇᶍᶌᵿᶊᴾᶂᶃᴾᵬᵿᶎᶊᶃᶑᴾᵆᵏᵗᵗᵏᵇᵊᴾᵬᵿᶎᶊᶃᶑᵋᵰᶍᶋᶃᵊᴾᵏᵗᵗᵒᴾᵆᵡᶍᶊᶊᵌᴾᵡᵨᵠᵊᴾᴾ
ᴾ ᵏᵏᵍᵡᶍᶊᶊᵌᴾᵣᵤᵰᵊᴾᵏᵗᵔᵇᵊᴾᶎᶎᵌᴾᵕᵑᵋᵖᵗᵌᴾ
ᵡᶍᵿᶐᶃᶊᶊᶇᵊᴾᵤᵌᴾᵆᵿᴾᶁᶓᶐᵿᴾᶂᶇᵇᵊᴾᵰᶍᶋᵿᵊᴾᵰᶍᶋᵿᵋᵠᵿᶐᶇᵊᴾᵏᵗᵖᵎᵌᴾ
ᵵᶇᶉᵿᶌᶂᶃᶐᵊᴾᵌᵊᴾḛᵲᶆᶃᴾᵵᵿᶒᶃᶐᵋᵫᶇᶊᶊḜᵊᴾᶇᶌᵘᴾᵵᶇᶉᵿᶌᶂᶃᶐᵊᴾᵌᴾᵆᶃᶂᵌᵇᵊᴾᵦᵿᶌᶂᶀᶍᶍᶉᴾᴾ
ᴾ ᶍᶄᴾᵟᶌᶁᶇᶃᶌᶒᴾᵵᵿᶒᶃᶐᴾᵲᶃᶁᶆᶌᶍᶊᶍᶅᶗᵊᴾᵪᶃᶇᶂᶃᶌᵙᴾᵠᶍᶑᶒᶍᶌᵙᴾᵩ¸ᶊᶌᵊᴾᵐᵎᵎᵎᵊᴾᶎᶎᵌᴾᴾ
ᴾ ᵑᵕᵏᵋᵒᵎᵎᵌᴾ
ᵵᶇᶊᶑᶍᶌᵊᴾᵟᵌᴾᵧᵌᵊᴾḛᵲᶆᶃᴾᵵᵿᶒᶃᶐᵋᵫᶇᶊᶊᶑᴾᶍᶌᴾᶒᶆᶃᴾᵨᵿᶌᶇᶁᶓᶊᶓᶋḜᵊᴾᵫᶃᶋᶍᶇᶐᶑᴾᶍᶄᴾᶒᶆᶃᴾᴾ
ᴾ ᵟᶋᶃᶐᶇᶁᵿᶌᴾᵟᶁᵿᶂᶃᶋᶗᴾᶇᶌᴾᵰᶍᶋᶃᵊᴾᵒᵓᵊᴾᵐᵎᵎᵎᵊᴾᶎᶎᵌᴾᵐᵏᵗᵋᵐᵒᵔᵌᴾ
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炆炕灷㨺іՖݪ瀉З瀉ݤ
䲇ࢢ҇佬瀃瀻灮炃灄恡㳰佒䄜瀉ж҅濦瀤
Idem AA. Venantio Com(iti) R(erum) P(rivatarum). Breves, quos spectabiles ac
probatissimi nobis viri ac palatinorum sacrarum vel ad praetoriana scrinia
nt, et profes
fesssion modum eum, qui brevibuss sedit, scri
detulerunt,
professionis
scribi volumus, eum
s est de chartis publicis iubemuss auferri. Unde secundum
vero quii recisus
fidem polyptychorum per provinciam proconsularem novem milia duas centurias
nquee milia septingentas
septingen
iugera centum quadraginta unum in solvendo et quinque
centurias iugera centum quadraginta quattuor semis in removendis, per
provinciam vero Byzacenam in praestanda functione septem milia quadringentas
tum
m octoginta,
o
sep
sexaginta centurias iugera centum
septem milia sescentas quindecim
n auferenda constatt adscripta, ut circa eos,
vero centurias iugera tria semiss in
quibus collocata ac relevata sunt praedia, ad securitatem perpetuae proprietatis
intermina possint aetate servari. De his vero, quae edictis pendentibus nondum
sunt certis adsignata pe
personis, rectores provinciarum decernimus providere, ut
manentibuss remediis, quae fides supra dicta adtribuit, idoneis collocentur.
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႐ࠔ᪸ሥྸᧈܫǦǧȊȳȆǣǦǹƴŵǹȚȃǿȓȪǹኢƷ༴ˮǛਤƪǒƴஇǋ১ᛐ
ƞǕƨᎍƨƪƕŴࠔܴᲢᝠငሥྸᧈܫᲣƷưƋǕŴ႐ࠔᲢ᪸ᧈܫᲣƷưƋǕŴൟ
إԓƱŴإԓ
ᲢᧈܫᲣƷưƋǕᚡ࠻ƴ੩ЈƠƯƍƨإԓƱŴإԓƷɶƴസƬƯƍƨဎԓƷƦ
Ʒ᫇ƕ૨ƴƞ
ƴƞ
ƞǕǔ
ถơǒǕƨǋƷᲢᲷ௹ܭ᫇ᲣƸπ૨Ɣǒ
Ʒ᫇ƕ૨ƴƞǕǔƜƱǛǒƸஓǉƕŴ
ӕǓӊǒǕǔ
ǔǑƏǒƸܭǊǔŵƦǕǏƑŴ̮᫂ƷፗƚǔࠚቐƴࢼƬƯŴȗȭǳȳǹ
ȩȸȪǹ߸ưƸ9002ǱȳȈǥȪǢ141ȦǲȩƕᲢᆋǛᲣૅƏǂƖǋƷƴԃǇǕǔƷ
ƕᲢᆋǛᲣૅ
ૅ
Ə
Əǂ
ǂƖǋƷ
ƕᨊӊƞǕǔ
ǔǂƖ
ƖǋƷƴԃǇǕŴȓǶǱ
ƴݣƠ5700ǱȳȈǥȪǢ144Ʊ2ЎƷ1Ȧǲȩƕ
ƕ੩̓ƞǔǂƖπ
Ɩπ
πѦᲢᆋƱ
ᆋƱ
Ʊπσڊ
Ȋ߸ưƸ7460ǱȳȈǥȪǢ180Ȧǲȩƕ੩̓ƞǔǂƖπѦᲢᆋƱπσڊˁᲣƴޓƢƷ
ƕӕǓӊǒǕǔ
ǔǂƖႇ
ཋɶƴƱƲǇǔŵƦƷ
ƴݣƠ7615ǱȳȈǥȪǢ3ЎƷ1Ȧǲȩƕ
ᨥŴ᪸ƕۀƶǒǕŴاܤƞǕǔᎍƴ᧙ƠƯƸŴƦǕǒᲢ᪸ᲣƸ൨ᢒƴ൨ˊஊೌ
Ʒ̬ᚰƷɶƴƱƲǊǒǕࢽǔǑƏƴŵƠƔƠƳƕǒŴਫ਼ƛǒǕƨԓᅆƴǑƬƯசƩƍ
ƔƳǔʴཋƴǋлǓ࢘ƯǒǕƯƍƳƍƦǕǒᲢ᪸ᲣƴƭƍƯŴ߸ዮთǒƸŴɥᡓƷ
ฎᲢᲷβᆋᲹᲣƕዒዓƠŴᲢƦǕǒƷ᪸ƕᲣƾƞǘ
ǑƏƳ̮᫂ƕۀƶƨƱƜǖƷ
ƠƍᎍƨƪƴɨƞǕǔǑƏᣐॾƢǂƠŵ
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ǢȕȪǫ2߸ƷᆝཋဃငƱᆝ˺ע

ȷǢȕȪǫ2߸ƷʴӝᲢ2ɭኔҞƹƋƨǓǛेܭᲣ
ᣃࠊ҄ƷᡶǜƩ―؏עʴӝ݅ࡇǛ˂Ტ14ʴ/໊ᲣǑǓ᭗ǊŴCurtois
ƴ͋ƍ20ʴ/໊ƱᙸᆢǋǕƹኖ180ɢƷʴӝᲷμǢȕȪǫƷ3ЎƷ1

ȷဃငǵǤȉƔǒǈƨ࣏ᙲဃင
ĬᣐዅӼƚݱᰳǛʴӝൔƴࣖơ3ЎƷ1Ѝ࠰᧓200᳸267ɢ modii
ĭဃ࣏܍ᙲЎŴ࠰250 kgᲢ=38 modii)Ѝ؏ϋෞᝲЎ6870ɢ modii
Įࠔμ˳ƷᆋЎHS 10ΕǛŴ7000ɢʴƷዮʴӝƴҩǊǔ2߸Ʒʴ
ȷȭȸȞࠊǁƷኋ̓ዅƱžᆝ̽࠘עſƴƓƚǔᆝཋဃင
ӝൔᲢ2.57ᲟᲣƴࣖơŴˎƴݱᰳƴ੭ምƠƯ(1 kg=HS 0.5)ਨЎ
ᄊƷ᎓ע᩿ᆢŴіʴӝǛेܭƞƤǔૠ܌ᚐƕƞǕǔƳǒ Ѝ؏ϋᆋЎ785ɢ modiiᲢĬǛԃǈŴĬƕ3ЎƷ1ǛҩǊǔᲣ
Ĭૠ܌ᚐƷᛚǓƔ ĭ˂ᅈ˟ƱவˑƕီƳƬƨƔЍǇƣĬ
Ѝஇٻ7655ɢ modiiƷᆝཋǛဃင(ȭȸȞӼƚƸ2.6᳸3.5Ჟ)

CTh.11.28.13Ტ422࠰ᲣƷૠ͌ǛǊƙǔᡫᛟ ȷ࣏ᙲᆝ˺ע᩿ᆢ
ȷProconsularisȷByzacenaɲ߸ƷᛢᆋעƱ᩼ᛢᆋעƷ᩿ᆢ
20᳸24 modiiᲩhaƷછᆔư4̿Ʒ80᳸96 modiiᲩhaӓᆫ
80ɢ Ʊ63.4ɢ
3 4 haŵᚘ143.4ɢ
43
4
3 4 haƸዮ᩿ᆢ910ɢhaƷ6᳸7ЎƷ1
9
7
፻࠰Ʒછᆔဇᆔ܇ǛࠀƠࡽƖŴ8000ɢmodiiࢊƷኝӓᆫǛࢽǔƴƸ
110᳸131ɢ haƷᆝ˺עƕ࣏ᙲ
ЍƜƷૠ܌Ƹ᩼ᛢᆋעǇưԃǊƨ᩿ᆢ143ɢhaƷϋ
ă CTh.11.28.13Ʒૠ͌ƸŴSteinǍSaumagneᛟƴඝƍŴ႐ࠔ᪸ưƸƳƘ
ǢȕȪǫ2߸Ʒμ᎓ע᩿ᆢǛᅆƠƯƍƨƱƠƯǋƓƔƠƘƳƍ
ă᩼ᛢᆋעƱᛐܭƞǕƨƷƴᛢᆋӨࠚƴസƬƯƍƨ᎓עƕžӨࠚƔǒӕǓ
a2

ᨊƔǕƨſƷưƋǓŴ႐ࠔ᪸ϋƷμ᩼᎓עᲢԃౕȷකඑᲣǛǘƟǘƟᚡ᠍
ƠƯƍǔƱƢǔ LepelleyƷᚐƸࢍࡽ

ȷPicardŴLepelleyǒƷᡫᛟᲧ႐ࠔ᪸Ʒ᩿ᆢ
ਖ਼ᚘƞǕǔȭȸȞӼƚᆝཋᲧ࠰᧓1800ɢ modii
Ћ80ɢhaƔǒƷ10ЎƷ1ᆋưƸПࡁƍƖǕƳƍȷܮέ
ЍPicardƷᚾምưƸ800ɢhaᲢʻଐƷȁȥȋǸǢ᎓ע᩿ᆢƷ̿Მ
LepellyƸ500ɢhaᲣƕ᎓˺ŵ340ɢʴᲢʻଐƷ3ЎƷ1Უƕ˰އ
1Ε2600ɢ modiiƷݱᰳဃငᲢʻଐƱӷሁ᳸ҞЎᲣ
߾ٻʴӝȷƦƷٻҞƷஇ˯ဃ൦แȷ߾ٻᠾעႆǛेܭ

a3

ȭȸȞǁƷᆝཋ̓ዅ

ȷJosephusƱHistoria AugustaᲧɼӪ૰
ĬžȭȸȞưൟᘌǛ8Ɣஉ᧓ƏעםƷ࠰᧓ဃငχωρὶς δὲ τῶν ἐτησίων
καρπῶν, οἳ μησὶν ὀκτὼτὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθος τρέφουσιν; BI.II.383ſ
ĭǻǦǧȫǹƸžരƴᨥƠɟଐ7.5ɢ modiiƱᙸᆢǋƬƯ7࠰ЎƷᆝཋǛ
സƠƨ moriens septem annorum canonem, ita ut cottidiana septuaginta quinque
milia modium expendi possent, reliquit; HA Severus,23 (࠰2730ɢmodii)ſ

Ტஇࢸƴ႐ࠔ᪸Ʒ൨ˊ͈ೌעɨᎍƴݣƢǔβᨊཎೌƕཎᇿƞǕƯƍǔƷƸŴ
႐ࠔ᪸ᐯ˳ƕ᩼ᛢᆋעᲷਃβᨊעƴЎƞǕƯƍƨƜƱǛᅆՐƢǔƔǋᲣ
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ǢȕȪǫᠾಅኺฎƷۋ

ĬᠾൟƷɼƸݱᰳǑǓᩃᆝᲢƦƷఎؔעƸᛢᆋעƔǒᨊٳᲹᲣ
ĭӷ᩿ᆢưƿƲƏƸݱᰳƷ5̿ŴǪȪȸȖƸ10̿Ʒ̖͌Ƌǔӓᆫ
ᲢᅽᆋƸኛᢿЎǋƋǓЍӷơGDPᲩʴܱྵƷƨǊƷఎ᩿ؔᆢƸݲƳƘƯฎǉᲣ

ĮиኋЎǛࡽƘƱ175 kg/ʴƷᆝཋưҗЎЍ࣏ᙲᆝ˺ע3лถӧ
Ѝ7600ɢ modiiǋƷݱᰳဃငƸɧᙲŵȴǡȳȀơ̈̄λЭٸƴʴӝ
180ɢƕዜਤƞǕƯƍƨƱƠƯǋŴ80ɢ haƷᛢᆋᠾעƱ60ɢhaƷ
᩼ᛢᆋᠾעưҗЎጛƠƨᅈ˟ǛܱྵưƖƯƍƨӧᏡࣱٻ
Ტ᩼ᛢᆋᠾעƴƸŴƿƲƏǍǪȪȸȖƷૼᙹౡưβᆋǛӖƚƨעםǋႻ࢘Ʒлӳŵ
ࠔЭǤǿȪǢƷ̊ǛᘎƢǕƹŴᅈ˟ƕᝅƔƴƳǔƱ્ཊעǁƷ᠃ဇᡶޒᲣŵ
᩼ᛢᆋעƸဃငƴݣƠȝǸȆǣȖƴƱǒƑƯǑƘŴǉƠǖ࠼؏ȷ؏
ϋኺฎƷਃƍᲷβᆋཎೌǛਤƭ݈ᘽޖǍ˟ƳƲƷኺฎؕᄽƴ
ƳƬƨƱᙸǔǂƖŵ

ЋĬƸ૰ЎᣐᆝཋƴᚕӏƢǔƕŴĭƸͳᔛෞᝲᆝཋƴᚕӏƠŴ
ƠƔǋ̓ዅΨƴƭƍƯƸᛖǒƣᲢǤǿȪǢǍ˂߸ƔǒƷӧᏡࣱᲣ
ЍӪ૰Ʒૠ܌ƸʴӝȷኺฎᙹǛྵܱƷ2᳸10̿ƴᚸ̖ƞƤǔӧᏡࣱ
ౡൟˌ҄עЭƷ҅ǢȕȪǫƸέᡶᠾ᎓ኺฎƷȭȸȞȳȷǢȕȪǫƱ
ȷƦƷ˂Ʒૠ͌ᚰᚕƱƷૢӳࣱƔǒ
ီƳǓǕƨҞᢂཊኺฎưƋƬƨƱƢǔžܪɼႎ͞ᙸſƔǒᡜ
σԧƱӷơƘஉ5 modiiƣƭᲢCicero 2 Verr. 5. 52ᲣŴ15᳸
ǕŴȭȸȞˊưǋŴᨼኖႎƳᠾಅႆƸŴƝƘᨂܭƞǕƨ؏עư
20ɢʴƷȭȸȞࠊൟƴᣐዅᲢRes gest.15ᲣƠƯƓǓŴƦƷ3ЎƷ2Ʒ ᘍǘǕƯƍƨƴƢƗƳƍƱᙸƯǑƍƷưƸᲹ
̓ዅΨƕȍȭƷˊƴǢȕȪǫμםᲢɥᚡ2߸Ʒ˂ŴȌȟȇǣǢŴ
ȈȪȝȪǿȋǢŴȞǦȬǿȋǢԃǉᲣưƋƬƨƱᚐƢǔƷƕᆤ࢘
a6 ޒஓ
ƦƷئӳƸŴ600᳸800ɢ modiiƕǢȕȪǫμ˳Ɣǒ
ȭȸȞᠾಅኺฎƴȡȪȃȈƕƋǔƱƢǕƹŴเႆȷМဇƷᙹ
ЋǫǨǵȫƕȦǰȫǿʗࢸŴAfrica NovaᲢҸByzacena)ƕ࠰120ɢ
ưƸƳƘŴƦƷᣐЎјྙƷໜŵעɶෙɭမᙹư˷йעƔǒɧ
modiiǛȭȸȞƴǋƨǒƠƨƱƢǔᚡʙƴૢӳ (ὡς τοσαύτην κεχειρωμένος
ឱעǁƷᆆ᠃ƕјௐႎƴᘍǘǕƯƍƨƜƱƸŴ15᳸20ɢʴᆉࡇƷ
χώραν ὅση παρέξει καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς τὸ δημόσιον σίτου μὲνεἴκοσι μυριάδας
ȭȸȞࠊൟǛƏᆝཋᡛƞƑЭᡈˊƷ൦แưƸᆰЭዌࢸ
Ἀττικῶν μεδίμνων ; Plutarch. Caes. 55Უ
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NarratioとΝομικόςをめぐる議論

3bashiko3@gmail.com

• 4世紀における6種類の法廷文書→右欄と左欄で構成され、右欄の冒頭には のモノグラムが記載されている
• A.A.Schiller→法学的立場から“Narratio$% 法廷弁論家が記した原告の陳述を官庁が要約した公的文書と提言（Schiller,1974）
• P.J.Sijpesteijn , K.A.Worp→パピルス学的立場からΝομικός$% 、訴訟に向けて法学者が記した下書きを法廷弁論家が利用した
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私的文書と提言（Sijpesteijn,Worp,1978)
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P.Col.174に書かれた筆跡の相違
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•Verso面の表記Σανβαθίωνὑ(πὲρ) Σαμβαθίωνος ἀπὸκώμης Κερανίδος
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【Recto面の右欄と左欄】
１）「村」κώμηςについて：Recto面の左欄ではκόμης慣用表記しており、ςに筆の
払いは見られない。Recto面の右欄とVerso面では、κώμηςと表記。ςの払いが大きい。

＜左欄のς（l.2)＞

＜右欄のς（l.3)＞

t}t~j[c

＜Verso面のς&l.2)＞

２）原告名Σανβαθίωνについて：Recto面の左欄βは大文字の
Rのように2画で記されているのに対し、右欄とVerso面のβ
は数字の8のように一筆で記されている。
＜左欄のβ (l.20,l.26)＞ ＜右欄のβ (l.1,l.3)＞

n\x^t|}

【Verso面（一部拡大）】

＜Verso面のβ
β (l.1)＞

→Worpらの説をとるならば、Recto面の左欄とVerso面の署名
が同一人物である必要がある。しかし、Recto面の右欄とVerso
面は同一人物が記し、Recto面の左欄は別の人物が記したか

3

P.Col.174に書かれた言語表現の相違

＜左欄の和訳（一部）＞

＜右欄の和訳（一部）＞
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P
というように、
うに、
βιαという専門的な言語を多用
:βιαとは…
ローマ期から、文書の破棄•官庁
の役人による横領や略奪•奴隷の
非合法的な強奪•法外な税の需要
に対して、それは「暴力」とみ
なされ、罪（ὰμαρτήματα）に値
すると認識されていた。
（Taubenschlag,1955)

;έπιβαίνουσιν(l.11)「攻撃
攻撃
する」、άναγκάζουσιν(l.
(l.
11)「強制する」、
προστρίβουσιν(l.18-19)
9)
「危害を加える」
→不正の具体相を修辞的に
的に
多彩に表現しようとする右
る右
欄に対し、βιαという専門用
語に統一して罪状を整理し
ようとする左欄という対比
が可能

結論： 文書は、行政裁判の訴訟前手続における被告召喚の為の訴状告知であり、 はNarratioを意味する。法廷弁論家がRecto
面の右欄に原告の陳述を代筆し、Verso面に署名した。その後、官庁の下級役人がRecto面の左欄へ、法律上の術語に書き換えて
高官に提出した。本報告では、当時の不正に対する訴訟当事者への公的な権利救済であるとしたSchillerの法学的見解を、パピ
ルスの筆跡や言語表現からより一層すすめる形で論じ、WorpらのΝομικός説以来の再考に迫るものである。
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ࡄݧ瀆瀚瀦㑡ޫ炆炕灷٩֡瀆濥濬瀦ㄎؑ 澨Ծ⦆ॗ࠲ј澩Ӈৰ
ဌኔᲢிʮܖٻܖٻᨈʴ૨ᅈ˟ኒᄂᆮᅹ̲ٟᛢᆉ࠰ᲣẝẘẙạṣṜṜṞṪạẒẓẞẏṘẚẖẋẖẋṘẙẜṘẔẚ
࠴०ẮᆍऑἿታ࠱ἼἛἢЈহẍẟẌẓẍẟẖẋẜẓẟẝẩἮἿ᫅ẚẜẋẏẚẙẝẓẞẟẝ ẝẋẍẜẓ ẍẟẌẓẍẟẖẓἿ
ᆍऑὉἿথᮧՆἹԞॄᆋ͢ఛṒẓẖẖẟẝẞẜẓẝϫἿҥᒇᬅኂתἿႏỀẪ
АᏂ༽Ȁऑᦼ಼ݰۋἿޟᬰếὦᾯᾥᾏὦẩί̵Ὧόώẩᾞᾯύᾧ ẏẞẍṘỀ

ׇթቝยψƖऑۋӈἸἿᔬᄉαṙޟᬰἿׇթὣቝยἪᆍऑἿ՛ψ
ṒṛṓίᾷώᾃᾷᾊὧᾐώṛͪếṭẙẎṘ ṳẟẝẞṘ ṞṘṞṜṘṛỀ ṒṜṓᾰὮṛͪṒṭẙẎṘ ṳẟẝẞṘ ṞṘṞṜṘṜṓ
ṒṝṓᾪώᾊὧᾏὦᾐώṛͪṒṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜṓ ṒṞṓᾰὮṠͪṒṸẙẠẏẖẖẋẏ Ṷẏẙẘẓẝ Ṡṓ
ịቝยψἼἛἢׇթࡠᡈᒊἿहἝὛẩऑۋӈἿịἿׇթỌἿ්ᜊỌẩị࠳ࠨἿ
᭑ᝯἿକݸỌếؤᄈṜṚṚṡỀẪ
ịᾱ̵ᾢαἿׇթậޟᬰἹἨἷἿݢᡭὣยἨὙἹἪᆍऑỌẩịऑݰۋἿ࠳ࠨ
ᤛҸἹἕႵἹऑۋӈׇթἿ්ᜊἹἕႲỌṒṾẙẟẑẒẏẜṜṚṚṢṓẪ
ȀậׇթἼἵἕἷޣϱἻቅϜၛປἝԅἬἜἹἕ
࿙ἼᎰẪׯᆍऑậͳݾᜊோἿׇթἼࡠἪឍἼ
ἨἷᒈࡎἨἕẪ
ậׇթቝยψὀίᾷώᾃᾷᾊὧᾐώṛͪωԪἼἛἕἷὓ
ᆃईẪׇթቝยψωݰἿᦂׇậ״షχἿοຢἹἿ๑
ᤈซޣẪ

όᾷậᾸὧᾃ̵ᾰϜếᾭᾸὫᾷᾎỀἼἛἢṠͪ᎑ἿᾦὺὨέẪᾪώᾊὧᾏὦᾐώṛͪ
ޤᾊὮᾍᾭἿࣹἼዉἵṜαἿᄌ৮Ἕ࠳ࠨἸἓפᓞ৮ἝଣἦὝἷἕếӖᇄὀ
ṴṘ ṲẏẜẜẓẘṖ ẁẙẗẏẘ ẓẘ Ṻẟẜẚẖẏṥ Ṽẟẖẏẜẝ ẙẐ ṷẏẎẓẏẠẋẖ ṬảẤẋẘẞẓẟẗṖ ṶẙẘẎẙẘṖ ṜṚṚṛὙὛỀẪ

ȩׇթቝยψἿͳἸ಄ὓܢἿᡂࡅἻᾪώᾊὧᾏὦᾐώṛͪἿ௹՛ຢ
ṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜὣមἨẩᆍऑὕͳݾᜊோἝׇթἼࡠἨἷଡἴἷἕἰ
ݳණἻ៍ᠡἼἵἕἷមὣុὐẪ
ȪίᾷώᾃᾷᾊὧᾐώṛͪωԪἿׇթቝยψẩṟṗṠͪ᎑Ἷᆍऑ՛ψἹἿ
ЛὣមἨẩὙὛहἕ᧹Ἰׇթᜊ࿚ὣ૪୫Ἢפᓞ৮ὣẪ

ׅᑕἿࡠᡈƖᔬἿԙᆦἿἰὒἼऑۋӈἸׇթᜍὣᜊЂἨἰᒊἼࠪế࠳ࠨޟᬰἿГഊὀᥨचἿޟᬰἿṝм ṭẙẎṘ ṳẟẝẞṘ ṡṘṡṘṛṘṟỀẪ
ቝยψᆃईἿՠෛǡҪऑἿॄ᧸ἻቝยψƄׇթἿๅαἹἨἷἿѥ᭼ếίᾷώᾃᾷᾊὧᾐώṛͪẩᾰὮṛͪἿ՛ψἼἛἕἷὀធἻἨỀẪ

ṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜṘṜ
παριδεῖν γὰρ φόνους τοσούτους γιγνομένους κατὰ πρόφασιν τῶν τὰ ϴὀẩϴἿऑۋӈἸׇթὣᜊἪᒊ઼ὀẩᜊἨἰݳἠἿᒊᦈἼὙๅα
τοιαῦτα τολμῶντων ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ οὐδαμῶς ἀνεχόμεθα. εἰ ἼὓὃἹἨἕਨᜊἝᑕἬὝἻἕἼொᑔἦὝἿὣឦἨἷἛἠἵὓὛὀ
γὰρ βάρβαροι ἀκούσαντες τῶν ἡμετέρων περὶ τούτου παραγγελιῶν ἻἕẪἹἕἿὓᄫఅἰἲὀẩἝἰἹἤἿἤἿἤἹἼἪϴἿ
ταύτας ἐφύλαξαν, πῶς ἂν ἡμεῖς συγχωρήσαιμεν μετὰ τοσαύτας τῶν ՛ψὣᒢᇴἴἷἕἿἸἓἝẩἺἨἷἤἿኑἿਨᜊἝҪऑᦈἿቝย
πρὸ ἡμῶν βεβασιλευκότων νομοθεσίας τοιοῦτόν τι ἁμαρτάνεσθαι ἢ ψἼὓଏὠἫБἹἨἷ්ᜊἨẩᑕἬὝἷἕἻἕၛປὣ᧹ொἨἼἨἷἛ
ἠἤἹἝἸὙἜẪếωͣಙؐܢἿឧὀἹἨἷؤᄈṜṚṚṡὣᒈἼἨἰẪỀ
ἀνεκδίκητον ἐν τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ καταλιμπάνεσθαι;
ׇթἹๅαἿ৮ȀࠓៜঘᐱṞṢṘṢ ๅαᒊὄ๏ๅᒊἼἪίᾯᾑᾮὪώຢṒṫẎ ẖẏẑẏẗ ṭẙẜẘẏẖẓẋẗ Ẏẏ ẝẓẍẋẜẓẓẝ ẏẞ ẠẏẘẏẐẓẍẓẝṓ
Ṯẓẑẏẝẞẋ ṞṢṘṢṘṝṥ ṞṢṘṢṘṞṘṜṥ ṞṢṘṢṘṠṘ
ࠓៜঘᐱἿᏸᐱషಓṒṟṝṝभṓἜẩᾪώᾊὧᾏὦᾐώऑຖͪἼἛἢṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜἿឞᥐἹἿ৮ẩԪᒊἿথᮧὀࠪפᓞẪ
ׇթἦὝἰᒊἝᔬᄉὣႏἪἹἕࠪƖᾰὮṛͪἿ՛ຢṒṜṓẩṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜἼធẪ
ṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜṘṜ
Αὐτοὺς δὲ τοὺς εὐνουχισθέντας ἐχρῆν μὲν ἀπὸ παιλαιοτέρων χρόνων, ׇթἦὝἰᒊὀכಶὙὛᔬᄉᣯԋἹἦὝἤἹἹἻἴἷἕẪ౹Ἴ
χλὴν κελεύομεν ὥστε τοὺς ἀπὸ τῆς duodecimae indictionis τοῦ
ϴὀἤἤἼ؞ἫẪႲᎰΒἨἰὨᾷᾋὧέᾊὧὮౠṛṜभωẩϴἿ
ऑۋӈἸׇթἦὝἰα၈ὀᔬᄉᣯԋἹἦὝẩἕἜἻދ᎓ἼὙἴ
νῦνπαρελθόντος κύκλου εὐνουχισθέντας παρ’οὑτινοσοῦν ἐν τόποις
ἷὓẩἕἜἻຢἼὙἴἷὓޟᬰᣯԋἼᗰἹἦὝἷὀἻἻἕẪ
τῆς ἡμετέρας πολιτείας ἐλευθέρους εἶναι, καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἢ
οἱονδήποτε εἶδος συναλλάγματος εἰς δουλείαν καθέλκεσθαι…
οẩ။ἼṟṗṠͪ᎑ἿᆍऑὀẩᔬἿ՛ψἼἛἕἷẩׇթἼἫණɴἻಲώἿͣἼޟᬰἿᔬᄉႏὣ࠻៍ẪếẏẢṘ ṭẙẎṘṾẒẏẙẎṘ
ṟṘṣṘṜṥ ṛṠṘṣṘṛṥ ṭẙẎṘṳẟẝẞṘ ṛṘṛṚṘṛṥ ṢṘṟṛṘṜṥ ṛṘṞṘṛṞṥ ṞṘṟṠṘṛṥ ṡṘṠṘṛṘṝṥ ṛṜṘṟṘṞṥ ṸẙẠẏẖẖẋẏ ṜṜṘṛṛṗṛṜṥ ṛṜṝṘṛṡỀ
ȀকៃషಓἿޟᬰ͜ᕊἼࡠἪ͜ᨃἹἨἷׇթቝยψἝչଖἦὝפᓞ৮Ẫ

ṸẙẠẏẖẖẋẏ ṛṞṜὀᅌຖᅯἿ͜ჟἹἨἷἿׇթἼἨἷႲࠊἪᆍऑ՛ຢἿӈἸԕὒἷటឞẪ
ׇթᜊᒊẩਤᒊἹὓἼᑕἿࡠᡈἹὀἻἻἕẪ
Novellae 142.2
εἰ μέντοι διὰ πάθος συμβῇ δοῦλον εὐνουχισθῆναι,
κἀκεῖνον κελεύομεν τῆς ἐλευθερίας τυγχάνειν˙ οἱ
γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὄντες ἐλεύθεροι πάθει ὡς εἰκὸς
τοιούτῳ περιπίπτοντες ἑαυτῶν ἔχουσιν ἐξουσίαν, ἣν
ἄν θέλωσι θεραπείαν ἑαυτος προσάγειν.

ޟᬰἝᅌἝֻۃἸׇթἦὝἰװܣἸἓἴἷὓẩক
αὀᔬᄉᣯԋὣὓἿἹἪẪকԕἜᔬᄉᣯԋ
ἸἓᒊἝἮἨἰᅌἼᑚἴἰװܣἼὀẩকαὀᔬ
ԋἝಐὑຖᅯὣדἢἤἹἝἸẪ

ΖЇǡṡͪ᎑ષዉἿọᒟὦᾯᾊᾣὮώἿޅᣚỎṜṟẩṜṢẩṞṞƖᾜᾯᾏὦὕᇚͷἿᅌἹׇթἹἿЛẪ

ᆍऑὕͳݾᜊோἿׇթἼࡠἪݳණἜἵ᧸ᆋἻ៍ᠡẪἮἿ៍ᠡὀכἠὀṜṗṝͪ᎑ἼἸ
ᦐἝẩᆍऑὀఌἼՕՆὣݿἴἰ؞ψὣἰἱᐫὛ᥆ἪἱἢἸὀἻἠẩᔬᣯἿோጇὕকషἿ
ቅϜၛປἼװὠἬἷ௹ἰἻࠪὣρՉἨἷἕἴἰἹᒈἙὝẪ
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ᝯᒈၿ
ẁṘẁṘ ṬẟẍẕẖẋẘẎṖ ṾẒẏ Ṽẙẗẋẘ ẖẋạ ẙẐ ẝẖẋẠẏẜảṤ ẞẒẏ ẍẙẘẎẓẞẓẙẘ ẙẐ ẞẒẏ ẝẖẋẠẏ ẓẘ ẚẜẓẠẋẞẏ ẖẋạ Ẑẜẙẗ ṫẟẑẟẝẞẟẝ ẞẙ ṴẟẝẞẓẘẓẋẘṖ ṭẋẗẌẜẓẎẑẏṖ ṛṣṚṢṘ
ṮṘ ṮẋẖẖẋṖ Ṷṑẓẘẍẋẚẋẍẓẞà ẝẏẝẝẟẋẖẏ ẓẘ Ẏẜẓẞẞẙ ẜẙẗẋẘẙṖ ṷẓẖẋẘẙṖ ṛṣṡṢṘ
ṼṘ ṽẍẒöẖẖ ẋẘẎ ẁṘ ṵẜẙẖẖ ṒẏẎẝṘṓṖ ṸẙẠẏẖẖẋẏṖ ṭẙẜẚẟẝ ẓẟẜẓẝ ẍẓẠẓẖẓẝ ẠẙẖṘ ṝṖ ṠẞẒ ẏẎṘṖ ṬẏẜẙẖẓẘẓṖ ṛṣṟṞ.
ṱṘ ṽẓẎéẜẓẝṖ ṯẟẘẟẛẟẏẝ ẏẞ ẚẙẟẠẙẓẜ à ṬảẤẋẘẍẏ ǭẏṗǰẏ ẝẓèẍẖẏṖ ẞẒẏẝẏ Ẏẏ Ẏẙẍẞẜẋẞ Ẏẏ ẖẼ ẟẘẓẠẏẜẝẓẞé Ṻẋẜẓẝ ṳ ṺẋẘẞéẙẘṗṽẙẜẌẙẘẘẏṖ ṺẋẜẓẝṖ ṜṚṚṛṘ
ṽṘ ṾẙẟẑẒẏẜṖ ṾẒẏ ṯẟẘẟẍẒ ẓẘ ṬảẤẋẘẞẓẘẏ Ṳẓẝẞẙẜả ẋẘẎ ṽẙẍẓẏẞảṖ ṶẙẘẎẙẘṙ Ṹẏạ ẃẙẜẕṖ ṜṚṚṢ Ṙ
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䜰䜴䝺䝸䜴䝇䞉䜴䜱䜽䝖䝹䛄ⓚᖇఏ䛅
㻠㻞❶㻞㻠䡚㻞㻡⠇䛾ព
䇷ே≀ྠᐃ䛸ᇳ➹ពᅗ䜢㏻䛧䛶䇷
ᯘ ಇ᫂䠄䝣䝷䞁䝅䝳䞉䝁䞁䝔Ꮫ㻕
E-mail: toshigiappone@yahoo.com
䈜ᮏⓎ⾲䛾┠ⓗ
360ᖺ㡭ᇳ➹䛾䜰䜴䝺䝸䜴䝇䞉䜴䜱䜽䝖䝹(Aurelius Victor)䛾䛄ⓚᖇఏ(Liber de Caesaribus)䛅䛿ึ௦ⓚᖇ䜰䜴䜾䝇䝖䜳䝇䛛䜙䝁䞁䝇
䝍䞁䝔䜱䜴䝇2ୡ䜎䛷䛾ఏグ㞟䛷䛒䜛䛜䚸ᙼ䛿䛭䛾୰䛷ᩍ㣴䛾㔜せᛶ䜢ᙉㄪ䛩䜛୍᪉䛷䚸ྠ௦䛾ᐁ䛾⭉ᩋ䜢ᢈุ䛧䛭䛾ᮎᑿ
䛻Ꮡ୰䛾ⓚᖇ䛾㒊ୗ䜢ᢈุ䛧䛶䛔䜛䚹 䜴䜱䜽䝖䝹⮬㌟ⓚᖇ䛾⮧ୗ䛷䛒䜚䚸䛣䜜䛿㠀ᖖ䛻༴㝤䛺⾜Ⅽ䛷䛒䛳䛯䛿䛪䛷䛒䜛䚹ᮏⓎ
⾲䛷䛿ᮏ᭩䛾ᮎᑿ䛷ᢈุ䛥䜜䛯ே≀䛾ఱே䛛䛾ྠᐃ䜢ヨ䜏䜛䛣䛸䛷ᮏ᭩䛾ᇳ➹ពᅗ䛸䛭䜜䛜ᙳ㡪䛧䛯䜒䛾䜢᥈䛳䛶䜏䛯䛔䚹
䜰䜴䝺䝸䜴䝇䞉䜴䜱䜽䝖䝹䛄ⓚᖇఏ䛅42. 24-25䚹
“24. Haec tanta tamque inclita tenue stadium
probandis provinciarum ac militiae rectoribus, simul
ministrorum parte maxima absurdi mores, adhuc
neglectus boni cuiusque foedavere. 25. Atque uti verum
absolvam brevi; ut imperatore ipso praeclarius, ita
apparitorum plerisque magis atrox nihil”.

䛂24䠊䛣䜜䜙䛾䛣䛸(䝁䞁䝇䝍䞁䝔䜱䜴䝇䛾⨾ᚨ䠅䛿㠀ᖖ䛻䛝䛟䛛䛴
䜘䛟▱䜙䜜䛶䛔䜛䛾䛷䛒䜛䛜䚸ㅖᒓᕞ䛸㌷㝲䛾⟶⌮⪅䛯䛱䜢ㄆ䛩
䜛㝿䛻⇕ព䛜Ḟ䛡䜛䛣䛸䚸ྠ䛻㒊ศ䛾ᙺே䛯䛱䛾㤿㮵䛢䛯ᛶ
ྥ䚸䛥䜙䛻䛿ᙼ䛜Ⰻ䛝⪅䛯䛱䛻↓▱䛷䛒䛳䛯䛣䛸䛜䠄䝁䞁䝇䝍䞁䝔䜱
䜴䝇䛾ホุ䜢䠅䜂䛹䛟യ䛴䛡䛶䛔䛯䛾䛷䛒䜛䚹25.䛭䛧䛶⚾䛿▷䛟┿
ᐇ䜢≀ㄒ䜛䛾䛷䛒䜛䛜䚸ⓚᖇ⮬㌟䜘䜚ඃ䜜䛯䜒䛾䛿ఱ䜒䛺䛟䚸ᚑ䛳
䛶ᙼ䛾ከ䛟䛾ୗ䛹䜒䜘䜚ᜍ䜛䜉䛝䜒䛾䛿ఱ䜒䛺䛔䛾䛰䛃䚹

ͤ䜴䜱䜽䝖䝹䛿357ᖺ䛛䜙䜲䝸䝳䝸䜽䝮㐨䛾㤳㒔䝅䝹䝭䜴䝮
䠄⌧䝉䝹䝡䜰䛾䝇䝺䝮䝇䜹䞉䝭䝖䝻䞂䜱䝒䜯䠅䛷㈈ᨻ㛵ಀ䛾ᐁ
䛾㛗䠄numerius)䛻ᑵ䛔䛶䛔䛯䛸᥎ 䛥䜜䜛(Bird, 1984䚸
ୖ䚸2007䠅䚹䝅䝹䝭䜴䝮䛿357ᖺ䛛䜙359ᖺ䜎䛷䝁䞁䝇䝍
䞁䝔䜱䜴䝇䛾ᒃఫᆅ䛰䛳䛯䛣䛸䛛䜙䚸ᙼ䛿ᐑᘐෆ୪䜃䛻ᖇ
ᅜయ䛾䜒▱䛳䛶䛔䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹
ͤே≀ྠᐃ䛾ヨ䜏
䐟 Flavius Florentius
360ᖺ䛻䜲䝸䝳䝸䜽䝮㐨㏆⾨㌷㛗ᐁ䠄praefectus
praetorio)䛻ᑵ௵䚹ඛ䛻䜺䝸䜰㐨䛷䜒ྠ⫋䛻ᑵ䛔䛶䛔䛯䛜
ᖇ䝴䝸䜰䝚䝇䛸⛯㔠䛾ຍቑ䛺䛹ᵝ䚻䛺Ⅼ䛷ᑐ❧䚹360ᖺ
䛾ᙼ䛾ṇᖇḼᚋ䜺䝸䜰䜢㞳䜜䚸䝴䝸䜰䝚䝇䛾㐍㌷䜢▱䜚
䛥䜙䛻ᮾ᪉䛻㏨ஸ䚹362ᖺ䛻䝴䝸䜰䝚䝇䛻䜘䜚Ṛฮᐉ࿌䚹
䜰䞁䝭䜰䝚䝇䞉䝬䝹䜿䝸䝚䝇䛄㊧䛅20ᕳ8. 20䚹
“, quem saepe tractatum asperius formidabat”.
䛂䛧䜀䛧䜀䜘䜚ⱔ㓞䛻ᢅ䛳䛶䛔䛯ᙼ㻔䝴䝸䜰䝚䝇䠅䜢㻔䝣䝻䝺䞁
䝔䜱䜴䝇㻕䛿ᜍ䜜䛶䛔䛯䛃䚹
䝴䝸䜰䝚䝇䛄䜰䝔䝘䜲䜈䛾ᡭ⣬䛅282C䚹
“καὶ μικρὸν ὕστερον καὶ Φλωρέντιος ἦν ἐχθρὸς ἐμοὶ
διὰ τὰς πλεονεξίας, αἷς ἠναντιούμην”.
䛂䛭䛧䛶䜋䛹䛺䛟䛧䛶䝣䝻䝺䞁䝔䜱䜴䝇䜒䜎䛯⚾䛜ᑐ䛧䛶
䛔䛯㈎ḧ䛥䛾䛯䜑䛻⚾䛾ᩛ䛸䛺䛳䛯䛃䚹
䐡Eusebius
ᐌᐁ䛷䝁䞁䝇䝍䞁䝔䜱䜴䝇2ୡᅾ୰䛾ౝᚑ㛗
(praepositus sacri cubiculi)䚹ᙼ䛾ୗ䛷ᶒໃ䜢䛳䛯䛜
362ᖺ䛻䝴䝸䜰䝚䝇䛻䜘䜚ฎฮ䚹
䜰䞁䝭䜰䝚䝇䞉䝬䝹䜿䝸䝚䝇16ᕳ8.13䚹
“Sub hoc enim ordinum singulorum auctores, infinita
cupidine divitiarum arserunt,…, praepositusque
cubiculi Eusebius,…”,
䛂ᐇ㝿ᙼ䠄䝁䞁䝇䝍䞁䝔䜱䜴䝇䠅䛾ୗ䛷䛒䜙䜖䜛䛾㛗䛯䛱
䛜ᐩ䜈䛾ᗏ▱䜜䛼ḧᮃ䛻䜘䛳䛶⇞䛘ୖ䛜䛳䛯…(䛭䜜䜙
䛾୰䛻䛿䠅ౝᚑ㛗䛾䜶䜴䝉䝡䜴䝇䜒䛔䛯…䛃䚹
ྠ22ᕳ3.12䚹
“…, quem ab ima sorte ad usque iubendum
imperatoria paene elatum,…”.
䛂…䚸ᙼ(䜶䜴䝉䝡䜴䝇䠅䜢᭱ప䛾≧ἣ䛛䜙䜋䛸䜣䛹ⓚᖇ䛾
䜘䛖䛻௧䛩䜛䛸䛣䜝䜎䛷ᣲ䛢䛶䛔䛯䈈䛃䚹

4ୡ⣖䛻䛚䛡䜛䝻䞊䝬ᖇᅜ
P. Maraval, Les fils de Constantin,
Paris, 2013䜘䜚䚹

䐠 Barbatio
355ᖺ䛛䜙359ᖺ䜎䛷䝴䝸䜰䝚䝇䛾ୗ䛷Ṍර㛗ᐁ(magister
peditum)䚹ᙼ䛻㠀༠ຊⓗ䛷䝀䝹䝬䞁ே䛻ᩋ䜢ႚ䛩䜛䚹359ᖺ䛻
䛾䛔䛷ጔ䛸䛸䜒䛻ฎฮ䚹㒊ୗ䛾୍ேValentinus䛿ᣝၥ䛻䛛
䛡䜙䜜䜛䛜⏕䛝ᘏ䜃䚸䜲䝸䝳䝸䜽䝮䛾ᑗ㌷(dux)⫋䛻ᑵ䛟䚹
䜰䞁䝭䜰䝚䝇䞉䝬䝹䜿䝸䝚䝇18ᕳ3.6䚹
“…Barbatio subagrestis, arrogantisque propositi, ea re
multis exosus,… proditor erat et perfidus… in Iulianum
itidem Caesarem paria confingebat,….
䛂…䝞䝹䝞䝔䜱䜸䛿ᶓ䛺⏕䛝᪉䜢䛧䛯⢒㔝䛺ே≀䛷䛒䜚䚸䛭䛾
䛯䜑䛻ከ䛟䛾ே䛛䜙䜎䜜䛶䛔䛯䚹…䠄ᖇ䜺䝹䝇䛾䠅ᐇ䛺
ษ䜚⪅䛷䜒䛒䛳䛯…ྠᵝ䛻ᖇ䝴䝸䜰䝚䝇䛻ᑐ䛧䛶ྠᵝ䛾䛣䛸䜢
ᤐ㐀䛧䛯…䛃䚹
ͤ⤖ㄽ
䜰䜴䝺䝸䜴䝇䞉䜴䜱䜽䝖䝹䛄ⓚᖇఏ䛅䛾ᮎᑿ䛻䛿Ꮡ୰䛾䝁䞁䝇䝍
䞁䝔䜱䜴䝇2ୡ䛾㓄ୗ䜈䛾ᢈุ䛜ぢ䜙䜜䜛䛜䚸䜰䞁䝭䜰䝚䝇䞉䝬
䝹䜿䝸䝚䝇䛾ྐ᭩䛺䛹䛸↷䜙䛧ྜ䜟䛫䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛣䜜䜙ே≀
䜒ᐇ㝿䛻ྠᐃ䛷䛝䜛䚹ᙼ䛿ᅜቃ㏆䛾㔜せ㒔ᕷ䝅䝹䝭䜴䝮
(Mirković, 1971)䛷ົ䛩䜛㈈ົ㛵ಀ䛾ᐁྣ䛸䛧䛶㌷㝲䛸ᆅ᪉
䛾ᐁ䚸ᐑᘐෆ䛾ở⫋䜢Ⰻ䛟▱䛳䛶䛚䜚䚸⭉ᩋ䜈䛾៓䛜ᇳ➹
ືᶵ䛸䛺䜚䚸ᙼ䜙䜢ᙎລ䛩䜛䛣䛸䛜䛄ⓚᖇఏ䛅䛾ᇳ➹ពᅗ䛷䛒䛳
䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹ᅇྠᐃ䜢ヨ䜏䛯ே≀䛯䛱䛿⯆῝䛔䛣䛸䛻䛔
䛪䜜䜒䝴䝸䜰䝚䝇䛾ᨻᩛ䛷䛒䜚䚸䛭䛾୰䛷䜒䝣䝻䝺䞁䝔䜱䜴䝇䛿
䜴䜱䜽䝖䝹䛾ୖྖ䛷䛒䛳䛯䚹361ᖺ䛻䜴䜱䜽䝖䝹䛿ᮾ᪉䛻ྥ䛛䛖䝴
䝸䜰䝚䝇䛸㠃䛧䚸䝟䞁䝜䝙䜰䞉䝉䜽䞁䝎䛾ᒓᕞ⥲╩䛾⫋䜢ᚓ䛶
㟷㖡䛾ീ䛷㢧ᙲ䛥䜜䜛䛜䠄䜰䞁䝭䜰䝚䝇䞉䝬䝹䜿䝸䝚䝇21ᕳ10.6䚸
Bird,1996䚸Penella, 1980 䠅䚸䛣䜜䛻䛿⭉ᩋ䜢䜐䜴䜱䜽䝖䝹䛾
ே≀䛸䝴䝸䜰䝚䝇䛾ᨻᩛ䛻ᢈุⓗ䛺䛄ⓚᖇఏ䛅䛾ᇳ➹䛜ᙳ㡪䛧
䛯䛣䛸䜢♧၀䛩䜛䛷䛒䜝䛖䚹

ཧ⪃ᩥ⊩(ᢤ⢋䠅䠖
ୖᩥ๎䛂ᖇᅜ⤫䛸ᩍ㣴―୍ᐁ䛾ぢ䛯䝻䞊䝬ᖇᅜ―䛃༡ᕝ㧗ᚿ⦅ⴭ䛄▱䛸Ꮫ䜃䛾䝶䞊䝻䝑䝟ྐ―ேᩥᏛ䞉ேᩥ⩏䛾Ṕྐⓗᒎ㛤䛅䝭䝛䝹䞂䜯᭩ᡣ䚸2007ᖺ䚸13-35䝨䞊䝆䚹
H.W. Bird, Sextus Aurelius Victor: A Historiographical Study, Liverpool, 1984.
Idem, Julian and Aurelius Victor, Latomus 55, 1996, pp. 870-874.
P. Maraval, Les fils de Constantin, Paris, 2013.
M. Mirković, Sirmium: Its History from the 1 Century A. D. to 582 A. D., Sirmium: Archaeological Investigations in Syrmian Pannonia: Археолошка Истражва у Срему,
Beograd, 1971, pp. 5-60.
C. E. V. Nixon, An Historiographical Study of the Caesares of Sextus Aurelius Victor, diss., Michigan, 1971.
R. J. Penella, A Lowly Born Historian of the Late Roman Empire: Some Observations on Aurelius Victor and His De Caesaribus, Thought 55, 1980, pp. 122-131.
C. Vogler, Constance II et l’administration impériale, Strasbourg, 1979.
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灌炌灒灘炌灟瀼灧炕灰炄瀉灖灈炂灟灒ੋ澪ݾѫ澫瀉Ӂ㝭瀊Ѿ濦;
Ûƀ˟ӪƁƴƓƚǔǢȳȟǢȌǹȷȞȫǱȪȌǹᓸƀഭӪƁƷМဇǛɶ࣎ƴÛ
̢קݱʼᲢி҅ܖٻᲣskosaka@m.tohoku.ac.jp

բ᫆ᚨܭᲴǽǯȩȆǹƸǢȳȟǢȌǹȷȞȫǱȪȌǹᓸƀഭӪƁǛМဇƠƨƷƔᲹ
ȷǳȳǹǿȳȆǣȎȸȗȫƷǽǯȩȆǹᲢ࠰᪭Û᪭ᲣᲴǳȳǹǿȳȆǣȎȸȗȫƷǭȪǹȈࢻ
ǨǦǻȓǪǹƀ˟ӪƁƷዓዻƱƠƯ࠰Ɣǒ࠰ǇưǛৢƏƀ˟ӪƁᲢμᲱࠇᲣǛؓᇿ
ȷǢȳȟǢȌǹȷȞȫǱȪȌǹᲢ࠰᪭Û࠰᪭ᲣᲴࠔிᢿЈ៲ŴᲮɭኔȭȸȞࠊưƀഭӪƁǛؓᇿ

έᘍᄂᆮᲴǽǯȩȆǹƕဇƍƨӪ૰ǛǊƙƬƯ
ȷGeppelt (1898)ᲴڂǘǕƨ႐ࠔӪႎ˺ԼƷМဇǛਖ਼ยŴƀഭӪƁƱƷൔ᠋ƸᘍƳǘƣ
ȷHansen (1995)Ჴƀ˟ӪƁƱƀഭӪƁƱƷɳᘍሖǛዡ፠ႎƴਦઇ
ȷVan Nuffelen (2003), (2004a), (2004b)ᲴǽǯȩȆǹƕМဇƠƨӪ૰Ǜዡ፠ႎƴϐ౨᚛
ƀ˟ӪƁƱƀഭӪƁƴƓƚǔƍƘƭƔƷᚡᡓƷ˩ࣱǛᛐǊǔǋኽᛯƸ̬သ

ኽᛯᲴႺМဇưƸƳƘŴσᡫӪ૰ƳƍƠɶ᧓Ӫ૰ƕנ܍Ჹ
ȷɲᎍƸ˂Ӫ૰ƴƸᙸǒǕƳƍऴإǛσஊ ɦᚡ# ą˴ǒƔƷ᧙ࣱ̞ƕƏƔƕǘǕǔ
āƠƔƠႺƷМဇƸᎋƑƮǒƍᲴɲᎍƷࠀီŴཎƴƀഭӪƁˌɥƴᛇኬƳऴ إɦᚡ$
ȷσᡫӪ૰ƷͅᙀĬǢȬǤǪǹɼ፯ႎ˟Ӫ˺ԼᲴÛ࠰ˊƴǢȳȆǣǪǭǢư˺Ჹ
ƦƷࢸƷഭӪӗᡓᲢGZƀࣄᅛ࠰ˊᚡƁᲣƴૺ༾ŴǢȳȟǢȌǹǋМဇᲹ EHBrennecke (1997)
ȷͅᙀĭ࠰Ɣǒ࠰ǇưƷ࠰ˊᚡᲴVan NuffelenƕǽǯȩȆǹƀ˟ӪƁƷЎௌƔǒƦƷנ܍Ǜਖ਼ย
ȷഭӪӗᡓƷɶ࣎עƷᆆѣᲴǢȳȆǣǪǭǢƔǒǳȳǹǿȳȆǣȎȸȗȫǁ

Ӫ૰ЎௌᲴƀ˟ӪƁࠇᇘƴƓƚǔǴȸȈଈƷȭȸȞࠔᆆ˰ᚡʙǑǓ
(1) ɍț ɂᚫɑ ɊȽɈɏᙼɋ Ɂᚓ ɍᚯ ȾəɏȾȽɏɍɇ
ɔɇɉɜȽɋ Ɏɏᛂɑ ਕȜȜȒȜȠȣȢ ɐɎɂɇɐəɊɂɋɍɇ
ȽᛈɅɇɑ ਫ਼ĳ‘ ਦĲȑȡȦȞ ȾȽɏȾəɏɘɋ
ɀɂɇɒɋɇȽɃɟɋɒɘɋ Ƚᛅɒɍᚸɑ ɒᛟɋ ɈȽɉɍɓɊɚɋɘɋ
Ȫᛊɋɋɘɋ ɈȽɒȽɎɍɉɂɊɄɅɚɋɒɂɑ ɈȽᚷ ɒɑ
ੁįȓĮȢ ਥȟİȜĮșȑȞĲİȢ ɖɣɏȽɑ ɂᚫɑ ɒɋ ૮ȦȝĮȓȦȞ
ɀɋ ɈȽɒȽɔɂɠɀɍɓɐɇΑ Ɂɍɓɉɂɠɂɇɋ ɒ᛫
ȾȽɐɇɉɂᚸ ɐɓɋɒɇɅɚɊɂɋɍɇ ɈȽᚷ ɒɍᛒɒɍ
Ɏɏəɒɒɂɇɋ, ʌɂɏ ਗȞ  ૮ȦȝȽɜɘɋ
ɎɏɍɐɒəɌɂɇɂΑȱȾȽɐɇɉɂɠɑ. (2) ɒȽ૨ĲȽ ɂᚫɑ
ɀɋᛟɐɇɋ ਸ਼țİȚ ɒɍᛒ Ȫᛅəɉɂɋɒɍɑ, ɈȽᚷ ɊɄɁᚓɋ
ɎɏɍɝɁɟɊɂɋɍɑ Ɉɂɉɂɠɂɇ ɒɍᛑɑ ੂțİĲİȪȠȞĲȽɑ
ɍᚬɈɒɍɓ ɒɓɖɂᚸɋ, Ɏɏᛂɑ ਨȞ Ɋɟɋɍɋ ɒɍᛒɒɍ
ɍᚫɈɒɜɏɊɘɋ ɀɂɋɟɊɂɋɍɑ. (3) ΦɔɍɏɜɃɂɇ ɍᛈɋ
ȽĲȠȢ ɒᙼ ɊɚɏɄ ɒɑ ȣɏᚉɈɄɑ, A)ɂᛅɒɓɖɂᚸɋ
ɒᙼ ɊəɉɇɐɒȽ ਥʌ ɒɍɠɒᛠ ɋɍɊɜɐȽɑʉ
ਥȜȠȖȓȗİĲȠ Ɂᚓ ੪Ȣ ɂᚬɄ ਪĲȠȚȝȠȞ ɈȽᚷ ɂᛅɒɏɂɎᚓɑ
ɈɒɄɐəɊɂɋɍɑ ɈȽɒᙼ ɎɍɉɂɊɜɘɋ ɐɒɏəɒɂɓɊȽ.
(4) όɉɎɇɃɂ ɀᙼɏ ȾȽɏȾəɏɍɓɑ ૮ȦȝȽɜɘɋ
ɔɍȾɂɏɘɒɚɏɍɓɑ ıİıșĮȚ ɔɠɉȽɈȽɑ, ɈȽᚷ
Ɂɇᙼ ɒɍᛒɒɍ ȝȑȜİȚ ɒɍᛒ ɉɍɇɎɍᛒ ɒɍᛑɑ
૮ȦȝĮȓȦȞ ɐɒɏȽɒɇɣɒȽɑ ȽᛅɌɐȽɇ. (5) ɈȽᚷ
ɒɍᛑɑ Ɋᚓɋ ਵįȘ ɎəɉȽɇ ɐɒɏȽɒɂɓɍɊɚɋɍɓɑ ɈȽᚷ
ɈȽɒᙼ ɒɍᛑɑ ɎɍɉɚɊɍɓɑ ɀɂɋɋȽɜɘɑ
ਕȖȦȞȚıĮȝȑȞȠȣȢ ਫ਼ʌİȡİȫȡĮ, B) ɒᛂɋ Ɂᚓ
ɐɓɋɒɂɉɍɠɊɂɋɍɋ ਥț ɒᛟɋ ਥʌĮȡȤȚȞ ɈȽɒᙼ
ɈɣɊȽɑ ɐɒɏȽɒɇɣɒɄɋ ਥȟȘȡȖȪȡȚıİȞ,
ੑȖįȠȒțȠȞĲĮ ɖɏɓɐɜɋɍɓɑ ਫ਼ʌȡ ਦțȐıĲȠȣ
ɐɒɏȽɒɇɣɒɍɓ ɒɍᛑɑ ɐɓɋɒɂɉɂɐɒᙼɑ
ਕʌĮȚĲİıșĮȚ ɈɂɉɂɠɐȽɑ, C) ǎ Ɏɏɟɒɂɏɍɋ
ɒᙼɑ ɐɓɋɒɂɉɂɜȽɑ ɈɍɓɔɜɐȽɑ Ƚᛅɒɍᚸɑ.
(6) A) Ȯɍᛒɒɍ ਕȡȤ ɀɚɀɍɋɂ ɒɍᛒ
ɁɓɐɒɓɖɐȽɇ ɒɟɒɂ Ɏɏᛂɑ ੑȜȓȖȠȞ ɒɋ
૮ȦȝĮȓȦȞ ਕȡȤȒȞ.

# ǢȳȟǢȌǹƱƷσᡫໜ
‚‣‛‒ⅺ↝ᖴଈⅬ⇚∞⇮ଈⅭ↞⅚Ⅼᢿଈ
ȷƀഭӪƁࠇᇘራ
ϋ↖Ⅽʝⅳ↚Ӑڤႎ↙᧙̞⇁ኽ⇂↖ⅺ
žƜƷʙ७ƸŴɧܤǑǓǋǉƠǖշƼǛǋƬƯ
↸᧓↱↙ⅾ⅚ʻࡇ↞⅚ࢬ↸↝ᨩ↖↸
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佐藤彰一
＊.10年1月 ロムルス・アウグストルス 廃位
 

プロコピオスや アノニムス・ワレシアヌス の証言 ') *

 #   # 

 #  !      
 $("

  $$-2$ $-,+$

   とだけ記されている土地はヨルダーネスによればナポリ近傍の

  $



＊属州ノリクム（現在のオーストリア中部）の聖人セヴェリヌスの伝記『    』には#その伝記を執筆した
エウギッピウスが#師の遺骸を埋葬し修道院サン・セヴェリノを創建した場所は  $

.3-年に

オドアケルを倒しイタリアの支配者となった東ゴート王テオドリック大王は#/,+年にロムルスとその母にこの所領
の領有を確認している$（ #

 #$#-/*

＊  を介してのオドアケルと聖セヴェリヌスあるいはエウギッピウスとの繋がりは#.1+年頃に
遡る$『聖セヴェリヌス伝』によれば#オドアケルがガリアでフランク人集団の一つを統率していたキルデリクス１
世と盟約を結んだ後に#ガリアからイタリアに赴く途中で#聖セヴェリヌスの庵を訪ねた$その折に聖人はオドアケ
ルがイタリアの王になるであろうと予言する$
＊オドアケルはいかなる人物か？

Ｎ1

∞

没年は.3-年#享年は0+とされているから#.--年の生まれであった$

Edico

N2

Basiliscus
imp. E. 475-476

Verina
∞
Leo I

Odovacarius
433 - 493

Onulfus

Armatus

Mag. Mil.

Mag. Mil.

Illyricum

Thracia

Imp. E. 457-474

• エディコはアッティラの腹心の一人とされる. 後代のビザンティンの史料ではテューリンゲン人の出自とする
ものもある. 同オドアケルの父はエディコと称し, フン族に属す. 母の名前は知られていないが, トルコ系の遊牧
民スキール人の出自.
• 同じアッティラの腹心であったローマ人オレステスとは, ともにコンスタンティノープル宮廷に使節として赴い
た経験があるが, このオレステスの息子こそロムルス・アウグストゥルスなのである.
• Stefan Krautschickにより再構成されたエディコの系図は注目すべきである. オドアケル以外の兄弟, すなわち
オヌルフスとアルマトゥスはどちらも東ローマ帝国でキャリアを積み, 前者は属州イリュリクムの軍司令官, 後
者は属州トラキアの軍司令官にまで出世している.
• 母の血統には皇帝レオ１世の妃となったウェリナがおり, さらに叔父バシリスクスは475年から476年にかけ
て, 約20ヶ月間東ローマ帝国の共同皇帝の地位にあった.
• 東帝国の『外交要録』に断片として残されているフィラデルフィアのマルクス（Malchus)の証言によれば「オ
レステスの息子アウグストゥス（ロムルス・アウグストゥルス）はゼノンがバシリスクスを駆逐し, 再び東の
帝位を回復したと聞くと, 元老院に使節を派遣して二つの別々の帝国統治は不要であり、二つの領土を一人の
皇帝が統治するだけで十分であることを提案するよう申し付けた」とされる。真意は不明だが, オドアケル一
門にみられるように, 東西両帝国を結ぶ人脈ネットワークの稠密さを考慮するならば, こうした考えが底流とし
て流れていたことも留意しなければならない。こうした全体がフン帝国の残した遺産であった.
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ᡙ્ƔǒԠƼƞǕƯǫȫǷǢȎȳƷǹȈȩȆȸǴǹᲢȆȞƷ
ᧈᲣƴ˓ơǒǕƨŵᲢǢȫȡȋǢʴƷᲣȡ
ȡȪǢǹƸǇƩȡȪȆȍ
ƴʧԡƠƯƓǓŴȐǢǵǭǪǹǋࢬƷʚʴƷΩࢂŴұƪǯȪǳȪ
ǱȸƱȑǺȍȸƱƱǋƴʧԡɶưƋƬƨŵƞǒƴƸǢȫȡȋǢʴ
ƷǤǹȞǨȫǋƦƏưƋǔŵࢬǒƸࢬ᳕ȬǪȳࠔ᳗ƱɥᡓƷǢ
ȫǮȥȭǹƴŴ᰾Ү૨ưǋƬƯཎೌǛࢽƯЈƯƍƚǔǑƏ
ƴƖᡛƬƨŵǇƨȐǢǵǭǪǹƱࢬƷΩࢂƨƪƕȩȪȃǵƴܭ
ბƠŴȐǢǵǭǪǹƕȩȪȃǵƷǯȬǤǹȸȪǢȫǱȸǹᲢᡀؾ
ғᧈᲣƴ˓ơǒǕǔǑƏƴ᳕ƖᡛƬƨ᳗ŵƦƠƯƦǕƸƦƷǑ
ƏƴƳƬƨŵǤǹȞǨȫƷǄƏƸǷȥȳȝǷǪȳƷǯȬǤǹȸȪ
ǢȫǱȸǹƴƳǔǑƏƴ᳕ƖᡛƬƨ᳗ŵƦƠƯƦǕƸƦƷǑƏ
ƴƳƬƨŵȡȪǢǹƸǨǦȕȩȆǤǢƱȈȪȥȔǢƱᒰࡑ࠘עƷ
ȈǥȫȞȫǱȸǹᲢȆȞƷɦˮғЎƷᧈƴƳǔǑƏƴ᳕ƖᡛƬ
ƨ᳗ŵƦƠƯƦǕƸƦƷǑƏƴƳƬƨŵ
Καὶ ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, Εὐστάθιος ὁ
τοῦ Ἀργυροῦ ἀπὸ τῆς ἐξορίας ἀνακληθεὶς εἰς τὸ Χαρσιανὸν στρατηγὸς
προεχειρίσθη, ὁ δὲ Μελίας εἰς τὴν Μελιτηνὴν ἔτι πρόσφυγος ἦν, καὶ ὁ
Βαασάκιος μετὰ τῶν δύο ἀδελφῶν αὐτοῦ, τοῦ τε Κρικορίκη καὶ τοῦ
Παζουνῆ, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰσμαὴλ ὁ Ἀρμένιος ἐκεῖνος, οἴτινες καὶ πρὸς αὐτὸν
καὶ τὸν προρρηθέντα Ἀργυρὸν ἔγραψαν διὰ τοῦ χρυσοβούλλου λόγον
λαβεῖν καὶ ἐξελθεῖν καὶ τὸν μὲν Βαασάκιον καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ εἰς
Λάρισσαν καθεσθῆναι καὶ ὀνομασθῆναι μὲν τὸν Βαασάκιον Λαρίσσης
κλεισουριάρχην, ὅπερ καὶ γέγονεν, τὸν δὲ Ἰσμαὴλ κλεισουριάρχην εἰς τὸ
Συμπόσιον, ὅ καὶ γέγονεν, τὸν δὲ Μελίαν εἰς Εὐφράτειαν εἰς τὰ Τρυπία
εἰς τὴν ἐρημίαν γενέσθαι τουρμάρχην, ὅπερ καὶ ἐγένετο.

ࣅࢨࣥࢶᮾ᪉㎶ቃᨻ⟇ቃᇦㅖໃຊ
ࢸ࣐࣭ࣜࣗ࢝ࣥࢻࢫࡢᙧᡂ㐣⛬ ᲢӪ૰Უ
࣭ࠗᖇᅜ⤫ㄽ࠘㸭ࠗࢸ࣐ࡘ࠸࡚࠘ 'H7KHP;,, ሗ
࣭Fᖺࠊࣂࢩࣞ࢜ࢫୡ U ࡼࡗ࡚ᨺ㏲ࡉࢀࡓࣃ࢘
ࣟὴ␗➃ࡢ㊧ᆅࠊࢫ࣮࣒ࣛഃஸ୰ࡢ࣓ࣝࢽேࡽࢆ
㛗ࡋࡓ᪂㎶ቃ༊タ⨨>'«G«\DQ 2LNRQRPLGªV @
Ѝࡑࡢෆࡢ୍ே࡛࠶ࡿ࣓ࣜࢫ Մլէհ ࡢ⟶ᤸ༊ᇦࡀᣑ
ࡢࡕ㸦F ࢸ࣐㸦㌷ไ㸭ᆅ᪉⾜ᨻ༢㸧᱁ୖࡆࠋ
Ѝィ⏬ⓗ࡞ᮾ᪉ࡢᣑࡢ୍⎔㸽>-HQNLQV@
࣭タ⨨ࡢ➃⥴㸸ᅜእ㏣ᨺ୰ࡢ㌷㈗᪘࢚࢘ࢫࢱࢸ࢜ࢫࡢᖐ㑏ࡢ
ྲྀࡾ࡞ࡋ㎶ቃ༊㛗ᑵ௵ࢆせㄳࠋ
㝿ࠊᙼⓚᖇྲྀ
э➃⥴ࡣ࣓ࣝࢽேࡢせㄳࠊࣅࢨࣥࢶࡣ㏣ㄆࠋࠕ
ࠕᣑࠖࡢ୍⎔
ࡉࢀࡿ࡛ࡶࠊᐇ㝿ࡣቃᇦໃຊࡢពྥࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿᐇ
 ࣅࢨࣥࢶࡢࠕᣑࠖቃᇦㅖໃຊ̿ࡑࡢࡢࢣ࣮ࢫ̿
ࢫࣦࣛே㥔ᒡරࡀಧ⤥ᨭᡶ࠸ၥ㢟ࡢࡓࡵࣅࢨࣥࢶ
࣮ࣝࣟࣥ
㸦ࢫ࣮࣒ࣛ㸧 ഃ᫂ࡅΏࡋ F $O$WKLU 9,,
࣓ࣝࢽேࡀࣂࢩࣞ࢜ࢫୡ U ࡢ㐲
ࣟ࢝ࢼ
㸦࣓ࣝࢽ㸧 ᚁ㝿ࡋ࡚⮬Ⓨⓗᢞ㝆ࠋ9LWD %DVLOL
࣓ࢯ࣏ࢱ࣑ ࣞ࢜ࣥୡᮇࠊ㸦ෆࢆ㏨ࢀ㸽㸧ஸࠊ㐍ࢇ࡛ᚑ
㸦࣓ࣝࢽ㸧 ᒓࠋᡤ㡿ࡣࣅࢨࣥࢶࠋ'$,'H7KHP,;
ࣞ࢜ࣥୡᮇࣅࢨࣥࢶᚑᒓࡍࡿࡶࠊࢫ࣮ࣛ
ࢱࣟࣥ
࣒ໃຊࡶຓຊࠋ࣐ࣟࣀࢫୡᮇࡣࢫ࣮࣒ࣛ
㸦࣓ࣝࢽ㸧
ഃࡽࡢ㏨ࡆሙ࡞ࡿ㡿ᆅࢆせồࠊᢎㄆ '$,
ࢫ࣒ࣂࢺୡ U㸧ᮇ࣓ࣝࢽᚑᒓ
࢝ࢫᮅ
ࡍࡿࡶࠊࡑࡢṚᚋ⊂❧ࠋ-ࢡࣝࢡࢫ㐲ᚁ 
㸦ࢫ࣮࣒ࣛ㸭
ᖺ௦㸧ࡢ⤖ᯝࣅࢨࣥࢶ᭹ᒓࡍࡿࡀࠊࢧࣇ࣭
ࢡࣝࢻ⣔㸧
ࢵࢲ࢘ࣛⓏሙᚋࡧࢫ࣮࣒ࣛୗࠋ'$,

эୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞」㞧࡞≧ἣࡢ୰ࠊᵝࠎ࡞せᅉ࡛⮬ࡽࡢᐖᇶ
࡙ࡁ⾜ືࡍࡿቃᇦໃຊീࠋ㎶
㎶ቃഃࡽࡢാࡁࡅࡼࡿࠕᣑࠖ
ࡸࠊࡧ❧ሙࢆኚ࠼࡚ᨭ㓄ࢆ⬺ࡍࡿ࡞༢
༢⥺ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ᒎ㛤ࡶࠋ

⤖ㄽᒎᮃ
࣭ᮾ᪉㎶ቃࡢ㐍ฟࡣᚲࡎࡋࡶࣅࢨࣥࢶഃࡢᑟ࡛༢⥺ⓗᒎ㛤
ࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊቃᇦໃຊഃࡢពྥࡀᘬࡁ㔠࡞ࡿࡶࠋ
࣭ࣅࢨࣥࢶࡢ㎶ቃᨻ⟇㸸ᐇ㝿ࡣ┦㛵ಀⓗ࡞ࡓࡕ࡛ᒎ㛤ࠋ
࣭ᮾ᪉࡛ࡢࡢศᯒ㸭ᮇࡸⓚᖇࡈࡢᕪ␗㸭ᕸᩍάືࡢ
㛵ಀ㸭᪉㠃ࡢቃᇦࡢᕪ␗➼ࡘ࠸࡚᭦࡞ࡿ㆟ㄽࡢᚲせࠋ
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Asołik: Stepʻanos Taronecʻi Asołik, Tiezerakan Patmowtʻiwn, ed. S. Malkhaseantsʻ, St. Petersburg 1885.
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র਼॔ছॽ॔؞य़জ५ॺઇঢ়બറফ

 অ२থॶఴમपउःथَ॔ছॽ
ُ॔धళयोञਨ॥شढ़१५भ
্दमؚঅ२থॶभभৣय़
জ५ॺઇभഘઇऋষॎोञधઅइ
ैोथःॊ؛ऒभधऌ॔ছॽ॔प
मਿઇౠऋ઼ऊोँؚॊங২य़
জ५ॺઇऋਭઍऔोञधाऩऔो
ॊ؛जऒदؚਨ॥شढ़१५রप
ઁऋॊઇভभীഘ॑৹ਪघॊ
ऒधदؚৰभय़জ५ॺઇऋ୶
॑ऻखञ೧॑ਫ਼ୈघॊ؛

6਼य উট॥আड़५ऋ॥شढ़१५भ॔ছথఔ॑य़জ५ॺઇെध੶

8਼ੂ୍ ঞड़شথقभೞঞड़شথ3਼كभ॔ছॽ॔௰ਖ
910ফ৻  ઇॽ॥ছड़५1਼গ५ॸॕ॥५पेॊ॔ছॽ॔পઇ፝भછල
11਼ش

॥থ५ॱথॸॕঀشউঝभઇౠজ५ॺप॔ছॽ॔ऋൕൗ

1222-40ႃ॔ছॽ॔ઇॸड़ॻট५भ॥থ५ॱথॸॕঀشউঝ௰ਖ
1239/40ফ ঔথ०ঝଔपेढथ॔ছॽ॔भঐफ़५ี
1590ফ 

ઇౠজ५ॺपउऐॊ॔ছॽ॔भਈभൕൗ

10-12਼भઇভ

1 ३ঙ॔ॼઇভ೫ବ
2 ७থॺॗઇভقం؟೫ବ క؟ك

ॖজॖॳख़ই५॥ग़

Ǣ

Ǣ

Ȑ

ȩ

আॶথॲ

ǺǮ

Ǣ

ȋ

Ǣ

ग़ঝঈঝش५

দख़ঝইॾॕ؞४গছॺ

ढ़६ঋॡ

ǫȫȈȪ

ॺঅজ३
ਏऩઇভ

3 ८ঞথॳগشॡ ਨઇভ
ق؟৸ବ ৣం؟୮੪५ॣॵॳ ৣরఙ؟એ ৣక؟লଅેஊཱك

અॽ؟॥ছड़५਼भછල
52. Πέτρῳ ἀρχιεπισκόπῳ Ἀλανίας
Ἐδεξάμέθά σου τὴν έπιστολήν... Περὶ δὲ
ὧν ἔγραψας τῶν τε κατὰ γάμον ἐναντιουμένων πραγμάτων τῇ καταστάσει τῆς ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων ὅσα πρὸς τὸν ἐθνικώτερον τρόπον ὑπάγει τοὺς χρωμένους, …
52.॔ছॽ॔পઇঌॺট५ष
எमँऩञभু॑ਭऐॉऽखञؼؼ
قরറँؼؼكऩञऋછःञઇভभ໓ૄ
पખघॊฬፕृؚষअ॑ेॉ౮ઇऩ
্षधऎजभभຯಆपणःथؼؼ
قറك

ऽधी
؞ਨ॥شढ़१५पउऐॊઇ
ভमؚਠभढ़ছॳক
ॖॳ؞ख़ঝॣ५ુਮবऊै
ਨड़७ॳ॔॔؞ছॽ॔ુਮ
বऽदपँञॊ୩ୠपઁ
ऋढथःॊ؛
؞অ२থॶఴમऊैमؚਊ
ੂभഘઇभऔऋॎढ
थऎॊऋؚਿઇౠभਝ઼
ऽदभ৽༬मਂदँॊ؛
؞ઇভभপऌऔऊैुऊऩ
ॉय़জ५ॺઇमਭઍऔोथ
ःञधઅइैोॊ؛

০भୖ
ॢ؞ঝ४॔ल॔ঝওॽ॔भ୶قధल
पୁपेॊఴમभਫ਼ୈك
؞ਠभಆႳधभঢ়બ
॔؞ং६ॠ॔ध॔ছॽ॔भੀ
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3 : Кузнецов В.А. 2012. Древности Архыза и
Кяфара. Ростов-на-Дону.
ఴમ
Jenkins R.J.H., Westerink L.G. 1973. Nicholas I
Patriarch of Constantinople : letters. Washington, D.
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ǢȫȡȋǢ˟ƸŴɭኔҞƹƴᇹׄμעπ˟ᜭᲢ࠰ᲣưܳᚕƞǕƨǫȫǱȉȳ̮வǛԁᛐǛπࡸƴܳᚕƠƨŵ
ƜƷǢȫȡȋǢ˟ƴǑǔǫȫǱȉȳ̮வƷԁᛐƷҾ׆ǛɶɭǢȫȡȋǢʴƷžǮȪǷǢ҄ǁƷӒႆſƴ൭Ǌǔͼ

ӼƕƋǔƕŴௐƨƠƯ፯ɥƷݣᇌƱൟଈ᧓ƷݣᇌǛሁፗƢǔƜƱƸᢘЏƱƍƑǔƩǖƏƔŵƜƷբƍƴƭƍƯŴ

ɭኔࢸҞƴȓǶȳȄ႐ࠔȞȌǨȫƱǢȫȡȋǢ˟ዮɼᲩǫȈȪǳǹƱƷ᧓ưᜭᛯƞǕƨ˟ӳӷᚘဒƷʙ̊

ƴؕƮƍƯ౨᚛Ƣǔŵ
Ӫ૰ ȍȫǻǹȷǷȥȎȫȏȪƕȓǶȳȄ႐ࠔȞȌǨȫíɭƴܮƯƨቇᲢǢȫȡȋǢᛖᲣ
   ȓǶȳȄƷᅕܖᎍȆǪȪǢȎǹƴǑǔȍȫǻǹȷǷȥȎȫȏȪƱƷ᚛ᛯƷإԓᲢǮȪǷǢᛖᲣ
࠰᪭ ǢȔȩȈȷȑȕȩȴȋƷ܇ƱƠƯဃǇǕǔ

ȍȫǻǹȷǷȥȎȫȏȪ
ֿסעחצ׀׳ם׳כ

࠰
ǢȫȡȋǢ˟ƷዮɼᲩǫȈȪǳǹᲢנˮ
࠰ᲣƴƠƯɶɭǢȫȡȋǢǛˊᘙƢǔᅕܖᎍȷ
ᚿʴŵ࢘ƷǭȪǭǢƷǢȫȡȋǢʴǛʚЎƠƯƍ
ƨȫșȋȤȳܼƱȘȈǥȟȤȳܼƷݣᇌƷᛦͣƴނ
щƢǔƱƱǋƴŴദ˟ȷǷȪǢᲢȤǳȖᲣ ࠰
˟ȷǫȈȪȃǯ˟ƳƲ˂ܪƱƷӐ̞᧙ڤನሰƴ
ѐǊƨŵ
࠰
࠰
࠰

ȢȗǹǨǹȆǣǢưȓǶȳȄƷȗȭȈǹȈ
ȩȈȫȷǢȬǯǷǪǹƱ˟ᛩŵ႐ࠔȞȌǨ
ȫíɭܮƴǢȫȡȋǢ˟Ʒ፯Ʊχᅇƴ
᧙ƢǔӗᡓǛᓸƢŵ
ΩǰȪǴȫïɭǫȈȪǳǹƷᡬӊƴˤƍŴ
ǫȈȪǳǹƴ˓ݼŵȞȌǨȫíɭƴ˟ӳ
ӷƴƭƍƯƷቇǛᡛǔŵ
ȓǶȳȄƷᅕܖᎍȆǪȪǢȎǹƱƷɟࡇႸ
Ʒ᚛ᛯƕዮɼࡈƷȕȭȠǯȩưᘍǘǕǔŵ
ȓǶȳȄƷᅕܖᎍȆǪȪǢȎǹƱƷʚࡇႸ
Ʒ᚛ᛯƕϐƼȕȭȠǯȩưᘍǘǕǔŵ
ᡬӊŵ

 ദ˟ȷǢȫȡȋǢ˟ƷӳӷƕᜭᛯƞǕƨᏑ

¾ ǢȬȃȝƷǢǿșǯǛࢸǖႽƱƢǔȫșȋȤȳܼƴݣ৴Ƣ
ǔƨǊŴȘȈǥȟȤȳܼƕȓǶȳȄƷૅੲǛࢳŵ
¾ ȍȫǻǹȷǷȥȎȫȏȪƸᅕܖᎍƱƠƯǫȫǱȉȳɼ፯
ᲢȭǴǹȷǭȪǹȈƕɟƭƷȒȥȝǹǿǷǹƴƓƍƯӳɟ
ƠƨʚƭƷஜࣱÜᅕࣱƱʴࣱÜǛஊƢǔᲣƴɟܭƷྸᚐǛ
ᅆƢŵ
¾ ȞȌǨȫíɭƷ˟ӳӷǁƷࢍƍ᧙࣎ŵ
ӳӷƴᨥƠƯƷȓǶȳȄƔǒƷᙲ൭
¾
¾
¾
¾

ǫȫǱȉȳ̮வƷӖܾ
ǫȫǱȉȳ̮வƷӖܾ
ᇹׅׄƔǒᇹɡׅǇưƷπ˟ᜭǛ১ᛐ
χᅇȷॹ፼ȷୣǛദ˟ƷǋƷƱɟᐲƞƤǔ
ǫȈȪǳǹƷᢠЈǛ႐ࠔƔǒƷਖ਼ᕟ૾ࡸƴ٭


¾ ǫȫǱȉȳ̮வƷྸႎᘙྵƕദƠƍƜƱƸᛐǊǔƕŴӷƴ
ǫȫǱȉȳ̮வƷྸႎᘙྵ
ྵƕദ
ྵƕദ
ǢȫȡȋǢ˟Ʒ፯ᲢǭȪǹȈƴƓƚǔɟƳǔஜࣱᲣǋǇƨ
ჇܱưƋǔƜƱƕᛐǊǒǕƳƚǕƹƳǒƳƍŵ

¾ ˂˟ƱီƳǔǢȫȡȋǢ˟Ʒχᅇ૾ࡸǍॹ፼ƸŴദƠƍˡ
ወǛപƠƯƍǔƷưƸƳƘŴǑǓӞƍˡወǛ̬ਤƠƯƍƨǓ
ᐯؾǍםƴᢘࣖƠƨኽௐ҄٭ƠƨǋƷưƋƬƨǓƢǔƷ
ưŴƑƯ٭Ƣǔ࣏ᙲƸƳƍŵ

¾ ദ˟ǢȫȡȋǢ˟᧓ƴသǇǒƣŴǫȈȪȃǯ˟ȷǷȪǢ
˟ƳƲ˂Ʒ˟ǋӳӷᚘဒƴӋьƢǔǑƏ̟Ƣŵ

¾ ӳӷƸʝƍƴݣሁƳᇌئưܱྵƞǕƶƹƳǒƳƍŵ

ǫȫǱȉȳɼ፯ǛܾᛐƠƭƭǢȫȡȋǢ˟ƴஊƷ፯Ǎ
χᅇȷॹ፼Ǜ̬ਤƠƨǇǇദ˟ŴƻƍƯƸμǭȪǹȈ˟
ƱƷɟᐲǛႸਦƠƨȍȫǻǹȷǷȥȎȫȏȪƸŴžǮȪǷǢ
ݣǢȫȡȋǢſƱƍƏኵǈƴӓǇǒƳƍ୍ᢄࣱǛ˟ӳӷ
ƴ൭Ǌƨŵ

ŷƸჇƬႺƙƔƭᐯဌƴʚƷᚕᓶƴǑǔᚰଢưǋƬƯƦƜᲢᅕƷ
ࣂᚩᲣƴПᢋƢǔŵƢƳǘƪŴᚕᓶƴƠࢽƳƍӳɟƴǑƬƯӖᎹƠƨ
ȭǴǹƷஜࣱǛɟƱƍƏƜƱƱʚƱƍƏƜƱÜŷƸന֥Ǜɟ૾Ʒ
ƴƷǈਤƬƯƍǔƷưƸƳƘŴӫƱƴਤƬƯƍǔƷưƋǔŵ

äǇƨŴǒƕʝƍƴᢅƪǛԓႆƠƋƏǑƏƴᅕƕஓǇǕƨᨥƴƸŴƦ
ǕƕɼʴƕڢᨳƴŴƋǔƍƸڢᨳƕɼʴƴݣƢǔǑƏƴᘍǘǕǔƜƱƕ
ƳƍǑƏŴᝮ૾ƷๆǕǜƹƔǓƷٻݎƞƴࠎƍǇƢŵä፯ƴƠǖ˟
Ʒॹ፼ƴƠǖŴ˴ƔჇܱƔǒٳǕƨʙƕଢǒƔƴƳƬƨƳǒƹŴƦǕƕ
ŷƷǋƷưƋǕᝮ૾ƕƨƷǋƷưƋǕŴӑ૾ƕƦǕǛᄊూƢǂƖưƢŵ
ɼᙲӋᎋ૨ྂ
ֲתכרח׳֮חץחחצךמןר1871.
Theoriani disputatio secunda cum Nersete Patriarha Generali Armeniorum. Angelo Maio,
Scriptorum veterum nova collectio è Vaticanis codicibus, Tomus VI, Romae, 1832.
Aram I, Catholicos of Cilicia. Saint Nersēs the Gracious and Church Unity. Armeno-Greek Church
Relations (1165-1173). Antelias. 2010.
Զէքիեան, Լ. Համամիութենական տրամախօսութիւն ՄԸ ԺԲ. դարուն. Հայգիտական մատենաշար
«Բազմավէպ» 13. 1978.
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ЗЌ㑡ޫ֩ЗࡢЌࣙ瀆濥濬瀦澨־澩灐灚炃瀻
᭘
Ȋ֩ЗࡢЗ־瀉ࡢُ瀭㌏濾瀁Ȋ

ᜐπᲢଔᆖဋܖٻҦٟᛢᆉ1࠰Უ
aki0211t@gmail.com

ƸơǊƴ

؏ؾƱƸ (Ҿᛖ=Frontier Region)

עɶෙɶᢿƴƓƚǔݣǤǹȩȸȠž؏ؾſӪ
9ɭኔǤǹȩȸȠѬщƷ̛λ
11-12ɭኔȎȫȞȳྛஔƴǈǔ ؏ؾƂҥɟ؏ؾƃ
13ɭኔЭҞǷȥǿǦȕǧȳஔ
 эȫȁǧȸȩǁƷᡙ્ȷࢍСોܪƂҥɟ؏ؾƃƷෞ๒
13ɭኔࢸҞȁȥȋǸǢҗ܌ƴǈǔီࢻ᧓ᄂᆮǁ
  մ҅ǢȕȪǫưƷီࢻ᧓ᄂᆮƷȢȇȫ᳕M. Lower, 2006᳗

ȕȭȳȆǣǢᄂᆮƔǒ
҅ӪƷȕȭȳȆǣǢȷȩǤȳƷᙱᢃѣ[F. J. Turner]
Ȩȸȭȃȑƴඬӏ эȕȭȳȆǣǢಒࣞƷٶಮ҄[W. P. Webb]
؏ؾƷЎ[N. BerendƷܭ፯]
  մĬؾမዴ(Linear Frontier)Ʊĭ(؏ؾFrontier Region)
ĭ-1.ҥɟᅈ˟ƴϋנƢǔ؏ؾ

բ᫆੩ឪ

ĭ-2.ʚƭƷᅈ˟Ʒᇤӳ؏ע

ȷǷȁȪǢƔǒƷǤǹȩȸȠᨊэૼƨƳȕȭȳȆǣǢᲹ
 մૼƨƳီࢻ᧓ž؏ؾſƷנ܍ǛෙƴƓƍƯ౨ᚰ
Ƃʚ؏ؾƃ

Ƃҥɟ؏ؾƃ

ȷǷȁȪǢྛ―ȏȕǹஔ᧓Ʒ᧙̞ эࢼƔݣሁƔᲹ

Ў ௌ

ǸǧȎȴǡ―ǷȁȪǢ᧓᧙̞
ǷȁȪǢྛƱƷʗཞ७ǁ(1272~)
ǷȁȪǢМೌƔǒƷǸǧȎȴǡᨊ
մžᑋᘍȷ݃ลᅠഥſԡˋͤ1

ǸǧȎȴǡ-ȏȕǹஔ᧓ư
ңܭዸኽͤ3

ǸǧȎȴǡ

45
40
35
30
25
20
15
10
ǷȁȪǢ 5
0

ƜƜưƸෙƷМဇᎍ
ƱƠƯǸǧȎȴǡƴද
ႸƠŴЎௌƢǔŵ

ǸǧȎȴǡƷʩତέлӳͤ2
ǷȁȪǢ
ȊȝȪ
ȕȩȳǹ
ǢȬǯǵȳȉȪǢ

ྛ

Oltremare

ȏȕǹஔ

Ȟȫǿ

FOCUS ON

ȏȕǹஔ

ኽ ᛯ

ᎋ
 ݑ

ǢȬǯǵȳȉȪǢ૾᩿ǁᲹ

ǫȫȭ1ɭƸǷȁ
ȪǢҤᙱᢿƴ
ᑞǛᣐͳͤ4

ǸǧȎȴǡƷǷ
ȁȪǢෙᑋᘍ
Ǜ᧹ഥ

ȷǷȁȪǢҤᙱƷෙǛ߹ƬƯŴǸǧ
ȎȴǡƴᑋᘍƷܤμǛ̬ᨦƞƤƨȏȕǹ
ஔƷ࢘ᛆෙƴƓƚǔࢨ᪪щǛᄩᛐ
ȷෙƴƓƚǔǷȁȪǢྛƷᑞᣐፗԡ
ˋэǷȁȪǢྛƷʙႎࢨ᪪щƷᘍ̅

࢘ᛆෙǛŴʚƭƷᅈ˟ƕጢǓƳƢᇤӳ
[ ؏עN. Berendܭ፯] ŴƱƠƯਵƑǔƜ
ƱƕӧᏡ

 ޒஓ

ȷᇹɤᎍƱƠƯǸǧȎȴǡǛʼƠƨෙЎௌ
эȏȕǹஔƱǷȁȪǢྛƱƷ᧓Ʒᇤӳ؏עǛဃᲷžʚƭƷᅈ˟Ʒᡀؾƕ˺ǓЈƠƨᇤӳƢǔ᪸؏ſ
   մFrontier RegionǛ࢟ƠƯƍƨŵᲢኽᛯᲣэƜƷFrontier Regionƕžɶ࣎ſƴӏǅƢࢨ᪪ƸᲹᲢޒஓᲣ
ȷȏȕǹஔƸǷȁȪǢྛƴݣƠŴᝡኛǛૅƍƳƕǒǋŴǫȫȭ1ɭƕᘍƏሊǛܹڳƢǔƜƱưŴҥኝƳࢼޓǍžݣ
ሁſƳƲưƸƳƘŴݣᇌƠƳƕǒǋᗡԧႎƳ᧙̞ǛዒዓƞƤǑƏƱƠƯƍƨŵᲢኽᛯᲣ
   մž᧓ܼƷ᧙̞ſƱž؏ؾſǛМဇƢǔʴŷƱƷ᧙̞э”Frontier Society”ǛᄩᛐƢǔƜƱƸӧᏡƔᲹᲢޒஓᲣ
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㻝㻟ୡ⣖䛻䛚䛡䜛ᩍⓚ≉䝭䝑䝅䝵䞁䛾୍᩿❶
㻝㻟
───
─≉
⇖⇊⇯⇁
⇁୰ᚰ
───
ƸơǊƴ

ᮾிᏛᏛ㝔ேᩥ♫⣔◊✲⛉ಟኈㄢ⛬䠎ᖺ ⧷⏣᐀⣖
soki.oda@gmail.com

ᩍⓚ≉䠄㼘㼑㼓㼍㼠㼡㼟䠅䛿䚸୰ୡ䝶䞊䝻䝑䝟䚸䛥䜙䛻䛿䛭䛾እ㒊ୡ⏺䛻䛚䛔䛶䚸ᩍⓚᗇ䛸ᆅ᪉䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䛾፹䚸ᩍⓚ䛾⤫
䛾㐨ල䛸䛧䛶ᶵ⬟䛧䛯䚹㏆ᖺ䚸㼃㼑㼞㼚㼑㼞㻌㻹㼍㼘㼑㼏㼦㼑㼗䛻䜘䜛≉ᩥ᭩䠄㻸㼑㼓㼍㼠㼑㼚㼡㼞㼗㼡㼚㼐㼑㼚䠅䛾┠㘓సᡂ䠄㻹㼍㼘㼑㼏㼦㼑㼗㻌㻞㻜㻝㻜㻘㻌㻞㻜㻝㻟䠅䛻䜘䛳䛶䚸
ಶู䛾≉䛾◊✲䛜㛤䛛䜜䛴䛴䛒䜛䚹◊✲䛾✚䛻䜘䜚䚸㻝㻟ୡ⣖䛾ᩍⓚ≉䛾యീ䛾ᥥฟ䛿ྍ⬟䛛䠛

إԓƷႸႎ
legatus

▷ᮇⓗ䞉㛗ᮇⓗ䛻ᩍⓚ≉䛻䛘䛯㝶⾜ဨ䛻ὀ┠䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶

legatus

⠇ᅋ䛾άື䛸䛧䛶ᤊ䛘䜛ྍ⬟ᛶ䜢♧၀䛩䜛䚹
≉䛾⠇άື䜢

႐ཎ̅ǰǤȉ
Guido sancti Laurentii in Lucina presbiterii cardinalis
䞉 䝅䝖䞊ಟ㐨㝔䛾ಟ㐨㝔㛗䠄c.1255䡚䠅
䞉 1265ᖺ5᭶䚸䝅䝖䞊ኈ䛷ᯡᶵཀ䛾Johannes de Toledo䛾ᚋ௵
䛸䛧䛶䚸S. Lorenzo in Lucina䛾ྖ⚍ᯡᶵཀ䛻ᑵ௵䚹
䞉 1265ᖺ6᭶8᪥䚸ᩍ
ᩍⓚ䜽䝺䝯䞁䝇4ୡ䛻䜘䛳䛶ᩍⓚ≉䛻௵䚹

䞉Kalmar

ǰǤȉƷȫȸȈ
Ribe䞉

Roskilde䞉

Schleswig䞉
Hamburg䞉

Guidoni ...legationis officium in Dacia et Suecia committit..., ut
discordias inter Danorum reginam et praelatos regni Danici ortas
et ab inimico quodam homine nutritas sedet.
䜾䜲䝗䛻䚸䝕䞁䝬䞊䜽䛸䝇䜴䜵䞊䝕䞁䛻䛚䛡䜛≉䛾௵ົ䜢ጤ䛽䜛䚹
䝕䞁䝬䞊䜽ዪ⋤䛸䝕䞁䝬䞊䜽⋤ᅜ䛾㧗⪷⫋⪅䛾㛫䛻㉳䛣䜚䚸ᩛព䛒
䜛⪅䛻䜘䛳䛶ຓ㛗䛥䜜䛯த䛔䜢㙠䜑䜛䜘䛖䛻䚹(Potthast, 19182)

䞉Lübeckk䞉Rostock
䞉
䞉

Magdeburg䞉

䞉Köln

䞉Lund

䞉Spandau
䞉Halle
䞉

䞉Breslau

Görlitz

zu Prag

Breslau Prag
Wien
Krakau Glogau Lübeck
Hamburg Lübeck Magdeburg Kalmar Schleswig Lübeck
8.30䡚9.30 10.13
1267.1.3 3.7
4.11
7.1
7.31
8.22
1265.12.16 1266.1.2 1.29䡚2.12 6.24
䡚12.28
䡚1.13
䡚7.17
䡚11.10 䡚2.17
䡚3.18
䡚5.28
䡚7.4
䡚9.10
Johannes
Oddo de Charivaro
Guillelmus de Alisia
Philippus
Matheus
Petrus de
Orbaco/Orbatho
Petrus de ordine
Cisterciensis
Johannes Milonis
Henricus

䞉Guillelmus→"publicus sancte Romane ecclesiae auctoritate notarius"
䞉Oddo→"doctor in medicina", "phisicus"
䞉Guillelmus䛸Philippus௨እ→"capellanus domini legati"
䞉Henricus→"capellanus et camerarius legati"

ƓǘǓƴ
Eidem(=Guidoni) indulget, ut eius capellani,
quamdiu eius institerint obsequiis, beneficiorum suorum
percipere valeant cum ea integritate proventus…
䜾䜲䝗䛻䚸ᙼ䛾䜹䝨䝑䝷䝚䝇䜙䛜䜾䜲䝗䛻ᚑ䛳䛶᪑䛩䜛㛫䚸
ᙼ䜙䛾⪷⫋⚘䛾ධ䜢Ḟ䛡䜛䛣䛸䛺䛟ཷ䛡ྲྀ䜛ᶒ䜢䜒䛴䛣䛸
䜢ㄆ䜑䜛䚹1265.6.12(Potthast, 19202)

䜾䜲䝗䛿䚸⮬䜙䛾ேⓗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛛䜙⠇ᅋ
䜢ᵓᡂ䛧䚸ᩍⓚ䜒䛂≉䛾䜹䝨䝑䝷䝚䝇䛃䜢ㄆ㆑
䛧䛶䛔䛯䚹
䊻⠇ᅋ䛸䛧䛶䛾ྛᆅ䛷䛾άື䜢᳨ウ䚹

Bibliography
䞉 Maleczek, W., 䇾Die Urkunden des päpstlichen Legaten Guido, Kardinalpriester von S. Lorenzo in Lucina, aus den Jahr 1265 bis 1267 (Legation nach Skandinavien und
Deutschland) 䇿, Archiv für Diplomatik 56, 2010, pp. 65-150.
䞉 Meleczek. M., "Die Urkunden des päpstlichen Legaten Johannes Boccamazza, Kardinalbischofs von Tusculum, aus den Jahren 1286 und 1287 (Legation ins Reich in der
Spätzeit König Rudolfs von Habsburg)", Archiv für Diplomatik 59, 2013, pp. 35-132.
䞉 Ollendiek, H., Die päpstlchen Legaten im deutschen Reichsgebiet von 1261 bis zum Ende des Interregnums, Freiburg, 1972.
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中世ヨーロッパの印章に見る「船としての都市」
概要：ヨーロッパの印章図像は具体的な描写である以上に「表象と自己表現の手段」として用いられた。つまり印章図像には歴
史的事実の媒体としてだけでなく「いかにあるべきか」との理念を表現する機能が備わっていたと考えられる。
ところで、北海・バルト海沿岸地域の諸都市の印章に採用されたモチーフに、船の図像があることは知られている。当地の地
域研究は船の図像を具体的な表現媒体として評価し、歴史上の船体の多様性や発展を探る手段としてきた。この伝統を踏ま
えたうえで、しかし本報告では、都市印章に表現された船の図像を、コミュニティ理念の表象として理解する。図像学的背景を
整理したうえで、都市コミュニティの「権力と正統性」を表現するために船の図像が採用されていた、という仮説を提示したい。

１．全域性の形象／身体＝都市印章

２ ．都市印章研究での船図像の解釈
他方で、北海・バルト海沿岸諸都市も、

伝統都市の空間は単なる集住の場であ
るだけでなく、それ自体がひとつの形象
／身体として、人々の共同性を表象す
る形象と見なされ、また共同性を成立
させるための規範が表現されるもの＝
全域性をもつもの、と認識されてきた。

アと解釈されてきた。この前提のため
に、
「自由で自立した」都市共同体の成
立時期を示すものと解釈されてきた。

この由来のうち、とりわけプラトンが

船の図像をもつ印章を保持していた。ハ

たとえた「国家としての船」のモチーフ

ンザ研究では船図像が歴史的船体の史

と、旧約・新約聖書に由来する「教会

料と位置づけられ、都市印章中の船の図

としての船」のモチーフが重要である。

は、
世俗的な商人コミュニティを示す「革

共同性／規範を都市コミュニティに転

新的な」表現として理解されてきた。

用したものとして、必ずしも上位権者の

しかし報告者は《船の都市印章》の持

権力に依存するのではない、聖なるコ

つ意味に（１）宗教共同体としての性格

ミュニティとしての性格を示すものとし

そして都市印章は都市景観図と並び、
都市の共同性／規範を写し出すメディ

３．船から都市の形象へと

を過小評価すべきでないこと、
（２）都
市印章の図像が示す「保守的な」性格、
既存の図像体系からの由来を指摘する。

て、船図像を位置づけることができる。
（中）ライム・リージス
（13 世紀後半）③
（右）グラヴリーヌ(sigillum
ad causa, 13 世紀）④

ムーリのコンラート
『文書法規集』
（1275/76）
の
「象徴としての印章」

第 16 項。印章の示し方。
「人間がそもそも魂と肉体の二つをもって完成するよ
うに、文書もまた二つの事物によって完成する。すな
わち魂に比すべきテキストの力と、肉体に比すべき印
章とによって完成をみるのだ」。
印章の形態について。
「…教皇勅印あるいは皇帝・国王の印章はしかるべく円形

コッゲ船を描いたリューベック都市印章についての言及

「船としての都市」の源流

①国家＝船として
「主の御名においてアーメン。1328 年第 11 インディク

「なぜなら、考えてもみたまえ、もし人が船の舵を取る人

ティオ 1 月末日の事項。私の立会いのもとになされた

を選ぶのに、同じそのような基準を用いて、財産の評価に

公けの作成行為と一連の署名とにより、マギステルた

従って任命するとしたら、そして貧乏な者には、たとえそ

る Gherhardus de Lochem が司教 Marquardus 殿のもつ

の人が舵を取る技術にもっと秀でた人であっても、けっし

Shoneburg の家屋に関する文書を作成し、印章を付した。

て船の舵をまかせないとしたらどうなるか」
「きっと彼らの

この印章には中央に直立したマストと二人の人間の姿をと

航海は」と彼は言った。
「惨憺たるものとなるでしょう」
。

。
もなうコッゲないしはリブルナの図が刻まれている…」

に形づくられている。他方で司教たちや教会貴顕たちは

Mecklenburgisches Urkundenbuch. Bd.7: 1322-1328 . Verein

楕円形をなしている。伯あるいは同格の人びと、あるい

für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde(hrsg.),

はそれより劣る地位の人びとのばあいは、彼ら自身にふ

Schwerin 1872, Nr.4895.

プラトン『国家』第 8 巻 7 章
②教会＝船として
おお救い主の十字架よ／あなたは我らの帆柱であり
この浮世はまさに海／我が神は帆にして船乗り

さわしい形を選択する。ある者は円形に、ある者は三角

あなたは我らの帆綱のはたらきを作りたまい

形に、ある者は盾の形を選択するが、それは彼らの盾の

あなたは我々に旅行きの家を作りたもう。

かたちを表示できるようにするためである…」
。
Konrad von Mure, Summa de arte prosandi. Walter
Kronbichler(hrsg.), Zürich 1968, S.167.

帆は真実の誓約を守り／帆は我々を真実へと誘う。
（左）リューベック都市印章（１
２00 頃）①
（上）シュトラールズント（14 世紀前半）②

聖なる息吹こそ風／眼の見えぬ者たちを正しき方向へ導く。
『エッツォーの歌 Ezzolied』
（1070 頃）

【参考文献】Bedos, Brigitte: Corpus des sceaux français du Moyen Age. T.1: Les sceaux des villes. Paris 1980; Ellmers, Detlev: Hansische Selbstdarstellung im Siegelbild. in: Das Gedächtnis

der Hansestadt Lübeck. Festschrift für Antjekathrin Grassmann zum 65. Geburtstag . Lübeck 2005, S.413-425; Ewe, Herbert: Schiﬀe auf Siegeln. Rostock 1972; Harvey, Paul Dean Adshead
/ McGuinness, Andrew: A guide to British medieval seals . London 1996 ; Kleinere deutsche Gedichte des 11. und 12. Jahrhunderts . 2. Bde., Albert Waag, Werner Schröder(hrsg.), Tübingen
1972; Möbius, Friedrich: Navis ecclesiae. Sinnschichten des zeitgenössischen Sprachgebrauchs. in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 22, 1989, S.15-21; Moll, Friedrich: Die Darstellung
des Schiﬀes in der Kunst von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang des Mittelalters. in: Jahrbuch der schiﬀbautechnischen Gesellschaft 30, 1929, S.287-297; Rudolph, Wolfgang: Das Schiﬀ als

Zeichen. Bürgerliche Selbstdarstellung in Hafenorten . Berlin 1987; Steusloﬀ, Wolfgang:Votivschiﬀe. Schiﬀsmodelle in Kirchen zwischen Wismarbucht und Oderhaﬀ. Hinstorﬀ 1981; 古川誠之
「中世ドイツ都市印章研究と「都市の表象」
」
『西洋中世研究』２、2010 年、161-178 頁；古川誠之「都市印章の生成と『一つの都市』
：共同体のイメージと王権支配」
『西洋史論叢（早稲田大）
』
32 号、2010 年、35-46 頁；古川誠之「鍵、竜、そして船：ドイツ中世都市印章の表象」
『ヨーロピアン・グローバリゼーションと諸文化圏の変容：研究プロジェクト報告書Ⅳ』東北学院大学、
2011 年、48-63 頁；古川誠之「聖なるコミュニティ：中世都市の表象とドイツ中世都市共同体論」
『比較都市史研究』30-2 号、2011 年、25-39 頁 ; 若林幹夫『都市のアレゴリー』INAX 出版、
1999 年 【図像典拠】① ② Ewe. ③ Harvey / McGuinness. ④ Bedos.

報告者：古川誠之（早稲田大学非常勤講師） furukawama@gmail.com
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൷ᴾ ͤίி҅ܖٻὸᴾ ᶒᵿᶉᶃᶑᶆᶇᶇᶉᶃᶌᶍᵞᶅᶋᵿᶇᶊᵌᶁᶍᶋᴾ ᴾ
ஜإԓƷႸႎ


ɭኔɶᓶҤȍȸȇȫȩȳȈᜂᣃࠊƴƓƚǔž̲ᠴܼᨼ ׇ4GFGTKLMGTUMCOGT ſƷ࢟ǛŴཎƴᣃࠊȘȳȈᲢ)GPV
ƷཞඞƴදႸƠŴ˳ׇƷᚨᇌŴѣƴ᧙ǘǔᜂӪ૰ƔǒƦƷᚨᇌƴ᧙ǘǔࠊൟႎॖ፯ǛᙸЈƢŵ


íᲨž̲ᠴܼᨼׇſƱƸ
ž̲ᠴܼᨼׇſᲷɭኔˌᨀǪȩȳȀᛖ૾עע˯חƷᜂᣃࠊƴᚨᇌƞǕƨǢȞȁȥǢƷᚿʴŴ૨ᑸܼƷᨼׇŵᣃࠊƷಅǮȫȉ
ȡȳȐȸǍŴᑸᘐܼƳƲɶȷɥࠊޖൟƴǑǓನƞǕŴᣃࠊƷᅔᅛŴžλࠊࡸſሁƷΒᅇƷЈŴ࠰ˊᚡ˺ሁǛᘍƏŵ࠰
ˊˌᨀŴžȖȫǴȸȋȥтܼئſǛ࢟ƢǔɟᙲእƱƠƯƷදႸƕፗƔǕǔŵ 
                                                         

îᲨᲫᲯɭኔИƷҤȍȸȇȫȩȳȈƷ̲ᠴܼ૨҄
ɭኔࢸҞ᪭ǑǓŴȕȩȳȉȫǛɶ࣎ƱƠƯ˯૾עעᜂᣃࠊϋƴȗȭǻȃǷȧȳǍᅔᅛƷᨥƴтǛɥƢǔŴᅔᅛƝƱǢȉȷ
țȃǯƴኵጢƞǕǔಮŷƳ˳ׇƷנ܍ƕŴᣃࠊ˟ᚘቐሁƷӪ૰ǑǓᄩᛐưƖǔŵ'Z ȇǣǯǹȠǤȇᲢᲣŴǤȸȗȫ
ᲢᲣŵɭኔɶᓶˌᨀŴᣃࠊƴƓƍƯᅔᅛŴΒᅇǛЈƢǔँࠝႎƳ˳ׇᲢ̲ᠴܼᨼׇᲣƷ࢟ƕǈǒǕڼǊǔŵ
   ȷȖȫȃȘžችᩙ &G*GKNKIG)GGUV Ტ࠰Უ ȷȘȳȈžȉȷȕǩȳȆȸȌᲢ&G(QPVGKPGᲣſᲢ࠰Უ


 ąȢȇȫǱȸǹƱƠƯᣃࠊȘȳȈƷ̊ǛӕǓɥƛŴž̲ᠴܼᨼׇſƷࣱឋƱŴƦƷᚨᇌƴ᧙ǘǔॖ፯Ǜ౨᚛Ƣǔŵ


ïᲨɭኔȘȳȈƷ̲ᠴܼᨼׇƷᚨᇌཞඞƱӪ૰
ȷžȉȷȕǩȳȆȸȌſä࠰ᚨᇌŴᣃࠊ࢘ޅƴǑǔ১ᛐŵᅛّᲴᎢȋǯȩȸǹ˟ŵӪ૰Ჴžᚨᇌᙹኖ TGINGOGPV ſ


ȷžᎢǢǰȍǹ 5KPV#IPGU ſä࠰ᚨᇌŵ࠰ᣃࠊྛޅƴǑǔ১ᛐŵᅛّᲴᎢȤȳ˟ŵӪ૰Ჴžᚨᇌᙹኖſ


ȷžȞȪǢȷȆȫȷǨȸȬ /CTKGP6JGGTGP ſä࠰ᣃࠊ࢘ޅƴǑǔ১ᛐŵᅛّᲴᎢȤǳȖ˟ŵӪ૰ᲴžᚨᇌᙹኖſŴž˟  
ՃӸቐ NGFGPNKLUV Ტ࠰Ɣǒ࠰ǇưᲣſ    


ðᲨɭኔȘȳȈƷ̲ᠴܼᨼׇƷཎࣉÜΩࢂׇƱƠƯƷᙻໜÜ


օžᚨᇌᙹኖſƔǒᲴ̲ᠴƷܱោƴ᧙ǘǔᙹܭƷǄƔŴܣᜱᎢʴᲢᎢɤˮɟ˳ŴᎢǢǰȍǹŴᎢȞȪǢᲣǁƷ߁ŴȟǵχᅇŴ
˟ՃƷᔀΒᙹܭሁŴܪႎဃƷσӷ˳ƱƠƯŴΩࢂ ׇDTQGFGTUEJCR Ʊൔ᠋ƞǕࢽǔ˳ׇưƋǔƜƱƕǘƔǔŵƠƔƠƳƕǒŴ 
ΩࢂׇƱƠƯƸཎഷƳࣱឋǋԃǉŵȡȳȐȸٳƷʴཋǍᣃࠊٳƴƓƚǔᇤ২˟ሁƷѣᙹܭƷנ܍ŵ


ֆȘȳȈƷž̲ᠴܼᨼׇſƷʴႎನᲴžȞȪǢȷȆȫȷǨȸȬſƷž˟ՃӸቐſƔǒƸŴᣃࠊƷǮȫȉȡȳȐȸǛɶ࣎ƱƠƨʴ
ႎನŴƱǓǘƚŴȘȳȈƷžƷݱǮȫȉ MNGKPGPGTKPIGP ſƷǮȫȉȡȳȐȸǛɶ࣎ƱƢǔŵ                  


ևȘȳȈƷဒܼǮȫȉžᎢȫǫǮȫȉ 5KPV.WECUIKNFG ſƷࢨ᪪ᲴဒܼǮȫȉžᎢȫǫǮȫȉſƷɭኔƷӸቐƔǒƸŴžႳთ
ᎍ FGMGP ſኺ᬴ƷƋǔȡȳȐȸᲬӸƕžȉȷȕǩȳȆȸȌſƱžᎢǢǰȍǹſƷᚨᇌƴ᧙ǘƬƯƍǔƜƱƕᄩᛐưƖǔŵ


ֈᲫᲯɭኔȘȳȈƷžݧΩࢂ ׇ5EJWVVGTUIKNFGP ſƱƷൔ᠋ᲴžǷȳȈȷȨȪǹΩࢂׇſžᎢǻȐǹȁȣȳΩࢂׇſäᲫᲯɭኔ
ƴƸŴᣃࠊƷᅔᅛ૨҄ǛਃƏ˳ׇƱƠƯ̲ᠴܼˌЭƴᄩᇌŵăᣃࠊᝮଈ RQQTVGTKL Ŵጢࠋ YGXGTKL ǛԃǉžɤٻᨼׇſƴǑ
ǔȪȸȀȸǷȃȗŵᜂᣃࠊ᧓Ʒ˳ׇƴǑǔȍȃȈȯȸǯƷ࢟
つ⣙᮲㡯 ෆᐜ
̲ᠴܼᨼׇƷኵጢ࢟ƷȢȇȫᲹ
㻝᮲
ᅋయタ❧䛾⌮ᛕ䚸Ᏺㆤ⪷ே䛷䛒䜛䛂⪷୕୍య䛃䛻㛵䛧䛶䛾つᐃ䚹
                         
㻞᮲
⪷䝙䜽䝷䞊䝇ᩍ䛾♩ᣏᇽ䛻䛚䛡䜛䝭䝃䛾つᐃ䚹
䋻ᲫᲯɭኔƴƓƚǔȘȳȈƷ̲ᠴܼᨼׇᲴɼƴဒܼǮȫ
ȉƷஊщƳᑸᘐܼƷɼݰƴǑǓᚨᇌƞǕƨΩࢂׇႎᨼׇŵᣃ
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ǨȪȸȈޖƷᨼׇƱƠƯƷᑥӳƍƸᕓƍƱǈǒǕǔŵ㻌
㻢᮲
㏥㻔㒔ᕷ䜢ཤ䜛䝯䞁䝞䞊䠅䛻㛵䛩䜛つᐃ䚹
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ɶ᧓ޖƷࠊൟƷנ܍ज़Ǜ᭗Ǌǔᅈ˟ᨼׇƕႆᢋƠƨƱ
ƍƏໜƴ̲ᠴܼᨼׇƷ࢟Ʒॖ፯ƕƋǔŵ

㻣᮲
㻤᮲
㻥᮲
㻝㻜᮲
㻝㻝᮲
㻝㻞᮲
㻝㻟᮲
㻝㻠᮲
㻝㻡᮲

ᅋయ䛾㞟䛾㝿䛻䚸つᚊ䜢䛧䛯䜚㐪ἲ⾜Ⅽ䜢䛩䜛䝯䞁䝞䞊䛻ᑐ䛩䜛⨩๎
つᐃ䚹
ᅋయෆ䛷䛾リస䛾➇ᢏ䛻㛵䛩䜛つᐃ䚹
䛾ୖ₇䛻㛵䛧䛶䚸ୖ₇⪅䛾ᙺ┠䛾Ỵᐃ䛻㛵䛩䜛つᐃ䚹
㒔ᕷෆ䛾➇ᢏ䛻䛚䛡䜛ᅋయ䝯䞁䝞䞊እ䛾ே≀䛾ཧຍ䛻㛵䜟䜛つᐃ䚹
䝯䞁䝞䞊䛜㒔ᕷእ䛷䛾➇ᢏ䛻ཧຍ䛩䜛㝿䛾つᐃ䚹
䛻䛂➇ᢏ䛃䛾㝿䛻つᚊ䜢䛧䛯䝯䞁䝞䞊䜈䛾⨩๎䛻㛵䜟䜛つᐃ䚹
ᅋయ䛾䝯䞁䝞䞊䛾䚸᪥ᖖⓗ䛺リస䛾カ⦎䛻㛵䛩䜛つᐃ䚹
㻟᮲䛾䚸ᣦᑟ⪅䛯䛱䛾㑅ฟ䛻䛚䛡䜛⛎ᐦ䛾ಖᣢ䚹
ᅋయ䝯䞁䝞䞊㛫䛷䛾த䛔䛾⚗Ṇ䚹ᣦᑟ⪅䛯䛱䛻䜘䜛௰䛾つᐃ䚹

࠰ƷȘȳȈƷ̲ᠴܼᨼׇžȉȷȕǩȳȆȸȌ &G(QPVGKPG ſƷᙹኖ
Ʒಒᙲ

ɼᙲӋᎋ૨ྂ
ɟഏӪ૰
Van Elsander, A. ,‘De instelbrief van de Rederijkerskamer “De Fonteine” te Gent(9 december 1448)’, Jaarboek van De Fonteine, 6-7(1948-1949), pp. 15-22.

ʚഏ૨ྂ
Arnade, P., Realms of Ritual.Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent., Ithaca and London ,1996.
Boone.M., Gent en de Bourgondische hertogen ca. 1384 – ca. 1453 Een Sociaal-politieke studie van een staatsvormingsproces, Brussel, 1990.
Trio, P., Volksreligie als spiegel van een stedelijke samenleving. De broederschappen te Gent in de late middeleeuwen, Leuven, 1993.
― Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam, 2008.
ඕҾภƀɶɭȕȩȳȉȫƷᣃࠊƱᅈ˟ƁᲢɶܖٻځЈ༿ᢿ ࠰Უ
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Le Cte de LABORDE, Les Ducs de Bourgogne: études sur les lettres, les arts et l'industrie pendant le XVe siècle, Paris, 1849-1852, 3 vols.
O. de LA MARCHE, Mémoires, éd. H. BEAUNE et J. d'ARBAUMONT, Paris, 1883-1888, 4 vols.
J. LE FÈVRE DE SAINT-RÉMY, Chronique, éd. F. MORAND, Paris, 1876-1881, 2 vols.
C. INGRASSIA, « La moresque, danse du XVe siècle », Théatre et Spectacles Hier et Aujourd'hui, Moyen Âge et Renaissance, Éditions du CTHS, 1991, pp. 131-143.
J. KOOPMANS, « L'amour qui lie et la vanité du monde: danse, théâtre et iconographie », FS Anthonius H. Touber, 1995, pp. 285-295.
J. PAVIOT, Les Ducs de Bourgogne, la croisade et l'Orient (fin XIVe siècle-XVe siècle), Paris, 2003. 
D. QUÉRUEL, « Des gestes à la danse: l‘exemple de la « morisque » à la fin du Moyen Âge », Sénéfiance, no. 41, Université de Provence, 1998, pp. 501-517.
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ƦƷ˂ൗጢཋಅ

ȕǩȪǪXệT

 ᣃࠊࢫᎰᎍ ᙲƳࢫᎰŴᣃࠊᝮଈƔǒ
 ɟᑍࠊൟ  ᎢᎰᎍŴᣃࠊƷஊщᎍƔǒ
 ąᣃࠊϋࠊൟƷȒǨȩȫǭȸƴᚡÜᣃࠊᝮଈૅᣐ˳СƷዜਤ

ȕȪȖȸȫƷࠊൟޖ
 ٶૠƷൗጢཋಅᎍŴႝ᪃ಅᎍᲷؕ࠴ငಅࢼʙᎍ
 ࠊൟƷ៲ЎǍᎰಅÜࠊӋʙ˟ᢠЈǍࠊൟьλƴࢨ᪪

 ąᦋႎƳૅᣐޖᲥ ᣃࠊƷႆޒƴᙲƳࢫлǛௐƨƢ
ٶૠƷؕ࠴ငಅࢼʙᎍ


 ᎢᎰᎍƷࠊൟŴஊщࠊൟƔǒƴ᠃ᚡ

 ࠊ ࣱڡൟƷசʧʴŴ ېǋԃǉ
 ࢸҞƸעғƝƱƴᚡƢǔͼӼ

ࠊൟьλᚡ̊ ࠊൟႇቐîȕǩȪǪX


Petrus Divitis, domicellus, filius quondam domini Jacobi Divitis, militis, factus fuit et
est burgensis supra domum suam quam inhabitat sitam Friburgi in Burgo prope
ecclesiam beati Nicolai, inter domum Alexie, relicte Francisci Massonens, ex una parte,
et domum religiosorum Alterippe, ex altera parte. (quere folio 52v.)

        

ɼᙲӋᎋ૨ྂ
சБᘍӪ૰
1. Bürgerbuch 1 (BB1), das erste oder alte Bürgerbuch (1341-1416), Grand Livre des Bourgeois 1, Staatsarchiv Freiburg (Schweiz).
2. Bürgerbuch 2 (BB2), das zweite oder Grosse Bürgerbuch (1416-1769), Grand Livre des Bourgeois, Staatsarchiv Freiburg (Schweiz).
3. Gady, Abschrift des ersten Bürgerbuchs, Fonds Gady, No.9, Archives de l‘Evêché, Freiburg (Schweiz).
БᘍӪ૰
1. De Vevey, Bernard et Bonfils, Yves, Le premier livre des bourgeois de Fribourg(1341-1416), Fribourg, 1941.
ʚഏ૨ྂ
1. Portmann, Urs, Bürgerschaft im mittelalterlichen Freiburg: sozialtopographische Auswertungen zum Ersten Bürgerbuch 1341-1416, Freiburg, Schweiz, 1986.
2. Schwinges, Rainer Christoph (Hg.), Neubürger im späten Mittelalter: Migration und Austausch in der Städtelandschaft des alten Reiches (1250-1550), Zeitschrift für
Historische Forschung Bd.30, Berlin, 2002.
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ᛢ᫆ᲴኣʗŴǸǧȳȈȪƷڸƸƍƔƴɟܼƷ᧸ᘓƴѐǊƨƔᲹ

ڸƷѣƱƦǕƴݣƢǔپƷ७ࡇƔǒ౨ᚰƢǔ


1Ყ1.Ꮡ

2Ყ1ᲨȞȸǬȬȃȈƷʴႎȍȃȈȯȸǯ

ȷɶɭࢸǤȳǰȩȳȉƷǸǧȳȈȪ
   эȍȃȈȯȸǯƷᙲࣱ 
ȷέᘍᄂᆮᲴ૾עưƷѣǛਃƏဏࣱǛɼƨǔݣᝋ
  яဏࣱƷɧנƴǑǓŴٶƘƷࣱڡƕѣ
  ᲷࣱڡƷȍȃȈȯȸǯƱƦƷೞᏡǛ౨ᚰƢǔ࣏ᙲ

1Ყ2Შݣᝋ
Ტ Უ
ᲢᲫᲣȞȸǬȬȃȈȷȑǹȈȳ
  ȷȎȸȕǩȸǯƷǸȧȳȷȑǹȈȳƷڸ
  ȷ߸ƷஊщܼኒƱƭƳƕǓǛਤƭ
ᲢᲬᲣӪ૰
  ȷȞȸǬȬȃȈƷኡ104ᡫ
ᲢᲭᲣ౨᚛ݣᝋ
  ȷɟܼƕ᧙ɨƠƨኣʗǁƷȞȸǬȬȃȈƷ᧙ǘǓ
    ЍέᘍᄂᆮᲴپƷਦᅆǛӖƚѣ
ȷཎࣉᲴ؏עᅈ˟ƴ࠼ƕǔʴႎȍȃȈȯȸǯ
ȷᚃীŴɟܼƷӐʴŴپƷӷႱᎍƔǒನƞǕǔ
ȷኣʗᲴऴإӓᨼŴپƷˊྸʴƱƠƯѣ
  ЍᐯЎƱپƷȍȃȈȯȸǯǛဇ
 
эپƷਦᅆƔࢬڡᐯ៲ƷЙૺƔᲹ

ǢȗȭȸȁᲴȞȸǬȬȃȈƷɼ˳ࣱƴბႸ
3ᲨǁȬǹȉȳƷ᪸̞ʗƱȞȸǬȬȃȈ
3Ყ1ᲨǁȬǹȉȳ
ȷȎȪȃǸᡈᢸƷ᪸
ȷȑǹȈȳܼƷ࠾ᜱᎍưƋƬƨǵȸȷǸȧȳȷȕǡǹȈȫ
ȕǑǓŴǸȧȳȷȑǹȈȳƴᢡពᲢ1459Უ
  Ѝᢡᚕ˺ƷኺዾǑǓŴؓᘍʴƷ᧓ưኣʗƴ
ȷؓᘍʴƷɟʴǤǧȫȐȸȈȳƷѰǊưŴǵȕǩȸǯπƕ
ೌМǛɼࢌƠڼǊǔᲢ1465Უ
ȷȑǹȈȳܼͨƸനщૌએǛƏƚǔ

3Ყ2ᲨүೞƷႺЭ
ȷپǁƷऴإ੩̓
ȷ˺ݱʴƨƪǁƷѕǇƠ
Ტno.179:MЍJᲣ žᅶƸʻᡵŴȉȬǤȈȳƷȆȊȳȈƱᛅǛƠŴᅕƷࣂьᜱǛ
ǋƬƯƜǕˌࢸμƯƕƏǇƘƍƘƱᚕƬƯࢬǒǛঀǊǇƠƨƜƱǛƓჷǒƤƍ
ƨƠǇƢŵſ
Ტno.73:JЍMᲣžƸ˺ݱʴƨƪǛঀǊŴᅶƕǔǇưࢬǒǛяƚƯǍƬƯǄƠ
ƍŵƦƠƯŴᅶƸൿƠƯᙸਾƯƸƠƳƍƱࢬǒƴჷǒƤƯǄƠƍŵ

3Ყ3ᲨүೞƷƞƳƔ
ȷૣԛ૾ƷǸǧȳȈȪƱƷႺʩฏ
ȷˋཞƷᛪ൭Ŵ߹ׅᘶЙưƷᚫƑ
ȷ᪸ɼᘶЙƷ͵ƱɶഥƷЙૺ
Ტno.180:MЍJᲣžǹǭȃȗǦǣǺƸᅶƱȎȪȃǸӮಮƷƱƜǖǁᘍƖŴᅶ
ƸȕǣȪȃȗോƷ୧ਫǛӮಮƴƓᛅƠƠǇƠƨŵſ
Ტno.185:MЍJᲣžᅶƸȁȣȸȫǺǛᡛǓŴиǷǧȪȕƴ፤ǍᬔƷѣငˋࣄׅ
ཞƷᛪ൭ǛဎƠЈǇƠƨƕŴૺǒǕǇƠƨŵſ
Ტno.189:MЍJᲣžȈȞǹȷȜȳȉƱǸǧȸȠǺȷǰȭǤǺƕƋƳƨƷӸư᪸
ɼᘶЙǛ͵ƢǔƨǊƴȉȬǤȈȳƴஹƨƜƱǛჷǔƱŴȏȸȬǹȈȳƱ
ȕǣȪȃȗോƸŴࢬǛƑȉȬǤȈȳƷૼƠƍșǤȪȕƴࡽƖบƠǇƠƨŵ
ᲶɶဦᲸᅶƸᲢƦƷƜƱǛᲣᘶЙܫƨƪƴᚫƑŴǳǹǣƷșǤȪȕŴǵ
ȕǩȸǯπƷբׇƷЭưŴǇƨȎȸȕǩȸǯƷܖᜤƋǔ૾ŷŴǦǣȪǢ
ȠȷǸǧȋȸŴٶƘƷ߸ƷʴŷƷЭưŴࢬǒƕᅶƱᅶƷᣐɦƷᎍƴƲǕƩƚ
Ʒ୧ਫǛƍƯƖƨƔǛƓᛅƠƠǇƠƨŵſ
žƋƳƨಮƸᅶƴȉȬǤȈȳư᪸ɼᘶЙǛ͵ƢǔǑƏƓƬƠǌƍǇƠƨƕŴ
˂Ʒ૾ඥƕǑƍưƠǐƏŵʴƕᨼǇǓǇƤǜŵƱƍƏƷǋŴπƷѬƸ500ʴ
ƴǋƳƬƯƍǔƔǒưƢŵſ

ᎋݑᲫ
ᎋݑᲬ
ᎋݑᲭ
   
   

үೞƷЭƸǸǧȳȈȪࣱڡƷௐƨƢǂƖࢫлᲢѕǇƠᲣǛᘍƏ
үೞƷƞƳƔưƸŴپǑǓྵעƷǸǧȳȈȪƷяᚕǍᐯǒƷЙૺưŴɶ࣎ႎࢫлǛਃƏ
پƷяᚕƸžѕǇƠſя3Ყ3ưƷѣƴ᧙Ƣǔφ˳ႎƳяᚕᲥөᝧƸƳƠ
 эǸǧȳȈȪƷڸƸŴپɧנƷƳƔپӷಮƷѣǛᘍƏƜƱƕưƖŴƦǕƴݣƢǔЙ
  ƸپǍԗƔǒƸƳƔƬƨ
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ᅜ⋤ࢪࢠࢫ࣒ࣥࢺࡢᗘ┠ࡢᅜ⋤㑅ᣲ㸦ᖺ㸧
  ࠕ㔠༳ສ᭩ࠖ
್߷ᴾ ٻ᠒ᴾ ίࠤᨥܖٻὸᴾ ᴾ
E-mailᾉd-yokokawa@ts.siu.ac.jp

ᲪᲨƸơǊƴ

ᡈ࠰ŴμᑍႎƳᙸႺƠƷͼӼᲢ*QJGPUGGŴ್߷ƳƲᲣ

žҮўſᲢ࠰ᲣƴݣƢǔӷˊƷᚸ̖Ʒᡫᛟ
                       Ტ<GWOGTƳƲᲣ

 СܭႺࢸᲢɭኔࢸҞᲣ 
  ॾƞǕƳƍ
  ƳƍƠžᙻſ
ɭኔƴƓƚǔ
ɭኔƴƓƚǔ
  ̖͌Ʒ࣯ɥଞ

   ٶಮƳۋƕଢǒƔƴ

ɭኔ
ɭኔˌᨀ

žࠔ
žࠔؕஜඥſ

ႆᘙᎍƷྵנƷ᧙࣎ 
 žҮўſƷឯଓ
              ࠰ƷࡑྛˮƱᢠਫŴ
  ᲷᢠਫᇌඥƴұƠƯ
             ࠰ƷʚྛᢠਫŴǛЎௌ

ஜႆᘙᲴ1411࠰ƷྛᢠਫƷᘍໝƔǒ
    žҮўſǁƷᛐᜤƷƋǓǑƏǛǔ
  žƀҮўƁƷǪȚȩſᲢ*GKORGNᲣᲹ

7உ17ଐஔ ᢠ̚ܭƱ̅ራƕ
 ȐȫȈȭȡǦǹ˟ƴᨼǇǔ

Ⅎ‒

ĬϋᨉƴƋǔࠗƷᛇᡓ
 PȷTƷᆰࠗƱμՃƷბࡈ

ℳ‒ ĭᎢᩙƷȟǵ
ℴ‒

 ᲷྛᢠਫڼƷȟǵ
ĮPƱTƷ̅ራƷנ܍

…

  яࠗƴƭƔƣ
ℵ‒

ᲫᲨཞඞᲢDaldrup 2010, Dürschner 2002ƳƲǑǓᲣ
1410࠰ᅸƷʚᢠਫ       1411࠰    
  ǸǮǹȠȳȈ          
ወɟႎƳૅਤྒࢽƕྵܱႎƴ
  ȨǹȈ    ፻࠰Ძஉ࣯ര    

…

įʩƕኳǘǔƱᢠਫܱᘍͨƕ
 ȷȨǹȈૅਤƷᢠ̚ܭǰȫȸȗƸૼྛᢠਫǛဒሊ ᲥǸǮǹȠȳȈᲢBRᲣ
ᆳڦ˟Ǜᇌƪӊǔ
žƔǕǒƸܳᛒǋƤƣŴ   ˓ۀᲢȞǤȳȄMɼݰŴǱȫȳKŴșȸȡȳBŴǶǯǻȳSᲣ
ཞƳƲǋᛠǈɥƛƞƤƣŴ
ॖǋᛟଢƠƳƔƬƨŵſ  ȷǸǮǹȠȳȈૅਤƷȗȕǡȫȄPƱȈȪȸǢTɲᢠ̚ܭƸŴ࢘ИǑǓ

ȷȷȷƜƷ᧓Ʒኺዾɧଢ

7உ21ଐஔ ϐࡇᨼǇǔ
Ĭ’ ϋᨉƴƋǔࠗƷᛇᡓƱ

ᲬᲨӪ૰ƔǒƷЎௌᲢRTA 7, Nr. 67 S. 111ᴈ5Უ

ĭ’ ᎢȞȪǢƷȟǵ

உଐ

Ⅎ⃮‒
 PȷTƷᆰࠗƱμՃƷბࡈ
ℳ⃮‒
 ≠ ྛᢠਫڼƷȟǵ
ℴ⃮‒
ĮPƱTƷ̅ራƷנ܍
  яࠗƴƭƔƣ
ℶ‒ İPƱTƷ̅ራƱMƷ᧓ư





ນƠƍᜭᛯƷࣖᣛ
ƷƪŴPȷTბࡈƠŴ
ྂڊᘍЗƴ˂Ʒᢠ̚ܭȷ
̅ራƱƱǋƴӋь

ıM, K, B, S, ǸǮǹȠȳȈ
 ᅛّЭǁяPȷTᩉᏮ






Ўᘷཞඞƕᩧԑ
žҮўſᡫǓ          Ꮾ
  Ĭ              ƨƩƠŴ̅ራǋბࡈ
  ĭ 
                 ĮᲴ2ȷ6ƕл࢘ࠗƴბࡈƠƯƍƳƍ

                  įᲴᆳ
ᆳƷᢠਫɶഥ

ᲱஉᲬᲫଐ

 ᢠਫܱᘍͨƷڲң

   Ĭಫ 
                  ĭÞᎢᩙƷȟǵưƸƳƍ
     ĮÞ  

 ᢠਫܱᘍͨŴᎢφܴƴ
 ңᜭƷƷƪϐࡇᅛّЭǁ
 ܳᛒƳƲǛᘍƏ

         İᜭᛯэμᢠ̚ܭƷσӷᘍໝ
                  Ჷᢠ̚ܭƷɟ˳ࣱƷᘙྵ
                    ǸǮǹȠȳȈૅਤԃǉ

 PȷTŴ˟Ǜᇌƪӊǔ

   ıᢠਫܱᘍͨƸྛᢠਫǁ

ℸ‒ ĲᢠਫܱᘍͨŴƋǒƨǊƯ
 Veni sancte spiritusǛʩ
 ƠŴᢠਫǛᘍƏ
 ኳʕࢸŴžҮўƷ
 ૨ᚕƴǋƱƮƖſᢠਫƕ
 ᘍǘǕƨƜƱƕܳᚕ
ҾӪ૰ȷȷȷ„Frankfurter Wahltagsakten“
      ᣃࠊȕȩȳǯȕȫȈa.MƷྛᢠਫᚡ૨
       Ტ1314/1397Ყ1550Უ

ɼᙲӋᎋ૨ྂᲴ

 žҮўſƴؕƮƖ10࠰ᅸƷᢠਫǛദ࢘҄    ૼྛᢠਫ

ıPȷTƸᢠਫᘍໝƔǒᩉᏮ 

   ĲྛᢠਫܱᘍᲴįƷƭƮƖ

     ᲷžҮўƷ૨ᚕƴǋƱƮƖſ

ᲭᲨǇƱǊƴˊƑƯ
ȷ1411࠰ƷᛐᜤᲴžƀҮўƁᡫǓƴᘍƏſᲷžദ࢘Ƴᢠਫſ
    ǸǮǹȠȳȈƴݣƢǔᲢᢠ̚ܭƷᲣወɟႎૅਤ࢟Ǜܹڳ
ȷɲǰȫȸȗƷݣᇌǛഥ੬ƢǔƜƱƴǋஇኳႎƴ݃ɨ
    ΒᅇƷદ˺Ʒ˷עǛဃǈƩƠƨ  ƜƷᛐᜤǛƞǒƴࢍ҄

Ӫ૰ᲣDeutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund, 1. Abtheilung, 1410-1420, hrsg. v.  
Dietrich KERLER, München 1878, Ndr. Göttingen 1956 (Ältere Reihe Bd. 7), zit. als RTA 7.

HEIMPEL, Hermann (1982). Die Vener von Gmünd und Strassburg 1162–1447, 3 Bde.
Göttingen.

ᄂᆮ૨ྂᲣ
DALDRUP, Oliver (2010). Zwischen König und Reich: Träger, Formen und Funktionen von
Gesandtschaften zur Zeit Sigmunds von Luxemburg (1410–1437). Münster.

HOHENSEE, Ulrich, u. a. hg. (2009). Die Goldene Bulle: Politik–Wahrnehmung–Rezeption.
Berlin
ZEUMER, Karl (1908). Die Goldene Bulle Kaiser Karls IV., 2 Bde. Weimar.

DÜRSCHNER, Kerstin (2002). Der wacklige Thron: politische Opposition im Reich von 1378 bis
1438. Frankfurt a.M. u.a.

್߷ٻ᠒Ტ2012ᲣžɟׄɭኔࢸҞƴƓƚǔžҮўſᲢɟɤʞρ࠰ᲣƷᛐᜤ―ǫȸȫׄ
ɭƷɭᲢɟɤɡο࠰ǇưᲣǛɶ࣎ƴ―ſƀ҅ٻඥܖᛯᨼƁᇹρɤࠇᇹʚӭ
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ИЍ㒑ߊ灢瀽灝瀆濥濬瀦ם؆炔؆岃ৱ瀃ୃ١੧ݺ
୰⏣ᜨ⌮Ꮚ凚ி㒔ᏛᏛ㝔ᩥᏛ◊✲⛉兟༤ኈᚋᮇㄢ⛬凛䢢

ŠᣃࠊƴǑǔܖٻᚨᇌ

䣇䢯䣯䣣䣫䣮䢼䣰䣣䣭䣣䣦䣣䢰䣧䣴䣫䣭䣱䢰䢴䢸䣹䣂䣵䣶䢰䣭䣻䣱䣶䣱䢯䣷䢰䣣䣥䢰䣬䣲䢢
Nouerint vniuersi christifideles tam presentis, quam postere nationis, quod
ego Hinricus Rubenow, minimus inter vtrisque iuris doctores et proconsules
Gripeswaldenses, (...) pro mee nouelle plantationis, nostre alme vniuersitatis
Gripeswaldensis, duas prebendas canonicales perpetuas in ecclesia
collegiata beati Nicolai huius opidi, (...) fundo et presentibus instauro (...).

dominus Hinricus Rubenow, primus plantator, erector et
fundator huius inclite vniuersitatis et eciam ecclesie collegiate

ඥܖᢿ

ᅕܖᢿ
ᅕܖ

Ҕܖᢿ

˟ඥࠊൟඥ 

似䢳䢷䢲䢲ᖺ僤働僑タ傻僲僅Ꮫ䢢
䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 㒔ᕷཧဨ僔ྜ但䢢

ܖᑸܖᢿ

ŠᣃࠊƴƓƚǔܖᜤᎍƷѣ
但儔免儈儹儝兘儅兏儬ᕷ僔Ꮫ㆑ཧဨ䢢
12

ዂዙአኌゑ
10

ゑ栆
♑ℚ↩❰

8

6

4

2

0
1321-1350

1351-1370

1371-1390

1391-1410

1411-1430

1431-1450

1451-1470

1471-1490

1491-1510

ᣃࠊǍ؏עƴǑƬƯီƳǔܖᜤᎍƷעˮƱѣ

1511-1530

ᏋؾƦƷǋƷǑǓǋ
ᅈ˟ನᡯǍ៲ЎॖᜤƴǑǔࢨ᪪
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ӋᎋӪ૰ 
J. G. L. Kosegarten, Geschichte der Universität Greifswald mit urkundlichen Beilagen, Bd. 2, Greifswald 1856, S.81 & S.165.
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•

•
Ѝ
Jütte

•
Ѝ

• 3
1.
2.
3.

Aderlassbuch
Einblattdruck
k
Das Buch Weinsberg

Ѝ
Ѝ
Ѝ

16

•

•

Ћ

Ѝ

㻌
1.

2.

3.

A
Alexander SEITZ, Eyn nutzlicher Tractat,
(Erfurt 1530). 27
Johannes HEBENSTREIDT, Aderlassbuch,
Seitz
(Erfurt 1559). 23+6

Nothwendige Vorbetrachtunge der Aderlass (Frankfurt a.M. 1599).

•

1

5

1551

•

16
→

•

Das Buch Weinsberg, Bd. 1, S. 359.

3
•

•
•

1553

16

5 29

• 3

12

5 5

→
•
→
→

•

5

Das Buch Weinsberg, Bd. 2, S. 27.

•

→

9

→

1553

•

7 3
7 1

•

20

•

Das Buch Weinsberg, Bd. 2, S. 31.

•
1553

→
B

9 28

HAStK, CuD 49 (Liber Iuventutis), Bl. 290r.

Martin RULAND, New Aderlaß b)ch,
(Lauingen 1566).

•
Ѝ

• 3
→

1591

5 16

•
•
→

Das Buch Weinsberg, Bd. 5, S. 355.

•
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Ᾰὥᾱᾳ࠹ᾚᾯὸ̵ᾏᾩ
ᾚᾯὸ̵ᾏᾩҽ
Ᾰὥᾱᾳ࠹ᾚ
ὸ̵ᾏᾩ

ᾙ
ᾙὧᾮᾇᾛậᾯậᾠᾷἿᦞធ౼
ὧᾮᾇᾛậᾯậᾠᾷἿ
ͳ֣ܔế࠴ࣀࠓݸỀ

ỈỤẟ
ɭኔἺ Ἷ ἣỉӽɼểẲềỊ˷ụỆᓸӸễẐᙱබỉٻπẑἧỵ
15ɭኔἺὊἿἕἣỉӽɼểẲềỊ˷ụỆᓸӸễẐᙱබỉٻπẑἧỵ
ἼἕἩὉἽὉἮὅίᾌPLBὸỊẆẮỉɭỆấẟềỊ˯૾עעỆᓙẉẲẟ
ܷࡩ૨҄ửᑶẰẶẺầ ẸủỂỊ ẝỉɭỆᡬ ẺࢸỉẮểỆế
ܷࡩ૨҄ửᑶẰẶẺầẆẸủỂỊẆẝỉɭỆᡬẾẺࢸỉẮểỆế
ẟềỊẆ˴ửᏯᘻỆ੨ẟềẟẺỉẻỨạẦẇᡈ࠰ỉẐരỉᅈ˟Ӫẑể
ờᚕảỦѣӼỆౘẰẲễầỤẆஜႆᘙỂỊẆཎỆẆӷπỉʚếỉᢡ
ờᚕảỦѣӼỆౘẰẲễầỤ ஜႆᘙỂỊ ཎỆ ӷπỉʚếỉᢡ
ᚕỆදႸẲềỚẺẟẇ
ἧỵἼἕἩỊẆέˊπẦỤ˴ửࡽẨዒẩẆộẺẆỉኺᢅỆểờễẾ
ềẆᐯ៲ỉᢡᚕửỄỉợạỆẨ੭ảẺỉẻỨạẦẇᢡᚕỉϋܾ
ửờểỆἨἽἆ Ἕ πˊׄႊ࠰ỉഭӪửޒஓẴỦẇ
ửờểỆἨἽἆὊἝἷπˊׄႊ࠰ỉഭӪửޒஓẴỦẇ
Ўௌ
ἨἽἆὊἝἷπܼỆᢡẰủẺɤếỉᢡᚕỉ
σᡫໜểႻᢌໜỊ˴ẦẆἧỵἼἕἩὉἽὉἮὅỉᇹ
σᡫໜểႻᢌໜỊ˴ẦẆἧỵἼἕἩ
Ἵ Ἦὅỉᇹ
ʚᢡᚕửɶ࣎ỆᎋݑẴỦẇ

nakahori@cc.miyazaki-u.ac.jp
u.ac.jp
nakahori@cc.miyazaki

ṾỳἿὁܼׄˊἨἽἆὊἝἷπỉˡ܍ẴỦᢡᚕ
ίẴ
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国家・論争・知識人
17







加藤喜之（東京基督教大学）・小澤


実（立教大学）

kato@tci.ac.jp m-ozawa@rikkyo.ac.jp

インテレクチュアル・ヒストリーとは何か
１．従来のテクスト内における概念定義中心の哲学
史・思想史を、同時代の歴史コンテクストのなか
に置き直す。
２．近代的価値判断に基づく正典テクストだけでは
なく、同時代において重視された、もしくは重視
はされなくとも、同時代の知的状況を反映するテ
クスト（図像やモノも含めた）を利用する。
→実践としてのヒライ・小澤編『知のミクロ
コスモス』（中央公論新社、2014年）

本報告の目的
17世紀デンマークのオラウス・ウォルミウス（Olaus Wormius, 1588-1654）とネーデルラントのクリスト
フ・ウィティキウス（Christoph Wittichius, 1625-1687）の代表的テクストの生成プロセスを、同時代のコ
ンテクスト（思想コンテクトと政治コンテクスト）に留意しながら比較考察
比較１：人物とテクスト
オラウス・ウォルミウス
オランダ商家を祖とするコペンハーゲン大学医学部教授。
医学研究と同時に古遺物にも関心。
Danicorum monumentorum libri sex
1643

クリストフ・ウィティキウス
シレジア出身のライデン大学教授。デカルト主義と伝統的
な神学の折衷を試みる。
Anti Spinoza, sive examen Ethices B. de Spinoza et
commentarius de Deo eius attributis1690

比較２：コンテクスト１：背景としての論争
ルーンの起源をめぐる論争
１．初期近代における国家の起源論争
２．Runir, seu Danica literatura
antiquissima（1636）でのルーンに基づくデンマーク起
源説
→スウェーデンのヨハンネス・ブレウスとの起源論争

デカルト主義をめぐる論争
１．ユトレヒト大学教授ヴォエティウスによる批判とネー
デルラント・デカルト主義者の応答
２．スピノザらの急進派によるネーデルラント・デカルト
主義批判、保守派による両者の混同
→スピノザの神の概念を巡る論争

比較３：コンテクスト２：背景としての国家
ウォルミウスとデンマーク王国
１．王立図書館による書籍の収集
２．ルター派国教会の監督体制を通じた支配領域全体に対
する一律法令
３．デンマーク＝ノルウェー連合王国体制
→支配領域の意識と効率的なデータの収集

ウィティキウスとネーデルラント共和国
１．オラニエ家を擁する総督派とデ・ウィット兄弟を擁す
る共和主義の争い
２．1672-74年の英蘭戦争、フランスによる侵略
３．ウィレム三世による急進派の弾圧
支配イデオロギーとしての神学の役割

結論と展望
１．文芸共和国
２．知識人と国家・政治の関係
３．インテレクチュアル・ヒストリーの方向性
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++++ ƁЈ༿ăȪȁȣȸȉᲬɭƷࡑˮƕžǳȢȳǦǧȫ

ᲫᲯᲳᲳ࠰

ǹſƷƨǊƷž୧ӽſ્˝ƱƍƬƨᚇໜƔǒദ࢘҄ƞǕƯ
ƓǓŴƀȪȁȣȸȉᲬɭƷဃ෨ƱരƁƸȘǤȯȸȉƷƜƷ
ഭӪӗᡓƴ̔ਗƠƨǋƷƱᚕƑǔ

ɦᎺếಙᆃἼἛἢ୦ធỀ
ȪȁȣȸȉᲬɭᲷžǳȢȳǦǧȫǹſƷᄊْᎍƱƍƏᚕᛟǛᡃƬƯǈǔƱŴƦƏƠƨᚕᛟƷ࢟ᢅᆉƦƷǋƷƕИ
ᡈˊǤȳǰȩȳȉƷ࣬ेƷٻƖƳ්ǕǛӒପƠƯƍǔŵұƪŴྛೌЙƱƍƏ૨ᏦƷɶưžǳȢȳǦǧȫ
ǹſƱƍƏᚕᛖǛဇƍǔॹᘍƕܭბƠƨᲫᲯᲳᲪ࠰ˊƴŴИᡈˊǤȳǰȩȳȉƷ࣬ेƸ࣯ᡶ҄ƷΫͅǛ
ᙸƤڼǊŴžϋʏſǇưƷႎǤȇǪȭǮȸƷ૾ӼࣱǛൿܭƮƚƨƷưƸƳƍƔᲢƨƩƠŴž̲ദɼ፯ſ᧙ᡲ
ƷᄂᆮǛᎋॾƴλǕƳƕǒŴᲫᲯᲳᲪ࠰ˊƔǒžϋʏſƴᐱǔ࣬ेƕႺዴႎƳᢅᆉǛᡃƬƨƷƔŴƦǕƱǋ
ኘ˷৵ƠƨᢅᆉǛᡃƬƨƷƔŴች௹Ƣǔ࣏ᙲƕƋǔᲣŵ
ᾋӋᎋ૨ྂᾍ ᵟᴾᵵᶃᶊᶊᵋᶕᶇᶑᶆᶃᶐᴾᶒᶍᴾᶒᶆᶃᴾᵡᶍᶋᶋᶍᶌᵋᶕᶃᵿᶊᶒᶆᵊᴾᵲᶆᶃᴾᵪᶇᶄᶃᴾᵿᶌᶂᴾᵢᶃᵿᶒᶆᴾᶍᶄᴾᵩᶇᶌᶅᴾᵰᶇᶁᶆᵿᶐᶂᴾᶒᶆᶃᴾᵱᶃᶁᶍᶌᶂᴾᵆᵪᶍᶌᶂᶍᶌᵊᴾᵏᵔᵒᵐᵘᴾᵲᶆᶍᶋᵿᶑᶍᶌᴾᵣᵌᵏᵓᵓᴾᵹᵏᵓᵻᵇᵙᴾ
ᵨᵌᵥᵌᵟᵌᵮᶍᶁᶍᶁᶉᵊᴾᵲᶆᶃᴾᵫᵿᶁᶆᶇᵿᶔᶃᶊᶊᶇᵿᶌᴾᵫᶍᶋᶃᶌᶒᵘᴾᵤᶊᶍᶐᶃᶌᶒᶇᶌᶃᴾᵮᶍᶊᶇᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵲᶆᶍᶓᶅᶆᶒᴾᵿᶌᶂᴾᶒᶆᶃᴾᵟᶒᶊᵿᶌᶒᶇᶁᴾᵰᶃᶎᶓᶀᶊᶇᶁᵿᶌᴾᵲᶐᵿᶂᶇᶒᶇᶍᶌᴾᵆᵮᶐᶇᶌᶁᶃᶒᶍᶌᵊᴾᵏᵗᵕᵓᵇᵙᴾᴾᵮᵌᵡᶍᶊᶊᶇᶌᶑᶍᶌᵊᴾḙᵲᶆᶃᴾ
ᵫᶍᶌᵿᶐᶁᶆᶇᶁᵿᶊᴾᵰᶃᶎᶓᶀᶊᶇᶁᴾᶍᶄᴾᵯᶓᶃᶃᶌᴾᵣᶊᶇᶘᵿᶀᶃᶒᶆᴾᵧḚᵊᴾᵠᶓᶊᶊᶃᶒᶇᶌᴾᶍᶄᴾᶒᶆᶃᴾᵨᶍᶆᶌᴾᵰᶗᶊᵿᶌᶂᶑ ᵪᶇᶀᶐᵿᶐᶗ ᵔᵗᴾᵆᵏᵗᵖᵕᵇᵙᴾᵫᵌᵮᶃᶊᶒᶍᶌᶃᶌᵊᴾᵡᶊᵿᶑᶑᶇᶁᵿᶊᴾᵦᶓᶋᵿᶌᶇᶑᶋᴾᵿᶌᶂᴾᵰᶃᶎᶓᶀᶊᶇᶁᵿᶌᶇᶑᶋᴾ
ᶇᶌᴾᵣᶌᶅᶊᶇᶑᶆᴾᵮᶍᶊᶇᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵲᶆᶍᶓᶅᶆᶒᵊᴾᵏᵓᵕᵎᵋᵏᵔᵒᵎ ᵆᵡᵿᶋᶀᶐᶇᶂᶅᶃᵊᴾᵏᵗᵗᵓᵇᵌ

ᇹ64ׅଐஜᙱබӪ˟ٻ˟ܖ

31 May- 1 June, 2014

82

Ӹᛎ᪃ԡࢸỉᧈᎊ˟ỆợỦኵጢો᪃ನे
ȸ˟࢘ޅƕឪᒬƠƨӮඥኵጢો᪃ƴ᧙ƢǔᜭƱඥƔǒȸ
നဋ

ԧʁᲢᅵଢܖٻᲣ
RVCMGFC"OCKNIUJWOGKWCELR

ᲫŴӸᛎ᪃ԡࢸƷǹǳȃȈȩȳȉ˟ወƷཞ७
ȷӸᛎ᪃ԡࢸƴǹǳȃȈȩȳȉưƸᧈᎊ˟˳СƕᇌƠƨƕŴ
ӲעƴƸπႎƴƸᡙ્ƞǕƨɼᎢᎰᎍƕസ܍ƠƯࢨ᪪щǛ̬ਤ
ÛȕǡȸǬǹȳƸཎƴȏǤȩȳȉᙱᢿƱ߭ᢿƴƓƚǔ˟ወƷᏤࢊࣱǛਦઇ
Û˟ዮ˟ؓᘍۀՃ˟ᜭʙưǋŴƨƼƨƼɼƷᎢᎰᎍǍ̮ࢻƴǑǔŴ
ᧈᎊ˟ƷૅᣐƴݣƢǔܹڳᘍໝƕإԓƞǕƯƍǔ
ӫŴហƸǨȇǣȳȐȩŵǪȬȳǸƸ࠰ؓᘍۀՃ˟ᜭʙưཎƴ
ɼƔǒƷ৽৴ƴƭƍƯᚕӏƞǕƨ=؏עAngus, Mearnes, Inverness, Aberdeen]ŵ
ዯƷόƸඥྛƷբ᫆ƴƭƍƯᚕӏƞǕƨǻȳȈȷǭȫȀ=St Kilda]ŵ

ȷǄƲנ܍ƠƨǹǳȃȈȩȳȉƷғμƯƔǒЭ˓Ʒɼƕ
ᡙ્ƞǕƨǘƚưƸƳƔƬƨᲢɟᢿƸᧈᎊ˟˳СƴኵǈᡂǇǕƨᲣ
Û࢘ɼǛૌએƠƨȪȉȑǹƸӸƷᡙ્ƞǕƨɼƷӸǛਫƛƯƍǔ
ÛؓᘍۀՃ˟ᜭʙǛƸơǊƱƢǔ૨ƔǒƸٶƘƷžᆰႉעſƷנ܍ǋƏƔƕƑǔ

ᲬŴᧈᎊ˟࢘ޅƴǑǔኵጢો᪃ನे
ȷᧈᎊ˟ዮ˟ƸˌɦƷᜭȷඥǛӲȗȬǹȓȆȪƴᡛ˄ƠŴॖᙸǛ൭Ǌƨ
Ტ˟Ӯඥો᪃ƴƭƍƯƸƢưƴ࠰Ʒ˟ዮ˟ƷЭࢸƔǒᡶǊǒǕƯƍƨᲣ
࠰ ˟ᙹࢷƳǒƼƴ˟ӮඥዓƖƴ᧙Ƣǔᜭ
(The overtures concerning Church discipline, and the method of proceeding in Ecclesiastic Judicatories)
࠰ ǹǳȃȈȩȳȉ˟ᙹࢷƳǒƼƴ˟ӮඥዓƖƴ᧙ƢǔᙹܭƷᜭ
(Overtures concerning the discipline and method of proceeding in the ecclesiastical judicatories of the church of Scotland)
࠰ ෦ᅕᘍໝƱƦƷᚫᡙƴ᧙Ƣǔ˟ӮඥዓƖᙹܭƷᛐӧƴ᧙Ƣǔඥ
(Act approving a Form of Process in the Judicatories of the Church with relation to Scandals and Censures)

Û࠰˟ዮ˟ƸЭ࠰ࡇƷؓᘍۀՃ˟ƴǑƬƯǇƱǊǒǕƨ᩼πࡸƷᜭǛӲȗȬǹȓȆȪƴᡛ˄
Û࠰ᜭưƸӲ˟ӮඥኵጢǛನƢǔƨǊƷᜂදॖƴƭƍƯᚡƠƨɥưŴ
ǭȫǯȷǻȃǷȧȳŴȗȬǹȓȆȪᲢɶ˟ᲣŴǷȎȃȉᲢᧈ૾עᎊ˟ᲣŴ˟ዮ˟ƳƲƷࢫлǛᅆƠƯƍǔ
Û࠰ඥưƸŴᧈᎊ˟˳СƱƦƷ፯ŴƦƠƯƦǕǒƴӒƢǔᘍໝƕ᩼ᩊƞǕǔƜƱǛᅆƠƨɥưŴ
ᚫᚤڼƷዓƖƷ˂ŴᅕǁƷϔ෦ƷᚕᓶȷɼଐƷ᠉ᙻȷථᣓƱƍƬƨ෦ᅕᘍໝǍŴۅȷɧ͒ƳƲƷᘍƍ
ƴݣƢǔφ˳ႎƳϼྸƷˁ૾ŴɦˮƷӮඥኵጢƔǒɥˮƷӮඥኵጢǁƷɥᚫዓƖሁƕᛇኬƴᚡƞǕƯƍǔ
⇓∑⇕∝⇡⇩⇝∍∙≋ғↃ↗≌

⇽−⇟⇹⇬∐≋ᙐૠ↝ғ⇁Ⴓთ≌

˟ዮ˟≋μ˟ᜭ∝இ᭗ೞ᧙≌
⇝⇴⇩⇯≋ɦᢿኵጢ↝Ⴓთ≌

ኽ۟∝ඹᅇ∝Ꭲࡸ
෦ᅕᘍໝ≋ථᣓ∝୧ᚕ↙↘≌↝ᚫᡙ
ɧᘍໝ↙↘↝ݙ௹⅚ᚫᡙ

⇓∑⇕∝⇡⇩⇝∍∙ⅺ↸↝ɥᚫӖ˄
ᛟࠖ∝ཊࠖ↝ݙ௹⅚ਨ
ᎢᎰᎍ↝ᢔ⅚ီѣ
ғ߹∝ׅᎢᎰᎍ↝Ⴓთ

ɦᢿኵጢⅺ↸↝ɥᚫӖ˄
ɥᚫʙˑᘶൿ∝ːᘶ∝ඥక˺
ɦᢿኵጢ↝ᜂᚡ↝ݙ௹

ᲭŴ˟ƴǑǔӮඥኵጢો᪃ƷཎࣉƱႸႎ
ȷӲኵጢƸᎢᎰᎍƱᧈᎊƴǑƬƯನƞǕŴӳᜭСƴؕƮƍƯƍǔᲢӲೞ᧙ƷᧈƸҾЩƱƠƯʝᢠƴǑǔᲣ
ȷ˟ӮඥኵጢƸɦᢿኵጢƱɥᢿኵጢƴЎƔǕƯƍǔƕŴɦᢿኵጢƕৼƑǔకˑƴɥᢿኵጢƕࢍСႎƴʼλƢǔ
ƜƱƸؕஜႎƴƸƳƘŴƦƷకˑǛɥᢿኵጢƴᡛ˄ƢǔƔԁƔƸɦᢿኵጢƔǒƷɥᚫƷஊƴǑƬƯൿܭƞǕǔ
ȷӲӮඥኵጢƴƓƚǔᎢᎰᎍƷΟឭƕॖᜤƞǕƯƍǔᲢᜭᧈƷᢠЈǍܭឱૠƷᙹܭƳƲᲣ
ȷો᪃ƷٻᢿЎƸ෦ᅕᘍໝƷњƴƍƨǔǇưƷᜂዓƖƱŴƦƷᨥƷӲ˟Ӯඥೞ᧙ƷᡲઃƷƷଢᄩ҄

ᲮŴǇƱǊ
Ӹᛎ᪃ԡࢸƴᇌƠƨᧈᎊ˟˳СƸŴɭኔИ᪽ƴƓƍƯǋᏤࢊƳǋƷưƋƬƨƕŴƦƷૅᣐщƕӏƿ؏עƴ
ƓƍƯƸ˟ኵጢƷϐዻǛᡶǊƯƦƷૅᣐǛᄩƨǔǋƷƴƠǑƏƱƠƨŵǇƨŵཎƴӮඥኵጢƷો᪃ǛᡫƠƯŴ
ૣݣƠƯƍƨɼᎢᎰᎍƷࢨ᪪щǛᨊƘƜƱƴǑǓŴǹǳȃȈȩȳȉϋƴƓƚǔᧈᎊ˟ƴǑǔૅᣐƷਘٻǛƬƨŵ
BIBLIOGRAPHY (PRIMARY SOURCES)

(SECONDARY SOURCES :ESSAYS & ARTICLES)
Ferguson, William, ‘The problems of the Established Church in the West Highlands
[The National Records of Scotland]
and Islands in the Eighteenth century’, Scottish Church History
CH 1/3/8, Registers of Acts of the Commission of the General Assembly 1705-1706.
Society, 17 (1972), 13-31.
CH 1/3/9, Registers of Acts of the Commission of the General Assembly 1706-1709.
Inglis, Bill, ‘The Impact of Episcopacy and Presbyterianism, before and after 1690,
[Pamphlet]
on one parish: a case study of Dunblane kirk session minutes’,
Scottish Church History Society, 33 (2003), 35-61.
Ridpath, George, The Scots episcopal innocence (London, 1694).

Acts of the General Assembly of the Church of Scotland 1638-1842.

ᇹ64ׅଐஜᙱබӪ˟ٻ˟ܖ

31 May- 1 June, 2014

83

ᴾ

ἋỸỹὊἙὅՠɼ፯ᎍỆợỦطλբ᫆ồỉ᧙࣎ᴾ
ḘỴὅἙἽἋὉἠἽἙὅἁἻὅửʙ̊Ệ Ḙᴾᴾ
㰺⸨㻌
㰺⸨
⸨ 
䠄୍ᶫᏛᏛ㝔䠅
䠄 ᶫᏛᏛ㝔
㝔䠅 ᴾEE-mail:
-m
mail: ed143002@g.h
ed143002@g.hit-u.ac.jp
itt-u.
u.ac.jp

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

䠍䠊◊✲䛾⫼ᬒ
ᬒ㻌
ᴾ
ᴾ

ṻ ᾀᾆɭኔἋỸỹὊἙὅỉЈλʙऴᴾ
ṻᴾ
ᾀᾆɭኔἋỸỹὊἙὅỉЈλʙऴ
ᴾ ᴾ Ὁᴾ ᐯෙᢃಅỉசႆᢋᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ḷỼἻὅἒỆợỦᡛ̔܍ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾ

ṻᴾ ἋỸỹὊἙὅỆợỦՠɼ፯ሊᴾ
ṻ
ἋỸ
Ἑ
ἙὅỆợỦՠɼ፯ሊ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ ᴾ ṿᴾ ỼἻὅἒỉẐễỦତẑᵆᵲᶇᶃᶊᶆᶍᶄᵊᴾᵐᵎᵎᵐᵇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾḵᙹٻễɶዒʩତᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ Ḹՠɼ፯ሊỉޒᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ ᴾ ḷݣỼἻὅἒẦỤỉ̔܍ᏮҲሊᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ίࠀК᧙ᆋởἋỸỹὊἙὅՠѦᨈỉѣὸᴾ
ᴾ
ṿᴾ ̓ܭܤዅဦồỉộễằẲᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ḵဃ࣏ᩔԼỉ̓ዅ˳СỊᾎᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḷஜإԓỂỊطỉλբ᫆ỆදႸᴾ

ᴾᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ἲ㻌
䠎䠊◊✲䛾┠ⓗ䛸᪉ἲ

ᴾ

ṻ ᄂᆮỉႸႎ
ṻᴾ
ᄂᆮỉႸႎᴾ
ḵἋỸỹὊἙὅỉطλբ᫆ỉᏑểẸỉբ᫆ửᚐଢẴỦᴾ
ᴾ

ṻᴾ ̅ဇӪ૰ḠỴὅἙἽἋὉἠἽἙὅἁἻὅᴾ
ᴾ ẒՠಅểኺฎỉᅼΒẆẝỦẟỊʩତểܼỉྵܱỉᅼ݅ẓᴾ
䠄Arcana Oeconomiae et Commercii, eller Handelens och㻌 HushåldningsWärkets Hemligheter䠅

ᵟᶌᶂᶃᶐᶑᴾᵬᶍᶐᶂᶃᶌᶁᶐᵿᶌᶒᶘᴾᵆᵏᵔᵗᵕᵋᵏᵕᵕᵐᵇᴾ
ᴾ

ဦഭὸᴾ
Ὁᴾ ἼἋἮὅ᪸ʙᵆᵏᵕᵐᵕᵋᵏᵕᵑᵖᵇᴾ
ᴾ ᴾḵ˓נɶỆᚡӪ૰ؓᇿᵆᵏᵕᵑᵎᵇᴾ
Ὁᴾ ᤧତۀՃ˟ۀՃᵆᵏᵕᵒᵑᵋᵏᵕᵓᵎᵇᴾ
Ὁᴾ ՠѦۀՃᵆᵏᵕᵒᵕᵋᵏᵕᵔᵐᵇᴾ
ᴾ

ḷᇹᵏᵐᇘẐᙌطểطʩତỆ᧙ẲềᾉἋỸỹὊἙὅỉᙌطểطʩତᴾ
ᴾ ᴾ ỆấẬỦཎࣱểཞඞỆ᧙ẴỦဎẲЎễẟऴإẑửЎௌᴾ

ṻᴾ ἋỸỹὊἙὅՠɼ፯ᎍᴾ

ẝᴾ
ẝ
䠏䠊䝇䜴䜵䞊䝕䞁〇ሷ⎔ቃ
ቃ
ᴾ
ᴾ ṻᴾ ἋỸỹὊἙὅᙌطؾᴾ
ᴾ
ᴾ Ṻᴾ ᦋࣱෙ؏ỆợỦཎഷؾὺ݊Ϭעᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḷᴾ ټଐطɧӧᴾ
ᴾ ᴾ Ṻᴾ ஙМဇỉᙌطờɧӧḷᴾ ༃ᛄỜềờطỊവỄௌЈẶẵᴾ

ẝᴾ
ẝ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ

ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ ᴾ Ṿᴾ ᙌطႆỊڂỆኳỪỦᵹᵲᶃᶅᶃᶌᶅᶐᶃᶌᴾᵆᵏᵗᵑᵒᵇᴾᵻᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ

䠐䠊䝇䜴䜵䞊䝕䞁ሷ᫆䛾≧ἣ
ἣ㻌

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ

ᴾ ᴾṿᴾᴾ ᴾطʩତỊஇᙲᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḷҤٳʩỉᙲࣱᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḵἯἽἚỾἽồỉ᪸ʙᢔᴾ
ᴾ ᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵹᵫ¾ᶊᶊᶃᶐᴾᵆᵐᵎᵎᵒᵇᴾӋༀᵻᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ḷՠɼ፯ႎᚇໜẦỤờᙲᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾḵဃ࣏ᩔԼỉ҄ܭܤᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᾌỼἻὅἒồỉࣖݣᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
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ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ἢἽἚෙỊᦋࣱෙ؏ᴾ
ḷᘙޖ൦ỉطЎຜࡇầᕓẟᴾ

ẔࡽဇᾀẕἋỸỹὊἙὅᙌطؾբ᫆Ệếẟềᵆᶑᵌᴾᵑᵑᵎᵇᴾ
ᴾ طửဃငẴỦئӳẆẮỉൢͅỂỊෙ൦ỉࣱឋỡảỆɧӧᏡỂẝỦẇᧈẟ

᧓ẆẮỉࣱឋẆẝỦẟỊཎࣱỉờểỉờỉẦỤКỉờỉỆ҄٭ẰẶỦẆẝỦẟ
Ịࢍ҄ẴỦợạễჷᜤỊנ܍ẲễẦẾẺẇẸỉợạễỪẬỂẆẉỆểẾềẸ
ủửဇẴỦẮểỊɧӧᏡỂẝỦể࣬ỪủỦẇẦẦỦᜂ੩కửӞẪẦỤỉڲ
࢘ễ૾ඥỂẨᚡẲẆӝ᪽ỂᛖụẆẝỦẟỊẸỉợạễ੩కửᘍỪỈịễỤễ
ẟẇᴾ
ᴾ ẉỉԗᡀỉෙỊẆෙᵹỸὊἾἋὅෙᵻỉӼẮạͨᵹ҅ෙ૾᩿ᵻỆấẟề
ờẆẸỉࣱឋỆấẟềᵹطЎຜࡇầᵻ᩼ࠝỆࢊẟỉỂẆܱဇỆឱỦطửችᙌ
ẴỦẮểầỂẨễẟỉỂẝỦẇẮỉẮểỆếẟềẆẉỆỊੵỦầẲầẺẟᚰ
ਗầẝỦẇˌɦỉໜỊԁܭẲᩊẟẇẴễỪẼẆẸỉợạễіỆẆẉỉẸạ
ỂễẬủị᩼ࠝỆ᭗̖ễஙửૅạẮểỊỂẨễẟẇᵏɭˊẦᵐɭˊỉϋ
ỆܦμỆௗญẲềẲộạẆờẲẪỊ̖ầ᭗ᬸẲዓẬẮểểễỦẻỨạẇộểờỆ
ᙌئطửᚨẲẆᇌẼɥậẺỤịẸạễỦỆᢌẟễẟẇẮẮỂỉෙ൦ỊЎầ
ʅẲẪẆ࣏ᙲểẰủỦẸủᵹطᵻửݲễẟіщỂྒࢽẴỦʙỊỂẨễẟỉỂẝ
ỦẇὉὉὉίɶဦὸὉὉὉطʩତỊἋỸỹὊἙὅầҤ૾ỉẉểਤዓႎễʩ්ểở
ụӕụử̬ếɟỉѣೞỂẝỦẇᴾ

ᴾ
ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ᴾ
ᴾ
ᴾ
ᴾ

ẔẕἢἽἚෙồ්λẴỦɤᆔỉෙ൦طᴾ
Ẕࡽဇᾁẕ૾҅ٻʗᵆᵏᵕᵎᵎᵋᵏᵕᵐᵏᵇỆấẬỦطλբ᫆ỉʙ̊ᴾᵆᶑᵌᴾᵑᵓᵑᵇᴾ

ᴾ ᵏᵕᵏᵑᵋᵏᵕᵏᵓ࠰ỉỉẮểửẆ࣬ẟឪẮẴẮểầЈஹỦẻỨạẇỼἻὅ
ἒʴỊҩửႸᛯỚẆἋỸỹὊἙὅỆấẟềỊطầ᭗ᬸẲẺẇطỉ
ЈỆ᧙ẴỦᚡỆỊẆἧἻὅἋộỂờẸỉӷẆطửἯἽἚỾἽẦỤ
λẲềẟẺểỉᚡʙầᙸЈẰủỦẇḠᵆɶဦὸḠἍἚỷἢἽỉʴẉỊẆ
ẸỉợạễطʩତỉڤඞỆඖẪɶỂẆỼἻὅἒʴểӷಮỆ᭗ॸỆễụẆ
ഏỉợạỆᎋảẺẇἧἻὅἋỆấẬỦطဋỉᒰࡑể҅૾ỆấẬỦʗỆ
ʈẳềẆᐯЎẺẼỊᝅẦỆễủỦỉỂỊễẟẦểẇʗầ҅૾ỉẉỆ
ấẬỦෙᢃểʩତửɧμỆẴỦɟ૾ỂẆࢬỤỊμềỉМႩửỪầờỉ
ểẴỦẮểầỂẨẺỉỂẝỦᴾ

Ẕኽᛯẕᴾ
ṻᴾ ྸעႎᙲ׆ẦỤဃငɧӧḷἢἽἚෙỉཎഷࣱᴾ
ṻᴾ λբ᫆ḵᾀὸỶἫἼỴҞểỉ᧙ࣱ̞ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵐὸᧈុᩉỆợỦʩତែỉᏤࢊࣱᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵑὸԼឋỉբ᫆Ệếẟềᴾ
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ȏȎȸȕǡǍȘȃǻȳᲷǫȃǻȫǁƷ̓ɨƴ᧙ƢǔɭኔЭҞǤǮȪǹᜭ˟ưƷᜭᛯ
ǤǮȪǹƱȏȎȸȕǡƷӷӽᡲӳǛ౨᚛Ƣǔʙ̊ƱƠƯ
ᇌܖٻܖٻᨈҦٟᛢᆉࢸᛢᆉ
ᕲࢀ
VCPKHWLK"OWIDKINQDGPGLR

ƸơǊƴ
ȷȏȎȸȴǡஔᇌࢸƷǤǮȪǹƸŴ࠰ˌᨀŴᙐૠׅƴǘƨƬƯȘȃǻȳᲷǫȃǻȫᲢ*GUUGP-CUUGNᲣǍ
ȏȎȸȕǡᲢ*CPPQXGTᲣƱ̓ɨᲢUWDUKF[ᲣவኖƴᛦҮ
ăǤǮȪǹƕ࠰ૅƏ̓ɨƱࡽƖ੭ƑƴŴႻƸǤǮȪǹࡅƕ࣏ᙲƳƴᢿᨛǛѣƔƤǔǑƏแͳ
ȷȏȎȸȕǡƷȨȸȭȃȑƴƓƚǔעˮǛ᭗ǊǔƨǊŴǤǮȪǹƷǛဇƍǑƏƱƢǔǸȧȸǸɭƱǸȧȸǸɭ
ȷ̓ɨૅЈƷ১ᛐƴƋƨƬƯᜭ˟ư᚛ᛯ
̊Ჴ̓ɨƸஊႩŴǤǮȪǹᢿᨛǑǓǋ ̖ܤāă ǤǮȪǹƴƱƬƯᒵ

ஜإԓƷႸႎᲴȏȎȸȕǡᢿᨛǁƷ̓ɨբ᫆ƕɦᨈᜭՃƨƪƴƲƷǑƏƴӖƚഥǊǒǕƨƔǛჷǔƨǊŴ
৲ᅚưƷឃƱӒݣƷʴૠǛᢠਫғƷƝƱƴЎƠŴƴǑǔឃԁͼӼƷᢌƍƸנ܍ƢǔƷƔଢǒƔƴƢǔ

МဇӪ૰
ȷȏȎȸȕǡᢿᨛǁƷ̓ɨƴƭƍƯƷ৲ᅚᲢ࠰உଐᲣȪǹȈ
ȷӸЭƕᚡ᠍ƞǕƯƍǔᜭՃƸʴŵƏƪŴឃʴŴӒݣʴ

ɦᨈ᚛ᜭᲢȝǹǿȸރӋༀᲣƷᙀᢡƴӓ

ᢠਫғƷЎᲴǪǴǢȞȳᲢ1Þ)QTOCPᲣŴ᩷ங
ǤȳǰȩȳȉƱǦǧȸȫǺƷᣃࠊᢠਫғǛᜭՃᢠЈƷƋǓ૾ǛؕแƴʞƭƴЎᲢೌŴᝠငஊŴᣃࠊᐯ˳Ŵȑ
Ȉȭȳࢨ᪪щŴ્ᲣŴǤȳǰȩȳȉ߸ᢠਫғŴǦǧȸȫǺ߸ᢠਫғŴǹǳȃȈȩȳȉƷ߸ᢠਫғƱᣃࠊᢠਫғ

ᢠਫғǫ
ȆǴȪȸ
ೌ
ᝠငஊ

ᣃࠊ
ᐯ˳
ȑȈȭȳ
ࢨ᪪щ
્
Ǥȳǰȩ
ȳȉ߸
Ǧǧȸȫ
Ǻ߸
ǹǳȃȈ
ȩȳȉ

Ўௌኽௐ

ឃȷӒ ݣឃᅚƷ
ᚘ
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ឃ

Ӓݣ





































































ᢠਫғǫȆǴȪȸƝƱƷឃᎍૠƱӒݣᎍૠƷͼӼ

࠰உଐ৲ᅚŴȏȎȸȕǡ
ᢿᨛƷƨǊƷ̓ɨƴݣƢǔឃԁ
ȪǹȈȚȸǸႸ 6JG*KUVQT[CPF

ȷʞƭƷǫȆǴȪȸưŴឃᎍƕӒݣᎍǛɥׅƬƯƍǔ
ཎƴŴᣃࠊᐯ˳ƱᝠငஊưƷឃᎍƷлӳƕ᭗ƍ

2TQEGGFKPIUQHVJG*QWUGQH
%QOOQPUHTQOVJG4GUVQTCVKQPVQ
VJG2TGUGPV6KOG8QN

ȷ્ŴǦǧȸȫǺ߸ᢠਫғŴǤȳǰȩȳȉ߸ᢠਫғƸŴឃᅚǛ৲ơƨᜭՃ
ƷлӳƕȑȸǻȳȈசŵཎƴŴǤȳǰȩȳȉ߸ᢠਫғᢠЈᜭՃƷӒݣлӳ
Ʒ᭗ƞƕႸᇌƭ
ă ƜǕǒɤƭƷǫȆǴȪȸƴޓƢǔᢠਫғƸŴஊೌᎍƕൔ᠋ႎٶƍǋƷǋ
ȑȈȭȍǸሁƴᙹܭƞǕƳƍ৲ᅚᘍѣǛƢǔᜭՃƕŴٶƘԃǇǕƏǔ
ٻᨕưƷƍǁƷૅƍفьǛᜩ়ƢǔᜭՃƷנ܍

.QPFQP#RRGPFKZR

ӋᎋӪ૰Ŵ૨ྂ
ɟഏӪ૰6JG*KUVQT[CPF2TQEGGFKPIUQHVJG*QWUGQH%QOOQPUHTQOVJG4GUVQTCVKQPVQVJG2TGUGPV6KOG8QN
.QPFQP='56%0WODGT6?#RRGPFKZRR
ʚഏ૨ྂ
ȷ$NCEM,GTGO[Ý2CTNKCOGPVCPF(QTGKIP2QNKE[KPVJG#IGQH9CNRQNGVJG%CUGQHVJG*GUUKCPUÞKFGOGF
-PKIJVU'TTCPVCPF6TWG'PINKUJOGP$TKVKUJ(QTGKIP2QNKE['FKPDWTIJ,QJP&QPCNF
ȷ*CTFKPI0KEM*CPQXGTCPFVJG$TKVKUJ'ORKTG9QQFDTKFIG5WHHQNM$Q[FGNN
ȷ1Þ)QTOCP(TCPM8QVGTU2CVTQPUCPF2CTVKGU6JG7PTGHQTOGF'NGEVQTCN5[UVGOQH*CPQXGTKCP'PINCPF
1ZHQTF%NCTGPFQP2TGUU
ȷ᩷ஙࡍƀᜭՃƕᢠਫғǛᢠƿÜɭኔǤǮȪǹƷᜭ˟Ɓ߷ޛЈ༿ᅈŴ࠰ŵ

ᇹ64ׅଐஜᙱබӪ˟ٻ˟ܖ

31 May- 1 June, 2014
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Ґઈަלޯݺͣͨ

ᲫŴȭȳȉȳƷᐔࢌ
ȭȳȉȳƸƦƷࠊُƷͨٳƴʴŷƕૼƨƴ˰އǛƠƯƍƘƜƱ
ƕྸעႎƳਘٻƴƭƳƕƬƨŵ
ƦƠƯᝮଈǍൔ᠋ႎᘽᅦƳޖƕࠊُƷᙱͨƴŴᝢƠƍʴŷǍȭ
ȳȉȳࠊϋƷǮȫȉƔǒᩉǕƨᎰʴƳƲƕࠊُிͨȷȆȠǺ߷
ƷҤͨƴ˰ǉͼӼƕƋƬƨƕŴƜƷǑƏƳǈЎƚƸଏƴɭ
ኔƴƸנ܍ƠƯƍƨᲢ)GQTIGᲣŵ






ǨȪǶșǹɭ
ɭ 'NK
'NK\CDGVJ+
D VJ +   ǍǸǧȸȠǺɭ
ǍǸ
,COGU+ ƸƜƷࠊُǛឭƑƯƷᐔࢌǛƍഥǊ
ǑƏƱᚾǈƨƕᲢ+PYQQFᲣŴƜƷᐔࢌƷѬƍƸȷɭ
ž
ኔƴλƬƯǋഥǇǒƣŴƱƘƴࠊُᙱͨƷעғƸᝮଈǒƷž
ႆȩȃǷȥſƴǑƬƯٶƘƷᢶܡƳƲƕƯǒǕƨŵ

ÜஜإԓƷႸႎÜ
ИᡈˊˌᨀŴȭȳȉȳƷμ˳Ǜ੨ƍƨעŴȑȎȩȞŴ
ᚇဒƱƍƬƨעᛏႎᘙᝋƕႮǜƴС˺ƞǕǔƕŴƦƜƴ
੨ƔǕǔžȭȳȉȳƷርſƸ࢘ƷƜƱƩƕˊƱƱǋ
ƴ҄٭ƠƯƍƘŵஜإԓưƸŴ࠰ƷǦǧǹȈȟȳǹ
ǿᲢ9GUVOKPUVGT$TKFIGᲣƷܦǛɟƭƷғЏǓƱƠ
ȭȳȉȳƷྸעႎƳਘࢌƱŴƦǕǛϙƠӕǔעᛏႎᘙᝋƷ
҄٭ǛᎋݑƢǔŵƱƘƴஜإԓưƸ࠰ˊࢸҞƷǄǅ
ӷƴᙌ˺ƞǕƨƭƷီƳǔעᛏႎᘙᝋƴბႸƢǔŵ
ɭኔЭҞŴࠊُᙱͨƴƯǒǕƨɼƳᢶܡȷ࠼ئȷཋ

ȷ%CXGPFKUJ5SWCTG
'FYCTF*CTNG[VJGPFGCTNQH1ZHQTF ệ 
ȷ)TQUXGPQT5SWCTG
5KT4KEJCTF)TQUXGPQT ệ 
ȷ*CPQXGT5SWCTG
4KEJCTF.WONG[VJGUVGCTNQH5ECTDQTQWIJ ệ 


ȀȋǨȫȷȇȕǩȸᲢ&CPKGN&GHQGᲣ
ß9JKVJGTYKNNVJKUOQPUVTQWUEKV[VJGPGZVGPF!CPF
YJGTGOWUVCEKTEWOXCNNCVKQPQTEQOOWPKECVKQPNKPGQH
KVDGRNCEGF!à
#6QWT6JTQ VJG9JQNG+UNCPFQH)TGCV$TKVCKPᲢᲣ

ȷǦǧǹȈȟȳǹǿᲢ9GUVOKPUVGT$TKFIGᲣ

 ᲬŴᲫ࠰ˊƔǒᲫ࠰ˊƴƔƚƯƷȭȳȉȳ     
                      ИƷעƱȑȎȩȞᲢᯓყᲣ
    
੨ƔǕƯƍǔȭȳȉȳƷርƸƲƪǒǋƍǘǏǔß
ßVJG%KV[QH.QPFQPà
                           


                  


*QIGPDGTI(TCPUCPF)GQTI$TCWP.QPFPWO(GTCEKUUKOK
#PINKCG4GIPK/GVTQRQNKU2TKPVQPRCRGT
$TKVKUJ/WUGWO.QPFQP6TWUVGGUQHVJG$TKVKUJ/WUGWO




8KUUEJGT%NCGU,CPU\8KGYQH.QPFQP
'VEJKPIQPRCRGT$TKVKUJ/WUGWO.QPFQP
 6TWUVGGUQHVJG$TKVKUJ/WUGWO

  
 ᲭŴᲫᲱᲮ࠰ƔǒᲫᲱᲮᲱ࠰ƴƔƚƯ עŴȑȎȩȞƴᚇဒƕьǘǔ

 








%CPCNGVVQ.QPFQP5GGP6JTQWIJCP#TEJQH
4QESWG,QJP#2NCPQHVJG%KVKGUQH.QPFQPCPF
9GUVOKPUVGT$TKFIG1KNQPECPXCU
9GUVOKPUVGTVJG$QTQWIJQH5QWVJYCTMCPFVJG

%QPVKIWQWU$WKNFKPIU6JG$TKVKUJ.KDTCT[.QPFQP6JG&WMGQH0QTVJWODGTNCPF0QTVJWODGTNCPF


࠰Ɣǒ࠰ƴƔƚƯŴעŴȑȎ
ȩȞŴᚇဒƱƍƏƭƷီƳǔעᛏႎᘙ
ᝋƕС˺ƞǕƯƍǔŵЭɭኔƷǋƷƱൔ᠋
ƢǔƱŴƦƜƴ੨ƔǕǔȭȳȉȳƷርƕ
࠼ƕƬƯƍǔƷƸǋƪǖǜƩƕŴƢǂƯƴ
࠰ƴܦƢǔŴƭǇǓƜǕǒƷᘙᝋ
ƕС˺ƞǕƯƍǔໜưƸǇƩᚨɶƩƬ
ƨǦǧǹȈȟȳǹǿƕܦμƴᡈƍ࢟ư੨
ƔǕƯƍǔໜưƋǔŵᧈƖƴǘƨƬƨǷ
ȆǣƷҩǛᄊƬƨᝋࣉưǋƋǔǦǧǹȈ
ȟȳǹǿǛјௐႎƴ੨ƘƜƱƴǑƬƯŴ
ᬍᣃೞᏡƷɼೌݰƕǷȆǣƔǒǦǧǹȈȟ
ȳǹǿǁƱᆆᘍƠƯƍƘᢅᆉƕᘙྵƞǕƯ
ƍǔƱਵƑǒǕƳƍƩǖƏƔŵ





$WEM5COWGNCPF0CVJCPKGN$WEM#.QPI8KGYQH.QPFQPCPF9GUVOKPUVGT2TGNKOKPCT[&TCYKPIHQTVJG2TKPV
&TCYKPIQPRCRGT$TKVKUJ/WUGWO.QPFQPᶰ6JG6TWUVGGUQHVJG$TKVKUJ/WUGWO

澬Հৰࣣކ澭
*KLUK*GTOKR':U[X:NXU[MNZNK=NURK/YRGTJUL-XKGZ(XOZGOT2UTJUT +\KX_SGTȑY2OHXGX_6XOTZ
-KUXMK3*UXUZN_2UTJUT2OLKOTZNK+OMNZKKTZN)KTZ[X_2UTJUT :NK2UTJUT9INUURUL+IUTUSOIYGTJ6UROZOIGR9IOKTIK6XOTZ
/T]UUJ9ZKVNKT'.OYZUX_UL2UTJUT2UTJUT 3GISORRGT6XOTZ
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ƀᢡᚕƁƴǈǒǕǔȞȪǢȷȆȬǸǢƷ
Сો᪃ЭƷȏȗǹȖȫǯӽɼƷܷࡩᅈ˟
ົ ҫࠄếటຖࠓݸỀ

ỏؐܢἿᆵᆋỐ

ṷẋẓẖ Ṥ ẍẙẜẑẓṪẗẏẓẔẓṘẋẍṘẔẚ

Ỗ ᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἝᏏἨἰ࠴०

ᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἝᏏἨἰịᝍ࠹ۋװỌᾓᾛώᾚᾯέۋẪἤἿ
ۋὀ႘ἹᣯԋἹἿᆸΚԙᄄᆋ֠៣ЛἼܒἶἠԋூϰԞἼὙ
ὛᏙଡἦὝἷἰẪἮἿὙἻၛປἼἛἕἷẩᾢᾮὦậᾊᾰὼὦὀᔬۋἿ
ᓡই৮Ἴ֬ෛὣἙۋԞைᮀὣἪẪἺἿὙἻΖἝޞἼ
ைᮀὣἦἬἰἿἜẪಙؐܢἸὀᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿọோຖᦞធỎὣᥨ
ἨἷἮἿ᪃ἹἻ࠴०ቅϜἿၛປὣឭἪἤἹὣᆵᆋἹἪẪ

ἼὙࡋݸậਊậᶬᶧᶴᶻ᷏ᶨᯕԪἿᕠἦὣԙᄄἨἷἕἰݸᔨἰἲ ṒṽṘṞṚṓ

ȩᾰὮᾡᾯᾌṛͪἿុὐȀͳݾᬹὣᆵଣἪۋԞைᮀἿሺὣጭἠ
ếỰẬỖổṓ
Ἷ߉ׅᏙଡἿἰὒἼݸᔨἿҸὝಃἙὣុὐ
Ȁᾬ̵ᾀᾙṛͪẩὯ̵ᾯṠͪὉἹדἢᏏἝὝைᮀἿฦὐ
ȪὯ̵ᾯṠͪషχȀ࠴०ἿቺኈᝯἿҹᯄூἕἝͤפᓞἻᣯԋ
ếỰẬṛṞṓ
ȀᆍऑὣᡷᡵἸᡭאịӈऌ᧼ỌȀ࠹ۋᡝோ
ȫὯ̵ᾯṠͪἝีἨἰ࠴०ếᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἼีἦὝἰՌធᒊἰἲỀ
ȀभᒇἕἷᜊՠἨἰἝἫޯ֠ἼᢢὛὕἪἕࡪݸἻαɴ
ȀݸᔨἰἲἿធἕᥙὝἼὙὛẩᾛᾱὨᾷἿИἼࡠἨΖᡯὕ
էἿ୯Ռὣ᮵ἼὒἤἹἝͤפᓞἼ ṒṽṘṝṜṓ

ЋKaiserin Maria Theresias Politisches
 TestamentᲢᘙኡᲣ

ɣ ۋԞைᮀԪἿᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿ࠴०ἿἻݸᔨἰἲ

ɣ

൞ӸȷɼƳ࠰࢘ƷܫᎰӸȷȞȪǢȷȆȬǸǢƴǑǔᚸ̖ƳƲᲣ

ύᾩᾃᾯᾜᾤᾝᾯέϟေ

ὧᾷᾈὫᾷᾍᾯᾙϟေ

ṲẙẐẕẋẗẗẏẜẚẜ¦ẝẓẎẏẘẞ
࠴०ࠨ્᫅ࠨ

ṲẙẐẕẋẘẤẖẏẜ ࠴०࠵ᆸ
ȀњݸἻݸᔨἱἝᾢᾮὦậ
ᾊᾰὼὦἼЫᮿἦὝἫ

Ȁோຖᆋ៍ᠡὀἨἕἝЫᮿ

ᾔᾯᾊᾷύᾩᾃὨᾷᄌေ
ṲẙẐẜẋẞ ࠴०ᯎٟࠨ
ȀἿᓂἼۋἿᏙଡἝ
ἜἜἴἷἕἰ
̆ˡ́ऑۋʱʐʗˑۋݸজષʮ̵̥̪̀̎ʴ࠹ۋ
̆
ˡ́ऑۋʱʐ
ऑ ۋʐʗˑۋݸ
ʗ ۋݸজષʮ̥
জષʮ ̵̪̀̎
̎ʴ࠹ۋ
࠹ 1648Ყ1789
ENGEL,Josef (Redaktion): Großer Historischer Weltatlas 3. Neuzeit.
(Lernmaterialien): TEIL 3, München, Bayrischer Schulbuch-Verlag, 1957, S. 138.

ṰẏẖẎẗẋẜẝẍẒẋẖẖ

̧̛˟̴̩̃˵˟ᏏকషƁ1740भƂʴ̌̔˶̨̓ˬۋʴ᮵ƁؐܢᒊƂ

ҥऒ

ȀྖἨἕ৮ậোἸۋ
ὣᰰΌἹ༃Όၛ੪Ἴ

ᾓᾭᾇᾓϟေ

ᾓ̵ᾔ̵ύᾩᾃὨᾷϟေ

ṹẌẏẜẝẞẒẙẐẗẏẓẝẞẏẜ
Јহ᫅

ṹẌẏẜẝẞẒẙẗẏẓẝẞẏẜ ṷẋẜẓẋ ṾẒẏẜẏẝẓẋẝ
ᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿЈহ᫅

Ȁඇὒἷ។ἸಇᓞἻα၈

ή̵ᾙὫᾷᾖᾩᾭ̵ϟေ

άᾷώά̵ϟေ
Ṭ¸ẒẗẓẝẍẒẏẜ ṲẙẐẕẋẘẤẖẏẜ
ᾠᾜᾣὦ࠴०࠵ᆸ

Ȁᶳᶤ᷑ᶧᶳᷕᶫᷔἿᦼԋᆋԸᠬὣউ

ὪᾯᾙὫᾯᾌϟေ

ᾎὨᾞᾯέϟေ
ṰẏẖẎẤẏẟẑẗẏẓẝẞẏẜ
ሆӁᬘ಄᱔ଣ୮ࠨ

ṬẙẞẝẍẒẋẐẞẏẜ ẘẋẍẒ ṵẙẘẝẞẋẘẞẓẘẙẚẏẖ

ᶱᷔᶴᶷᷔᶺᶟ᷀ᶧ᷐᷃ᷖҽЂ

ȀૃΔᎷᰱἼὙὛࡠᾛᾱὨᾷψࠨἼ

ỗ ֬ෛὣὒἰ࠴०ቅϜἿԋ᜴

ổ ޞऑᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿọோຖᦞធỎ

ȩᔬ᮵᧸ἿݸᔨἰἲἿோຖᆋ੪ॄἹ֬ෛἼࡠἪៗጚ
ЇổẬάᾷώά̵ϟေȀࡠᾛᾱὨᾷἿᡸ᧼៣ᦈἼݿ
ᾠᾜᾣὦἿিὣҜҪ
Ȁ࠴०Ἷο᮵ԅᣯᒊἿẩ᮵ἼԣἻԋ᜴ὣὓἰἪ

ȩᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿọோຖᦞធỎṒṺẙẖẓẞẓẝẍẒẏẝ Ṿẏẝẞẋẗẏẘẞ   
ịํកἨἕ٫ἜታἿࠄࠕἿ။ԗἻԙᆦἿἰὒἼᢧᖩἨἰଣ֡౼Ọ
ếỰẬṟṓ

ếỰẬṝṝṓ

ȪọோຖᦞធỎἼἛἢᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿᆵᆋ
ᏏᒊἼࠫἷἰۋᏅຖἼἵἕἷἿលહ
ዶ͜ᦼẮᔬᣯἿᏏকషἿۋἿၛປἼἵἕἷἿԋậૡԖậᆻ
ዶΗᦼẮἮἿὙἻၛປὣᄁὐԅἨἰᓎోἹἮὝἼࡠἪૡԖ

ȫὯᾯᾚᾯᾷᾎ̵ếᏸᐱᒊỀἿឍ
ịἤἿ౼ὀẩὮ̵ώᾌᾮὦἿสקἼἛἢ᧸ݸἻషಓếᾢᾮὦậᾊᾰὼὦ
ἿைᮀಓỀἿႵឍἿἰὒἿẩ ᯌὝἸᆷᆋἻἮἨἷᡫ᧸Ἳ༽ܢ
ἸἓὛẩ ״షἼἤἿషχἿњݸἻԪἿЩಇᒊếᾢᾮὦậ ᾊᾰὼὦỀ
Ἷ။ὣధἪἸἓẪỌ ṒὯᾇίӈὀؐܢᒊἿឞỀ
ếỰẬṜṞṓ

Ƃኽᛯƃ

ЇỖṘ ᾎὨᾞᾯέϟေ Ắ ࡠᾛᾱὨᾷἿψࠨ
ếỰẬṝṝṗṝṞṓ ή̵ᾙὫᾷᾖᾩᾭ̵ҥऒἹ֠ՆἨὙἹἬἫ
ૃᄣἼἛἢៗጚậ৩ἕὐếૃـậΖᡯỀ
Ȁύᾩᾰ̵ὼὬᾷἸἿૃἕἼւ
ȪைᮀἿ
ݸބᔨἰἲἿᾔᾭᾔᾭἻᜊՠὣὕὒἦἬὣὃἹἵἼἦἬὙ
ἹՍՆȀὑἨᖇਧἝܾ ݸṒṽṘṝṠṓ
ބᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἿԪἼዉἲܲἝἴἷἕἰࢂᦼׯἿԙἿΌᄄἿ
૫ยṒṽṘṝṠṓ
ބᜊோᆋኀऽἿඥጭὣϓ ۈṒṽṘṛṚṗṛṛỀȀՌធᒊṒ᷁ᶪᶯᶪᷕᶟᶦᶹϟေṓὣ
ἷۋԞைᮀὉἿὣۊὒṒṽṘ Ṝṝṓ

ọோຖᦞ Ỏ
ọோຖᦞធỎἸὀẩὮ̵ώᾌᾮὦᏏૃΔἹἕ࠹ۋᆋ֬ෛἼᆷ᭼ἨἷἕἰὪὧ̵ᾷἿ࠴०ቅϜἼἛἕἷẩ᮵ᣯԋἿԙᆦὣχἪݸᔨἰ
ἲἝ֠៣ἹἕὙὛὑἨԋ᜴ἿѹἼἓἴἰἤἹὣቃἨἷἛὛẩἮἿֻۃὀݸᔨἰἲἿ᮵ҜҪἿோຖᆋ੪ॄἸἓἴἰἹἕἤἹἝᥐὊ
ὝἷἕẪสχἿἰἲὀἮἿὙἻၛປὣٟᯃἨἷὀἕἰὓἿἿὌὍᇀᦂἪἿὐἸἓἴἰẪἮἿၛປἼࡠἨἷԕὒἷಙഊᆋἻૃἕ
ὣଧὤἱἿἝịᣯԋἹἿૃἕỌἼᤲడἨἷἕἰᾢᾮὦậᾊᾰὼὦἸἓὛẩ࠴०ቅϜẩἮἨἷ࠹ۋϰԞὣᤀ୪ಓἼἕἰἹἕἤἹἝἸẪ
ỏᝯᒈၿỐ
EHALT, Hubert, Ch., : Ausdrucksformen absolutistischer Herrschaft. Der Wiener Hof im 17. und 18. Jahrhundert, Verlag für Geschichte und Politik, Wien, 1980.
KALLBRUNNER, Josef (Hg.) : Kaiserin Maria Theresias Politisches Testament, Wien , Verlag für Geschichte und Politik , 1952.
PEČAR, Andreas : Die Ökonomie der Ehre. Der höfische Adel am Kaiserhof Karls VI. (1711-1740), Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003.
ὬᾸὥᾷẩᾱᾔ̵ᾌậὼᾫᾷậὪὬώᾌᾷế௹ΜᆒݜỀọᾔᾱᾇέἿ႘ۋǙᾓᾛώᾚᾯέἿցቅϜק1550Ɔ1700भỎંᑬܺࠓݸԅြϜẩṜṚṛṝभẪ
(EVANS, Robert John WestonᲴThe Making of The Habsburg Monarchy 1550-1770, Oxford University Press, 1979.)
ನ͜ịᾢᾮὦᶜᾊᾰὼὦἿோຖᦞធếPolitisches TestamentỀἼἵἕἷ Ɔ1749भைᮀἿષዉΖᒈƆỌọสקỎዶ13תẩ1956भ10ಆẩ16̺25ᮨẪ
ನ͜ọᾓᾛώᾚᾯέऑۋἿ᥅χցἹᾬ̵ᾀᾙᑬỎݳᡳԅြẩ1997भẪ
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ɭኔࢸҞǦǣȸȳƷܷࡩтئƴƓƚǔ᭗ˮᝮଈƷᚇтƱ
ᅈ˟ኺฎ૨҄ႎᏑ
ÜÜȨȸǼȕɭᳺൟтئƷʖኖƷЎௌǛɶ࣎ƴÜÜ
طٻ ଔᆖဋܖٻኺฎܖᄂᆮᅹҦٟᛢᆉQUJKQTF UGK[QWUJK"IOCKNEQO 
բ᫆ॖᜤ
ȨȸǼȕɭƷтئો᪃ 㹼 ưǦǣȸȳƷᑈӨᑸᘐ ཎƴᴍᴥᴷᴯт᪦ಏǛɥƢǔтئѣ ƕƔƭƯƳƘႮǜƴ
  ܷࡩтئƷϐዻ ᳺൟтئ҄ ǍᢸٳтئƷᚨᇌᚩӧăᣃࠊ˰ൟƷᚇтفьąưƸˡወႎᚇܲưƋǔ᭗ˮᝮଈƸᲹ


࢘ƷǦǣȸȳƷᑈӨᑸᘐƴƓƚǔᝮଈƷᘍѣ
 ȷ᪦ಏӪᑸᘐӪGVEᳺᝮଈƷࢨ᪪щƸࢸᡚƱƷᛯᛦ āᳺࠊൟޖƷנ܍ज़ƕࢍᛦ 
 ȷᝮଈᄂᆮᚇтƷᙲࣱƸᛐᜤƞǕŴɥϋܾǁƷ։ ڤཎƴᴤᴯᴵᴕཋ ǋଢǒƔŵƩƕܷࡩтئưƷᚇтᘍѣƸɧଢ
࢘Ʒ᭗ˮᝮଈƱ૨҄ᑸᘐѣᅈ˟ኺฎ૨҄Ӫႎᄂᆮ
 ȷൿƠƯඐᓳͼӼưǋŴ႐ࠔƷܷࡩǁ̔܍ƢǔщƳנ܍ưǋƳƍăኺฎႎƴᝅƔưᐯᇌႎƳᝮଈǋٶૠ
 ȷɥࠊޖൟɶ࣎Ʒᳺᇹʚᅈ˟ƱƷᇤӳă᭗ˮᝮଈƷᴉᴊᴛᴶᴵᴛᴀᴛᴀ ᅈʩŴ૨҄ᑸᘐ ሰᡯט፦ᘐོᑈӨᑸᘐ ࢍᛦ




ၬဥрგബ෨˿᭗ˮᝮଈƸܷࡩтئưƲƷǑƏƴᚇтᲹ ࣱ҄ƔࢸᡚƔᲹ
  ăʖኖᎍӸቐƷЎௌȷȷȷ࢘Ƹ᭗ˮᝮଈƩƚƕ˂ႎƴʭӖƠƑƨȭȸǸǧ ܴ̾ ʖኖǛૢྸƠᎋݑ

ࡘ෬घஶрࠝ໕ဃܟкҸ̔Ҍҥࠚрҽ̔҈ѷᄉს!


 ȷܷࡩΒࡸ ᴢᴶᴳᴇᴐˊ ƷئƔǒŴᴛᴲᴔᴶᴉƴଐࠝƷۗಏᑸᘐᦷចƷئǁ
 ȷܷࡩƷᅔχถݲăᙹٻƳܭႎᅈʩئƱƠƯܷࡩтئƷᙲࣱٻف


 ȨȸǼȕƷтئો᪃  
  ȨȸǼȕɭᝮଈᨊưƳƘŴᡞƴಏƠǇƤǔѐщ ቇሁᲣ
  ࢘Ит  ƷǈƩƕŴࢸƴ᭗൦แƷᴍᴥᴷᴯ ˙ ǋăᚇтƷ᭽щӼɥ


ᄉსрঔ

! !2887!!!!2891! ! 2896! ! 28:1!!
ȭȸǸǧʖኖૠƷ ҄٭ଏƴᴔᴵᴜᴶᴯᴈƕਦ

μ˳ႎƳفьͼӼƸǷȳȉȩȸƕଏƴਦઇ
ઇ
  ᴔᴵᴜᴶᴯᴈᲴفьᙲ׆࠰ƷȭǷǢٻπஹᚧǛೞƴܷࡩтئƕᅈʩƷئƱܭბ්ᘍƠŴ࠰ˊࢸҞƴٰƷʖኖƕفьƠƨƜƱ

ЧѐШѐмᄉსҡҏ̔ӃȷȷȷҥኝƳɟ૾ႎفьưƸƳƍᲴʖኖƷᏑƸҥɟưƳƍ
  #Ჴ࠰ˊƔǒᡫ࠰ʖኖ ӸᲣ  $Ჴ࠰ˊƔǒᡫ࠰ʖኖ Ӹ  $Þ࠰ˊɶƴɶഥ Ӹ  
  %Ჴ࢘ИҞ࠰Ŵࢸƴᡫ࠰ʖኖ Ӹ  &ᲴҞ࠰ƷǇǇ࠰ˊࢸҞƴʖኖɶഥ Ӹ  'ᲴႆႎƴҞ࠰Ʒǈ Ӹ 


ȭȸǸǧʖኖƷȑǿȸȳ

ᄉსрМємं¦ฆ!
Ũ̮ی᫋ᅆᅈʩȷȷȷਦݰႎᇌئƷᝮଈƕ࠰ˊƔǒ࠰᧓ʖኖāᅈ
ᅈʩɥƷ፯ѦưƷӋьƔ # 
  

 ᑈӨ݃ǓᴳᴈᴔᴶᴂƷʖኖŴᅈʩࣱ҄ᲥǪȚȩ ڼᖺ ࢸƷʖኖ ف$' 

   èȡǻȊѣäᴋᴀᴈᴵɧנƷٰǋʖኖ #$ሁ EHʖኖ ˟ڌӋьॖ࣬ƳƘƱǋʖኖ 


ŨൢǒƠȷȷȷʖኖɧӋьǋᚩܾƔŵӸቐɧਫ਼᠍Ʒσӷʖኖᎍٶૠăᅈ
ᅈʩɥƷܱဇǛᙻ


 ܱዴƸᡫ࠰ᄊዴƸҞ࠰ʖኖᲣ

A
B
B’
C
D

o

ŨᑸᘐᦷចȷȷȷᑈӨദ᩿ ᲷᅈʩӼƖưƳƍ ƷʖኖǍŴǪȚȩ ڼᖺ ࢸƷμ˳ႎƳʖኖف
ŨٰƷᴋᴀᴈᴵ๛נଐفьȷȷȷᡫ࠰ʖኖفьǁEHȏȩȃȏܼƷʙ̊ ࠰ˊٰƸǄǅଐ๛ נ
E
Ũʖኖ૰ᄩ̬ƷѐщȷȷȷȏȩȃȏܼƷʙ̊ᲢܼૅЈƔǒᄩܱƴʖኖ૰ǛૅЈᲥσӷʖኖᲣ Ý͂
èʖኖᙸႺƠƷʙ̊ȷȷȷтئો᪃ڼႺࢸƷʖኖถݲŴEHᴑᴈᴤᴂᴵᴣᴅᴯᴈᴪᴇᴙᴅƷ̊






 èܷࡩтͨئƷᡫ࠰ʖኖ҄ƷןщᲹˡወႎʖኖᘍѣ %& ƕᆳถݲā࢘тئƸហ ܌

ƓǘǓƴ
Ū᩼ᝮଈƷᚇтƕ̟ᡶƞǕƨᴮᴈᴖᴶᴤƷܷࡩтئưǋŴ᭗ˮᝮଈƸൿƠƯѬщࢸᡚƤƣ

ʖኖ૰ӓλ
࢘ଐУӓλ

ʖኖƸƜǕǇưƴƳƘࣱ҄ƠŴ᭗
᭗ˮᝮଈƸтئǛૅƑǔ
    ăǉƠǖʖ
Ý  
ŪȨȸǼȕƷʖኖƴƸ᭗ˮᝮଈƷಮŷƳᏑȷႸႎƕᙐӳႎƴ˺ဇ
  ʖኖƸ፯ѦႎưƳƘŴᐯဌƳǋƷƩƬƨƷưƸᲹ āᴢᴶᴳᴇᴐˊƷΒࡸᅔχƷئƱƠƯƷܷࡩтئƔǒ҄٭Უ
  ȨȸǼȕ࢘
࢘ИƸ̮ی᫋ᅆƱᅈʩႸႎƕɼưᑸᘐᦷចƱƍƏႸႎǋŵ
࠰ˊƔǒᅈʩƕࣱ҄ƠŴɥϋܾǋٶಮ҄ŵ
࠰
ˊҞƹƴƸҞ࠰ʖኖƕᡫ࠰ʖኖƴӕƬƯˊǘǓܴǁŵ
࠰ˊࢸҞˌᨀƸσӷʖኖǋŵ

    ăȨȸǼȕƴܷࡩтئưƸ᭗ˮᝮଈƴƱƬƯƷžᅈʩ̮ی᫋ᅆᑸᘐᦷចƷئſƱƠƯƷೞᏡǛࢍǊƨ
Ūᛢ
ᛢ᫆ᲴĬʖኖƷᏑǛƴ౨ᚰ ĭᴮᴈᴖᴶᴤƷтئᢃփƴݣƢǔॖᜤƷ౨᚛ Į᭗ˮᝮଈƷᚇтᘍѣƷ ɥࠊ ޖൟǁƷˡછ ࠰ˊ㹼 Ǜᎋݑ
せཧ⪃ᩥ⊩

Dietrich (Hg.): Das Burgtheater und sein Publikum. Bd.1. Wien : Verlag der österreichischen
Akademie der Wissenschaften, 1976.
Hannes Stakl, Österreichs Aristokratie im Vormärz. Herrschaftsstil und Lebensformen der
Fürstenhäuser Liechtenstein und Schwarzenberg, Wien, 1973; ders., ‘Harmoniemusik und
„türkische Banda“ des Fürstenhauses Liechtenstein‘, in: Das Haydn Jahrbuch X, 1978.

୍ḟྐᩱ(Österreichisches Staatsarchiv ᡤⶶ)

Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Generalintendanz der Hoftheater, Sonderreihe 11-27.
Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv Harrach, Wirtschaftsarchiv Kt. 2638-2653.

ḟᩥ⊩㸦Ḣㄒ㸧
Derek Beales, Joseph II (vol.1&2), Cambridge, 1987 / 2009.
Ivo Cerman, Habsburgischer Adel und Aufklärung, Stuttgart, 2010.
Ivo Cerman/Luboš Velek (Hg.), Adel und Wirtschaft. Lebensunterhalt der Adeligen in der
Moderne, München, 2009.

ḟᩥ⊩㸦㑥ㄒ㸧

ᒾᓮ࿘୍㺀㏆ୡࣁࣉࢫࣈࣝࢡྩᅜ㺃ୗ࣮࢜ࢫࢺࣜ࠾ࡅࡿ㡿ᒙࡢᡤ㡿┈ᵓ㐀㺁㸪
ࠗ♫⤒῭ྐᏛ࠘㸪ᕳྕ㸪♫⤒῭ྐᏛ㸪ᖺࠋ
1࢚ࣜࢫ㸦Ἴ⏣⠇ኵ୰ᇣⰾஅྜྷ⏣ṇヂ ࠗᐑᘐ♫࠘㸪ἲᨻᏛฟ∧ᒁ㸪ᖺࠋ
Dorothea Link, “Vienna’s private theatrical and musical life, 1783-92, as reported bey count Karl ỌᓥࡶᏊ㺀㏆௦࣮࢜ࢫࢺࣜࡢ㈗᪘♫ ࡑࡢᵓ㐀ᡤ㡿⤒Ⴀࡘ࠸࡚ࡢ୍⪃ᐹࠖ㸪ࠗᑀ
Zinzendorf”, Journal of the royal musical association, 122, 1997.
ᴦྐⱌ࠘➨ྕ㸪ዉⰋዪᏊᏛྐᏛ㸪ᖺࠋ
ᒣஅෆඞᏊࠗࣁࣉࢫࣈࣝࢡࡢᩥ㠉࠘㸪ㅮㄯ♫㸪ᖺࠋ
Otto G. Schindler, Publikum des Burgtheaters in der Josephinischen Ära, in: Margret

ᇹ64ׅଐஜᙱබӪ         ˟ٻ˟ܖ

88

31 May- 1 June, 2014   

ἾὅἨἻὅἚỉிබồỉộễằẲ
ஜႆᘙỉႸႎ

ޛဋ ʻଐ܇Ტி҅ܖٻᲣ
M[QMQ[COCFC"IOCKNEQO
ˊᥴᛚỉဒܼἾὅἨἻὅἚᾎ

ɭኔǪȩȳȀƷဒܼȬȳȖȩȳȈ  ƸŴ࠰ˊҞƹƴŴ
ȚȫǷȣǍǤȳȉƷȟȋǢȁȥȸȫǛϙƠƨእ੨˺ԼǛˌɥС
˺ƠƨŵࢬƸᆇˊƷǳȬǯǿȸƱƠƯǋჷǒǕŴǤǿȪǢǍ҅૾Ʒဒ
ܼƷ༿ဒȷእ੨˺ԼǛ࠼ƘӓᨼƠŴࠁƷо˺ѣƷኋƱƠƯƍƨŵƦ
ƷɶƴƋƬƯŴဒಅࢸҞƷிබƷȟȋǢȁȥȸȫϙƸ᩼ࠝƴཎီƳ
ӕǓኵǈưƋǔŵஜႆᘙƸŴȬȳȖȩȳȈƕஊƠƯƍƨӷˊƷȠ
ǬȫƷဒܼᢋƷƴƳǔȟȋǢȁȥȸȫᲢ࠰˺ƷƀᝠငႸ
ƁဪᲣƱȬȳȖȩȳȈƷϙእ੨ƴბႸƠŴဒܼᐯƷǢȗ
ȭȸȁƴƭƍƯ౨ᚰƢǔŵƦƷᨥŴཎƴƜǕǇưȟȋǢȁȥȸȫƱ᧙
ᡲǛਦઇƞǕƯƜƳƔƬƨȬȳȖȩȳȈƷž
žݣᛅſƷᘙྵƴბႸƢǔŵ

ȬȳȖȩȳȈƷƠƨˊŴǤȳȉǍȚȫǷȣƷȟȋǢȁȥȸȫ
ᑸᘐƸž
žӞƳᑸᘐſƷɟƭƱƠƯᛐჷƞǕƯƍƨ FG.CGV  ŵ
ȬȳȖȩȳȈӷಮǳȬǯǷȧȳƱƠƯȟȋǢȁȥȸȫǛஊƢǔʴŷ
ƸƍƨƕŴӷˊƷဒܼƸŴഭӪဒƴȪǢȪȆǣǛਤƨƤǔƨǊƷᙲ
እưƋǔီ
ီƷᘘᙆǍॹ፼ƴؓ࣎Ơ $GNMKP ŴƦƷǽȸǹƱƠƯ
ǈƳƢئӳƕവƲưƋƬƨŵɟ૾ȬȳȖȩȳȈƸŴȟȋǢȁȥȸȫᑸ
ᘐƴᙸǒǕǔʴ
ʴ˳ᘙྵƴ᧙࣎Ǜ݃ƤŴƦƷžӞƳſಮࡸǛƘǈӕǖ
ƏƱѐǊƨƷưƋǔ (KNKR\CM  ŵέᘍᄂᆮưƸദᄩƳϙƷۋѬ
ƕጮǓᡉƠࢍᛦƞǕƯƖƨƕŴȬȳȖȩȳȈƕ̲ദƠࢍᛦƠƨໜǛᙸ
ƯƍƘƜƱưŴƜƷϙእ੨፭ƷૼƨƳ᩿ͨǛ੩ᅆƠƨƍŵ

ἲỾἽὉἱἝỴἓἷὊἽểἾὅἨἻὅἚ

ӷˊỉဒܼỉ᧙࣎

ᾉἽὊἫὅἋẎἬἽἉἵỉʚʴỉࣱڡẏᵏᵔᵎᵗᵋᵏᵐ࠰
ӫᾉἛỷὉἻὉἉἵἬἽẎἚἽἅỉࣱڡẏᵏᵔᵒᵓᵋᵒᵖ࠰

ݣᛅئ᩿ồỉẮẻỪụ
ἲỾἽỉἱἝỴἓἷὊἽẎᛪᫍửӖẬӕỦἊἵἡὅἀὊἽẏ

ἾὅἨἻὅἚỉϙእ੨

ίᵏᵕɭኔЭҞẆἉỹὊὅἨἽὅܷോᔺὸ

ίᵏᵔᵓᵒᵋᵓᵔ࠰ẆٻᒍҦཋᔺὸ

ޓᏑǛЪᨊ
ޓᨏࢨǛࠋر
ޓᇌ˳ज़Ǜ˄ɨ

ȟȋǢȁȥȸȫϙμ ƢǂƯ
࠰С˺ ƷƏƪŴݣᛅئ᩿Ƹƕᄩᛐ
ưƖǔŵǪȪǸȊȫưƸҥư੨ƔǕƨ
ૼƨƳݣᛅ
ʴཋǛਁЈƠƯኵǈӳǘƤŴૼ
ئ᩿Ǜ੨ƘƜƱǋƋǓŴƦƷᨥǋᙻዴƕ
ʩǘǔǑƏݣƞƤƯƍǔŵ

ᙻޓዴƷદ˺
ɲᎍƷኽƼƭƖ

ἾὅἨἻὅἚ˺Լỉݣᛅئ᩿

ἾὅἨἻὅἚˌЭỉݣᛅᘙྵ

ݣᛅئ᩿ǁƷӕǓኵǈƸИƔǒᙸ ȬȳȖȩȳȈˌЭƷǪȩȳȀዋဒư
ǒǕǔƕŴႇئʴཋƸᙻዴǛʩƑƭ Ƹ៲ਰǓƴǑǔݣᛅᘙྵƕƳƞǕǔŵ
ƭǋᛟଢႎƳ៲ਰǓǛƢǔ̊ƕٶƍŵ ƜƷŴƭƷဒ᩿ưཋᛖƷݣᛅϋ
࠰ˊƴƸʚᎍƷݣᛅ፼˺Ǎݣᛅƴ ܾμ˳Ǜ੨ƖЈƢƷưŴʴཋƕӲŷ
ƖǛƓƍƨᎢɼ᫆ƕفƑŴᎮƖ ƴᛖǔࡀǛᙻƠƯɟ૪ƴႆᛅƠ
៲ਰǓݲƳƘᨼɶƠƯᎮƖλǔ ƯƍǔǑƏƴ੨ƔǕǔ *GNF
ƕ៲
ǑƏᙐૠƷɼ᫆ư҄٭ƕᙸǒǕǔŵ #NRGTU  ŵ

ẆɶځᾉἲỾἽẎỶὅἛỉᝮʴẏểẎỶὅἛỉӽɼẏ
ӫᾉἾὅἨἻὅἚỉϙእ੨ẎݣᛅẴỦʚʴỉỶὅἛʴẏ

ᙐૠӸƷʴཋǛᣐƠƨǋƷưƋƬƯǋŴᙻ
ᙻ
ዴƷʩǘǓǛࢍǊǔ̲ദƕьǘǓŴ৮Сƞ
Ǖƨ៲ਰǓƷǇǇưʴཋӷٟƷኽƼƭƖƕ
ࢍ҄ƞǕƯƍǔŵ

ἾὅἨἻὅἚẎỿἼἋἚểἇἰἼỴỉڡẏ
ᾉᵏᵔᵑᵒ࠰ ɦᵘᵏᵔᵓᵓ࠰ ӫɦᾉᵏᵔᵓᵖ࠰

ἻἋἚἰὅẎỿἼἋἚểἇἰἼỴỉڡẏᵏᵔᵐᵑ࠰

ᾉἲỾἽẎᵒʴỉிබʴẏ
ӫᾉἾὅἨἻὅἚỉϙእ੨ẎஙỉɦỆࡈỦᵒʴỉிබʴẏ

ኽᛯ

έᘍᄂᆮưƸŴȟȋǢȁȥȸȫƷጞኬƳᇿᐲǍ៲˳ᘙྵǛȬȳȖȩȳȈƕԈӓƠǑƏƱƠƨໜƕࢍᛦƞǕƯƖƨŵஜႆᘙƸဒܼƕ
ϙƷᨥƴ٭ǛьƑƨໜŴཎƴᙻ
ᙻዴƷદ˺ƴბႸƠŴӷƷС˺ѣƱƷ᧙̞ǛƬƨŵȬȳȖȩȳȈƷཋᛖᘙྵƷཎࣉƸŴݣᛅ᧙̞Ʒ˺
Ǔ૾ƴƋǔŵࢬƸŴ҅૾ዋဒƷˡወƴƓƍƯžᚕᓶƴᎮƖλǔſƜƱưʴ᧓᧙̞Ǜ੨ƖЈƢૼƨƳ૾ඥǛݰλƠƨŵእ੨፼˺ƴႸǛӼƚǔƱŴ
ϙƴӕǓኵǜƩ࠰ˊƸŴʚᎍƷݣᛅᘙྵƴᨼɶƠƯӕǓኵǜƩưƋƬƨŵȬȳȖȩȳȈƴƱƬƯŴȟȋǢȁȥȸȫƷ৮
৮СƞǕƨ៲ਰ
ǓǍŴی
یӈƴƪƨȗȭȕǣȸȫƸŴዬ
ዬࢌज़ๆǕǔݣᛅئ᩿Ǜ੨ƘƨǊƷᙲƳǤȳǹȔȬȸǷȧȳƱƳƬƨƷưƸƳƍƩǖƏƔŵȬȳȖȩȳ
ȈƸŴƦǕƴᙻዴƴǑǔ᧙̞ƮƚǛьƑǔƜƱưŴᛅƠƱᎮƖƷ᧙̞ǛɟࢍޖǊǔᘙྵƴыƠƨƷưƋǔŵ

ɼᙲӋᎋ૨ྂሁ
ȷ9. 5VTCWUUCPF/XCPFGT/GWNGP6JG4GODTCPFVFQEWOGPVU0GY;QTMᲢèȬȳȖȩȳȈᄊငƷᨥƴ˺ƞǕƨᝠငႸᲢ࠰ᲣǛӓᲣ
ȷ5 #NRGTU6JG#TVQH&GUETKDKPI&WVEJ#TVKPVJG5GXGPVGGPVJ%GPVWT[%JKECIQ
ȷ-.$GNMKP 6JGEQUVWOGDQQM $TWUUGNU
ȷ<#(KNKR\CMß4GODTCPFVCPFVJGDQF[NCPIWCIGQH/WIJCNOKPKCVWTGUKP $QF[CPF'ODQFKOGPVKP0GVJGTNCPFKUJ#TV<YQNNG
ȷ,5*GNFß&CUIGURTQEJGPG 9QTV DGK 4GODTCPFVàKP 0GWG$GKVTäIG\WT4GODTCPFV(QTUEJWPI$GTNKP 
 ,FG.CGV GFU /8KVTWXKK 2QNNKQPKU &GCTEJKVGEVWTC%WOPQVKUECUVKICVKQPKDWU GVQDUGTXCVKQPKDWU )WKNKGNOK 2JKNCPFTKKU &CPKGNKU $CTDCTK GZEGTRVKU#OUVGTFCO
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䝇䝨䜲䞁㡿༡⡿䝷䝥䝷䝍ᆅᇦ䛾䜲䜶䝈䝇ᕸᩍ༊䛻䛚䛡䜛
㌷カ⦎䠖㏆ୡ䝶䞊䝻䝑䝟㌷ྐ䛸䛾㛵㐃䛛䜙
Ṋ⏣ஂ䠄᪩✄⏣Ꮫ㧗➼◊✲ᡤ䠅㼗㼠㼍㼗㼑㼐㼍㻬㼍㼛㼚㼕㻚㼣㼍㼟㼑㼐㼍㻚㼖㼜㻌
   䝷䝥䝷䝍ᆅᇦ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜲䜶䝈䝇ᕸᩍ༊䠄㻝㻢㻜㻥㻙㻝㻣㻢㻤䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⌧ᅾ䛾ᕸᩍ༊㻌

䜽䝷䜴䝕䜱䜸䞉䝹䝆䜵䞊䝹䛂䝫䝹䝖䜺䝹ே䛸䛾ᡓ䛔䛃㻝㻢㻠㻝ᖺ㻠᭶㻢᪥㻌
... la demás gente de nuestros hijos que estaban en las canoas viendo a su capitán en peligro e
impacientes ya con la tardanza salieron con orden en forma de media luna … 䜹䝚䞊䛻䛳䛶䛔䛯⚾䛯䛱䛾ᜥᏊ
䛯䛱䠄䜾䜰䝷䝙ඛఫẸ䠅䛾୰䛷䜒䚸䛭䛾䛾ே䚻䛿䚸ᙼ䜙䛾ᣦᐁ䛜༴ᶵ䛻䛥䜙䛥䜜䚸㐜䛔䛾䛷Ᏻ䛻䛺䛳䛶䛔䜛ᵝᏊ䜢ぢ䜛䛸䚸༙᭶䛾㝲
ᙧ䜢⤌䜣䛷㣕䜃ฟ䛧䛯䚹㻌
㻌
䜰䞁䝖䝙䜸䞉䝉䝑䝥䛄᪑⾜グ䛅䠄㻝㻣ୡ⣖ᚋ༙䛛䜙㻝㻤ୡ⣖๓༙䠅㻌
Si surgiese un peligro, pondríamos en marcha inmediatamente más de 30.000 indios de nuestras
poblaciones, […] como también atacar en formación semilunar desde los flancos, formar un escuadrón,
combatir en la ofensiva y en la defensiva … ௬䛻⥭ᛴែ䛜⏕䛨䛯㝿䚸⚾䛯䛱䛿䚸⚾䛯䛱䛾ᕸᩍ༊䛷ᬽ䜙䛩㻟ே䛾䜾䜰䝷
䝙䜢▐䛻ືဨ䛷䛝䜛䚹䜎䛯䚸ഃ㠃䛛䜙༙᭶䛾㝲ᙧ䜢⤌䜣䛷ᨷᧁ䛧䚸䜂䛸䛴䛾䜶䝇䜽䜰䝗䝻䞁䜢⤌䜣䛷䚸ᨷᧁ䛧䛴䛴Ᏺ䜚䜢ᅛ䜑䛶ᡓ䛖䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹㻌
㻌
䝣䝷䞁䝅䝇䝁䞉䝕䞉䝞䝹䝕䝇㻌䛄㌷ᩍ⦎䛸ᶍ⠊䛅䠄㻝㻡㻥㻢䠅㻌
Si hay muchos otros [escuadrones], dey [sic, i.e., doy] algunos de ellos usa la nación italiana y
esguízara, como son a manera de media luna, y en forma de cruz […] otros hay en figura oval, cunea
[i.e., cúneo], triangular … 䛻䜒ከ䛟䠄䛾䜶䝇䜽䜰䝗䝻䞁䠅䛜䛒䜛䛜䚸⚾䛿䚸䛭䛖䛧䛯䜒䛾䛾୰䛛䜙䚸䜲䝍䝸䜰ே䜔䝇䜲䝇ே䛜⏝䛔䜛
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ࡣࡌࡵ㸸18ୡ⣖ࣈࣜࢸࣥࡢၟᴗᨻ⟇࠾ࡅࡿ⤫ไ(regulation)ࡑࡢ㔜せᛶ





ᖺ⾲

ࡑࡢ୍ࡘࡋ࡚ࡢዡບ㔠ไᗘ㸸ၟᴗⓗ┠ⓗ㠀ၟᴗⓗ┠ⓗࡢΰᅾ
ࡑࡇぢࡽࢀࡿ㔜ၟ⩏⌮ㄽ⌧ᐇࡢไᗘ㐠⏝ࡢ㛵ࢃࡾ
ࢡࢱ࣮ࡋ࡚ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡢᙳ㡪ຊࢆ᳨ウ
э ࡋ࡚ᾏ㌷㈨ᮦἲ

1696ᖺ

1700ᖺ ᪉ᡓதຨⓎ

ᾏ㌷㈨ᮦἲ
1704ᖺไᐃࠋ1722ᖺࠊ1729ᖺᨵṇ
⡿᳜Ẹᆅࡽ㍺ධࡉࢀࡓ⯪⯧ᚲ㟂ရ(naval stores)ᑐࡋ
࡚ࠊᾏ㌷ࡀዡບ㔠(bounty)ࢆᨭᡶ࠺ࡇࢆᐃࡵࡓἲᚊࠋ
ไᗘタィࡣၟົ㝔ࡀᢸᙜࠋၟேࡽࡢᙉ࠸せㄳ

ၟົ㝔タ❧

┠ⓗ㸸せ౪⤥※࡛࠶ࡗࡓࣂࣝࢺᾏ㈠᫆ࡢᏳᐃ
క࠺ᾏ㌷⏝⯪⯧ᚲ㟂ရ㸦≉ࣆࢵࢳࠊࢱ࣮ࣝ㸧ࡢ⮬⤥
ࡢ᥎㐍㸦㠀ၟᴗⓗ┠ⓗ㸧ࠊ⡿㒊᳜Ẹᆅࡢ㔜ၟ
⩏ୖࡢ᭷ຠά⏝㸦ၟᴗⓗ┠ⓗ㸧

⯪⯧ᚲ㟂ရࡢணഛ౪⤥ᆅࢆồࡵࡿᾏ㌷㒊᳜Ẹᆅࡢ㔜ၟ⩏ⓗ⏝ࢆᶍ⣴ࡍࡿၟົ㝔ࠊ᪉ࡢᐖࡀ㔜࡞ࡿ
⾲1㸸᳜Ẹᆅ⏘ࢱ࣮ࣝ㍺ධ㔞ࡢኚ㑄㸦1701-1740ᖺ(ᖺᖹᆒ)㸧

1701-04

1706-10

1711,13-15

1716-20

1721-25

1726,28-30

1731-35

1736-40

㍺ධ㔞
(barrels)

448

6,595

11,448

63,663

61,505

34,955

73,742

68,295

ࢩ࢙(%)

1.3

18.2

27.3

78.3

82.3

59.3

86.4

85.9

1701ᖺ ࢫ࣌ࣥ⥅ᢎᡓ
    தຨⓎ
1703ᖺ 㥔ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ 
    ࡼࡾࢱ࣮ࣝ 
    ㄪ㐩Ᏻࡢሗ࿌
1704ᖺ ᾏ㌷㈨ᮦἲᡂ❧
1713ᖺ ዡບᘏ㛗Ỵᐃ
1713ᖺ ࣘࢺࣞࣄࢺ᮲⣙
    ⥾⤖
1716ᖺ
   
   
   

Hautala, Kustaa, European and American Tar, p.164ࡼࡾసᡂࠋ

᳜Ẹᆅ⏘ࣆࢵࢳ࣭ࢱ࣮ࣝࡢ㍺ධ㔞ࡢᛴቑ Ћ ከࡃࡢၟேࡢཧධ
ࣘࢺࣞࣄࢺ᮲⣙௨㝆ࡢ᳜
すὒ⯪⯧ᚲ㟂ရ㈠᫆㸻ඈࡿ㈠᫆࠸࠺ၟேࡢㄆ㆑
㈠᫆యࡢつᶍࡢᣑࡶࠊつᶍ᳜Ẹᆅ⏘⯪⯧ᚲ㟂ရࢆྲྀࡾᢅ࠺ၟேࡀฟ⌧
୍᪉࡛ࠊ⢒
⢒ᝏ࡞≀㈨ࡀ㍺ධࡉࢀࠊዡບ㔠ࡀᾉ㈝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᾏ㌷ᒁࡽࡢᣦ

ࡇࡢࡇࢁࡼࡾࠊ
᳜Ẹᆅ⏘ࣆࢵ
ࢳ࣭ࢱ࣮ࣝ㍺ධ
㔞ᛴቑ

1718ᖺ ᳜Ẹᆅ⏘ࣆࢵ
    ࢳ࣭ࢱ࣮ࣝࡢ㛤
    ᑒ᳨ရࡀỴᐃ

→ 1710ᖺ௦ᚋ༙ࡽ1720ᖺ௦ࡅ࡚ࠊၟົ㝔ࡣࡇࡢ㏻ၟ㛵ࢃࡿࢡࢱ࣮ࡽពぢ㞟
ᾏ㌷ࡢᙇ㸸ዡບ㔠㔠㢠ࡢῶ㢠㸦㸻ᾏ㌷㈇ᢸࡢ㍍ῶ㸧ࠊရ㉁ྥୖࡢࡓࡵࡢᡭẁࡢᑟධ


ၟேࠊ᳜Ẹᆅ⥲╩ࡢᙇ㸸㔜ၟ⩏ࢆ᰿ᣐࡋࡓไᗘࡢ⌧≧⥔ᣢࠊไᗘኚ᭦ࡼࡿ⏘ᴗࡢᙳ㡪ࡢᠱᛕ

ရ㉁᳨ᰝࡢཝ᱁㸦1718ᖺ㸧ࠊࢱ࣮ࣝ〇ἲࡢᣦᐃ㸦1722ᖺ㸧ࠊዡບ㔠㔠㢠ࡢῶ㢠ࠊ㍺ฟࡢ㝿ࡢዡບ㔠㏉㑏
㸦1729ᖺ㸧ࠊ᳜Ẹᆅ⏘⯪⯧ᚲ㟂ရࡢዡບ㔠ไᗘࡀᨵᐃ
ᾏ㌷ࡢᙇࡢ᥇⏝ → 㔜ၟ⩏⌮ㄽࡢ㡰Ᏺࡼࡾࠊᾏ㌷ࡢ༠ຊᇶ࡙ࡃไᗘࡢ⥔ᣢࢆඃඛࡋࡓၟᴗ⤫ไ

1721ᖺ ᪉ᡓத⤊⤖
1722ᖺ ᨵṇᾏ㌷㈨ᮦἲ
    ไᐃࠋࢱ࣮ࣝࡢ
    〇ἲつᐃᑟධ
1729ᖺ ᨵṇᾏ㌷㈨ᮦἲ
    ไᐃࠋዡບ㔠ࡢ  
    㔠㢠ῶ㢠

⾲2㸸ᾏ㌷ࡢ᳜Ẹᆅ⏘ ⯪⯧ᚲ㟂ရᥦ౪⏦ࡋධࢀᩘ㸦1714-18, 1734-38ᖺ㸧

1714

15

16

17

18

1734

35

36

37

38

㏙ᩘ㸦௳㸧

158

197

402

578

605

298

287

204

194

143

ேᩘ㸦ே㸧

94

112

199

204

204

72

77

73

60

47

ୖ  3 ྡ ࡢ
ࢩ࢙(%)

15.8

13.2

10.7

20.2

21.6

46.9

37.6

39.2

44.3

42.7

ᾏ㌷ࡢᙇࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ⤖ᯝࠊཧ
ཧ
ධ⪅ࡣῶᑡࠊᅛᐃࠋ୍᪉࡛㍺
㍺ධ
㔞ࡣ⥔ᣢ


せᅉ㸸ዡບ㔠ῶ㢠➼ࡼࡿᖜࡢ
ῶᑡ


Ѝ 㔞ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡛┈ࡢ
⋓ᚓࢆᅗࡿၟேᒙࡼࡿᐻ༨

SER/70-76, ADM106/2548-2552ࡼࡾసᡂࠋ

   ࡲࡵ
᳜Ẹᆅ⏘⯪⯧ᚲ㟂ရ㈠᫆ࡁࡃ㛵ࡋࡓᾏ㌷㸸≀㈨⏝⪅ࡋ࡚ࡢᾏ㌷ࡢ❧ሙᡓ␎≀㈨ࡢ㏻ၟ࠸࠺ᛶ㉁
㔜ၟ⩏ⓗ࡞ཎ๎ㄽㄽᣐࢆồࡵࡿࡶࠊᾏ㌷ࡢᙇࢆ㏥ࡅࡿࡢᐖ㞟ᅋࡣ⮳ࡽ࡞ࡗࡓ᳜Ẹᆅ⏘⯪⯧ᚲ㟂ရ㈠᫆㛵ಀ⪅ࠋ୍᪉࡛ไ
ᗘࡢኚ᭦ࡼࡾᐻ༨ࢆ᥎㐍ࡋ┈ࢆ⋓ᚓࡍࡿᒙࡢฟ⌧

э ⌮ㄽࡼࡾඃඛࡉࢀࡓ⌧ᐇࡢᐖ㸦ᾏ㌷ᐖ㸧ᇶ࡙ࡃዡບ㔠ไᗘࡢᨵᐃࡣࠊ᳜Ẹᆅ⏘⯪⯧ᚲ㟂ရ㈠᫆ࡢ㔞ⓗ࡞⦰ᑠ࡛ࡣ
  ࡞ࡃࠊ㉁ⓗ࡞㠃࡛ࡢᖜ࡞ኚᐜࢆࡶࡓࡽࡍࡇ
せཧ⪃ᩥ⊩

୍ḟྐᩱ
ȷGauci, Perry, The Politics of Trade :The Overseas Merchant in State and Society, 
ȷSER/66-76 (National Maritime Museum, Greenwich)
 1660-1720, Oxford, 2001.
ȷADM106/2544-2563 (The National Archives, London)
ȷHautala, Kustaa, European and American Tar in the English Market during the
 Eighteenth and Early Nineteenth Centuries, Helsinki, 1963.
ḟᩥ⊩
ȷSteele, Ian K., The English Atlantic 1675-1740 an Exploration of Communication
ȷHoppit, Julian, “Bounties, the Economy and the State in Britain, 1689-1800”, 
Regulating the British Economy, 1660-1850, ed. Gauci, Perry, Surrey, 2011, pp.139-160. and Community, Oxford, 1986.
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QGUXO&UOZG[GIPV
ƸơǊƴ
 
Ű
Ű
Ű
Ű
Ű



࠰ ෙٳᅦ᪦ˡᢊң˟Ტ52) ᚨᇌ
Ǥȳǰȩȳȉ˟ᎢᎰᎍŴȡȪȸȩȳȉɼˊྸȈȞǹȷȖȬǤ 6JQOCU$TC[ 
ǤǮȪǹ᪸ǢȡȪǫౡൟעƴƓƚǔီࢻǁƷࠋڼ
ǢȕȪǫኒڢᨳǁƷࠋ
52)࠰ഏᚡࣞ˟ٻƴƓƚǔᛟƷЈ༿ ᳸Უ

ă ᛟǛǋƱƴŴɭኔǤȳǰȩȳȉ˟ƷڢᨳСƴݣƢǔ࣬ेƱƦƷ҄٭ǛଢǒƔƴƢǔ

+ ڢᨳƷɼʴ         ڢᨳСƷઢᜱŴڢᨳᲷᝠငŴࠋƴӒݣ
++ Ǥȳǰȩȳȉ˟Ŵ52)   ڢᨳСƷઢᜱŴڢᨳᲷᝠငŴࠋǛਖ਼ᡶ
+++ڢᨳତȷڢᨳСǁƷЙ    സᣟƳڢᨳତȷڢᨳСƷࡑഥǛࠎஓ Ტʴᢊɼ፯ᲹᲣ

  

ǦǣȪǢȠȷǦǩȸȐȸȈȳ 9KNNKCO9CTDWTVQP ǰȭǹǿɼ







ȈȞǹȷȋȥȸȈȳ 6JQOCU0GYVQP ȖȪǹȈȫɼ
ȓȸȫȓȷȝȸȆǣǢǹ $GKND[2QTVGWU ȭȳȉȳɼ
ǵȟȥǨȫȷȏȪȕǡǯǹ 5COWGN*CNNKHCZ ǰȭǹǿɼ
ǸȧȳȷȀǰȩǹ ,QJP&QWINCU ǽȸȫǺșȪɼ
ȁȣȸȫǺȷȞȊǵȃȈȳ %JCTNGU/CPPGT5WVVQP ȎȪȃǸɼ



























9KNNKCO9CTDWTVQP52)5GTOQP.QPFQP

ǇƱǊ
52)ᲢǤȳǰȩȳȉ˟ᲣƸڢᨳСǛઢᜱƠƯƓǓŴڢᨳƕોܪƠƯǋ៲ЎƸ٭ǘǒƳƍƱƠƨŵ
ƠƔƠŴɭኔࢸҞƴɼƨƪƴǑƬƯŴڢᨳତȷڢᨳСƴЙႎƳᛟƕƳƞǕƨƜƱƸဒႎưƋǔŵ
52)ᲢǤȳǰȩȳȉ˟ᲣƷڢᨳСƴƭƍƯƷ࣬ेƴ҄٭ƕǈǒǕƨŵ
ʻࢸᲴφ˳ႎƳ52)ܳࠖƷࠋѣǛŴஜᢿǁƷإԓሁǛǋƱƴଢǒƔƴƠƨƍŵ
ɼӋᎋ૨ྂ
ɟഏӪ૰

#5GTOQP2TGCEJGFDGHQTGVJG+PEQTRQTCVGF5QEKGV[HQTVJG2TQRCICVKQPQHVJG)QURGNKP(QTGKIP2CTVUCV6JGKT#PPKXGTUCT[/GGVKPIä
.QPFQP
)KDUQP'FOWPF6YQ.GVVGTUQHVJG.QTF$KUJQRQH.QPFQP6JG(KTUVVQVJG/CUVGTUCPF/KUVTGUUGUQH(COKNKGUKPVJG'PINKUJ2NCPVCVKQPU
CDTQCFä.QPFQP
9CTDWTVQP9KNNKCO6JG9QTMUQHVJG4KIJV4GXGTGPF9KNNKCO9CTDWTVQPXQN.QPFQPXQNU
ʚഏ૨ྂ
)NCUUQP6TCXKU/CUVGTKPI%JTKUVKCPKV[/KUUKQPCT[#PINKECPKUOCPF5NCXGT[KPVJG#VNCPVKE9QTNF1ZHQTF1ZHQTF72
᩷௶ƔƓǓžɭኔЭҞƴƓƚǔෙٳᅦ᪦ˡᢊң˟ƱǢȡȪǫέ˰ൟſƀӪກƁӭᲢ Ŵ᪫ŵ
᩷௶ƔƓǓžɭኔЭҞƴƓƚǔǤȳǰȩȳȉ˟ƱڢᨳС ᲧǭȪǹȈࢻڢᨳƷᐯဌȸſƀǤǮȪǹՋܖᄂᆮƁᇹӭᲢᲣŴ᪫ŵ
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࣭࣊ࣥࣜࢲࣥࢲࢫࡢᙳ㡪ຊࠊᖺ
̿㸯㸶ୡ⣖ࢠࣜࢫࡢࣥࢻᨻ⟇̿
 ࣭࣊ࣥࣜࢲࣥࢲࢫ +HQU\'XQGDV ILUVW9LVFRXQW0HOYLOOH



㮵㔝⨾ᯞ㸦❧ᩍᏛᏛ㝔㸧

ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡢἲ᭪୍ᐙฟ㌟ࠋ ᑠࣆࢵࢺᨻᶒ࠾ࡅࡿࣥࢻᨻ⟇ࡢ୰ᚰே≀ࠋ
ᖺୗ㝔ࣥࢻၥ㢟ㄪᰝጤဨࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࠋ
ᖺࣥࢻἲ Ѝ ᖺࣆࢵࢺࡢࣥࢻἲࠋ
%2&タ❧ࡼࡾ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ୍ே ᖺ㛗ᐁ㸧ࠋ

 ۔⫋ᙺ࡞۔WUHDVXUHURIWKHQDY\DQG
     +RPH6HFUHWDU\6HFUHWDU\RI:DU
)LUVW/RUGRI$GPLUDOW\

PLHVKLNDQR#JPDLOFRP
Henry Dundas, 1st Viscount Melville ('Dun-Shaw')
by James Gillray, published by Samuel William Fores
published 7 March 1788

࠙ሗ࿌ࡢ┠ⓗࠚ
 ࢲࣥࢲࢫࡣࠊ㹀㹍㹁㛗ᐁ࡞ࡿ௨๓ࡼࡾ㆟ෆእ࡛
ࣥࢻᨻ⟇ࡘ࠸࡚ᙳ㡪ຊࡢ㞟୰ࢆࠊྠ௦ⓗࡶ◊✲ྐ࠾࠸࡚ࡶᢈุࡉࢀࡿࠋ
Ў
 ࣥࢻᨻ⟇㛵ࡍࡿᖺࡽ㹀㹍㹁㛗ᐁᑵ௵ࡍࡿᖺࡲ࡛
ࢲࣥࢲࢫࡢᙳ㡪ຊࡣ࠸࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢࠊᐇドⓗ᳨ウࡍࡿࠋ

 7KH%RDUGRI&RQWURO %2&
 ࣭ᖺࣆࢵࢺࡢࣥࢻἲࡼࡾタ❧ࠋ
  ⮧ྡᯡᐦ㝔ྡࡢィྡ࡛ᵓᡂࠋ
 ࣭タ❧ࡢ࣓ࣥࣂ࣮
6\GQH\3LWW'XQGDV:LOOLDP*UHQYLOOH/RUG0XOJUDYH/RUG:DOVLQJKDP

 %2&ࡢᑟᶒ
 ࣭㛗ᐁ⫋ タ❧ᙜึࡣࢩࢽ࣭࣓ࣥࣂ࣮ࠊ≉ู࡞ᶒ㝈ࡣ࡞࠸ࠋᖺࡽ᭷⤥࡞ࡿࠋ
タ❧ࡼࡾࠊ㹀㹍㹁ෆ㒊ࡢᑟᶒࡣࢲࣥࢲࢫ࠶ࡗࡓ㸽
 ࣭㆟ ᖺࡢᅇ୰ࠊࣆࢵࢺࡣᩘᅇࡢࡳฟᖍ㸦(KUPDQࡼࢀࡤᅇ㸧ࠊ
ࢇࡢ㆟࡛ᑟᶒࡣࢲࣥࢲࢫࠋࠝ,25)(KUPDQSDQGQࠞ
     ࣭⛎ᐦጤဨࡢタ⨨㸦ࢲࣥࢲࢫᮇࡢࡳᶵ⬟ࡋࡓ㸧ࠋࠝ,25/36ࠞ
 ࣭࣓ࣥࣂ࣮ࡢゎ㞠 /RUG:DOVLQJKDPࢆゎ㞠ࠊ/RUG)UHGHULFN&DPSEHOOࢆ᥇⏝ࠋ

ࠝ0HPRLUHVRI6LU1DWKDQLHO:LOOLDP:UD[DOOYROSࠞ



䐟䛾ㄪᰝሗ࿌᭩

NPG D12375㻌 © National Portrait Gallery, London

㆟࠾ࡅࡿࣥࢻၥ㢟ࡘ࠸࡚ࡢⓎゝ㸸ࣆࢵࢺࡽࢲࣥࢲࢫ㸽

:RUOGDQG)DVKLRQDEOH$GYHUWLVHU /RQGRQ(QJODQG 7XHVGD\$SULO

࣭ᖺࡣࣆࢵࢺࡀࠊࡑࢀ௨㝆ࡢ㆟࠾ࡅࡿᑐᛂࡣ
ฟ᮶ࡿ㝈ࡾࢲࣥࢲࢫ௵ࡏࡓࠋ
ͤࡾࢃࡅ㔜せ࡞ࠕࣥࢻண⟬ࠖࡘ࠸࡚ࢲࣥࢲࢫࡀⓎゝࠋ
Ў
࣭ࢲࣥࢲࢫᢈุ㸻%2&ᢈุ㸻ᨻᗓࡢࣥࢻᨻ⟇ᢈุ
࣭ࡋࡋࠊࣆࢵࢺࡣᮾࣥࢻ♫㈈ᨻࡸࣥࢻண⟬ࡘ࠸࡚ࠊ
ࢲࣥࢲࢫࡸ㛵ಀ⪅࡞ࡾ⥥ᐦࡸࡾྲྀࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ

࠙ࡲࡵࠚ ᙜᢈุࡉࢀࡓࡼ࠺ࠊࢲࣥࢲࢫࡣᐇ㉁ⓗ࡞ࡾࡢᶒຊ㞟୰ࡣㄆࡵࡽࢀࡿࠋ

࠙ᒎ㛤ࠚ࣭ᮾࣥࢻ♫ࡢ㛵ಀ㸸ᙺဨಶேࡢ㛵ಀᙉࡼࡗ࡚ᑟᶒࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࠋ
     ࣭ࣥࢻᨻᗇ㸦≉ࣥࢻ⥲╩㸧ࡢ㛵ಀ㸸⚾᭩ࡼࡿ㔜せၥ㢟ࡢ┦ఏ㐩ࠋ
せཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ
Wraxall, Sir Nathaniel William, The Historical and the Posthumous Memoirs, vol.4, reproduced from
original edition of 1884, London. (Kyoto, 1993).

୍ḟྐᩱ
IOR/H/341: Papers of the Board of Control, 1784-1823.
IOR/H/342: Respective powers of Court of Directors and Board of Control, 1784-1819.
IOR/F/1/1: Minutes of the Board of Control, 1784-93.
IOR/L/PS/2/1: Secret Minutes of the Board of Control, 1785-1804.

Journals of the House of Commons.
Cobbett, W., Parliamentary History of England from …1066 to …1803 (36 vols., 1806-20).
Fort William-India House Correspondence and Contemporary Papers relating thereto, 21vols. (Delhi,
1949-81).
Philips, C. H., The Correspondence of David Scott, 2vols. (London,1951).
Ross, C. ed., Correspondence of Charles, First Marquis Cornwallis, 3vols. (London, 1959).

17th-18th Century Burney Collection Newspapers [online].

ḟᩥ⊩
Bowen, H.V., The Business of Empire: the East India Company and Imperial Britain,1756-1833
(Cambridge, 2006).
Ehrman, John, The Younger Pitt: the Years of Acclaim (London, 1969).
Fry, Michael, The Dundas Despotism (Edinburgh, 1992).
Marshall, P.J., Problems of Empire: Britain and India 1757-1813 (London & New York, 1968).
Philips, C.H., The East India Company, 1784-1834 (Manchester, 1940).
Sutherland, L.S., The East India Company in Eighteenth-century Politics (Oxford, 1952).
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炕瀻灺炃灄ࣞॹ㛯ж㩌瀆濥濬瀦瀽炌灢⬔ѫ瀭з҆瀃濲瀁
                  斴ِ 㶀ͣैלݟלୢͤ
؟

پਧॖথॻ৩ভ :HVW,QGLD&RPPLWWHH 

਼ਰఋؚ४কॼشজ६भपൣःؚॖॠজ५दਁુऋன؛
਼ਰఋؚ৮ভभሥ୍ਙતऋ৯য়ठीॊधؚ৮ভਗभড়पेॊ
ੁ௱ऋؚઈؚটঅشણधःअऊञठदؚऊणथਰपႀ৲؛



ٵଡਛ
ॖॠজ५୩ਧॖথॻ౾ਣभਹ૩ঢ়બपेॉ਼ؚपটথॻথदਛऔ
ोञૹਹ૩੮৬؛നಔૹਂؚؚড়ग़ش४ख़থॺपेॉଡਛ؛
৮৩ؚটথॻথহভ৩॑ැबॊुਯோ؛
ٵਹ૩قফكع
ઃਓષقෛႇؚছඣكभৃન৳قਅमপী॑ਨ৪ড়पୟ
লكফাपৌ৪ৢૹరૃऋॖॠজ५৮ভपथ৮ৠऔोथਰఋ৻ؚ౹
ৃ॑ெด؛



মਾઔभ৯؟
਼भ৮ভਗੌ௶मؚ৮ভृਿपৌखथಓৡ॑ষઞघॊؚও
ॹॕ॔॑नभेअपਹ৷खञभऊ؛
ॹॕ॔॑नभेअपਹ৷खञभऊ؛

॔উট؟ॳش

॔ওজढ़ஆয়ਅଥؚৌ৪ਘໂೈ઼॑ਤीथःञॖॠজ५ਿपৌखؚಓৡষ
ઞ॑ன৫खञਧॖথॻ৩ভभহ॑ਫ਼؛



1774ফ6া মব৮ভؚਨ৪ড়पৌखਘಓ
౾১؛
9া 5ؚਨ৪ড়पथইॕছॹঝ
ইॕ॔পಮভ৮৫ಈ؛ஶ୩ড়
ਓभৱभୟোؚড়षभୟল
ૃ॑ৠ৮؛
1775ফ1া মব৮ভؚਨ৪ড়षभ৽ੋຆ
ำ॑ৠ؛

1া3पভ়॑৫ಈ؛जऒदؚ
നಔૹਂؚऋൡपভघ
ॊઃভ়भ৫ಈभళलऊऐؚ॑
টথॻথभৗୂपൕൗऔचञ
قఴમA؛ك

औैपؚভ়भরदभؚடൢ
ઍ॑ਫ਼ୈघॊ৮भઍृؚட
ൢजभुभ॑ਇ௺થৡِট
2া 2ؚਧॖথॻ৩ভৣؚ৮ভ থॻথ؞ॖদॽথॢ؞এ५ॺّ
षடൢ॑লੋ৽؛ຆำपेॉਧ पൕൗऔचञ؛
ॖথॻ౾ਣऋৰपॊ૩॑
؛

ਤୣ৮৩ؚটথ
ॻথহভ৩भ
জॳক؞ॻشड़জ
দ॓ش

ਨ৪ড়भੲિؚ৩ভभ
৫ಈ॑public papersपथਁ
घॊऒध॑ৠ৮؛

৮৩ؚ
४কঐॖ
ढ़भ
ঈছॖ॔
থ؞ग़ॻ
ডش६(?)

3া 16ؚ৮ভद৩ভऋੌ௶औ
ोؚடൢभઍभ৹ਪऋ৫؛
3াଜऊै4াഽपऊऐؚ2াप
ਧॖথॻ৩ভؚುৱમਛभ
লखञடൢؚउेल3াभ৮ভदभ
ؚਣभ૾ய॑৮ভद؛
॑ၻ৲खؚৗୂपઁઔ੶হ॑
ൕൗऔचञदਲ਼؛
21ؚমব৮ভॽؚগشॖথॢছ
থॻभৢૹधී॑రૃघॊ১੧
ऽञ5া2पमؚ৮৩জॳকش
૭ৠ؛
ॻॢ؞টشদ॓شप٪200भ੍ରস
॑ଖइथगၻ॑2ഀླྀऔचؚ
4া 19ؚ५ॺথྦྷਗঞय़३থॺথ
৮৩पଦഘऔचॊऒध॑ৠ৮؛
पथড়যधஶଔऋ૱ৡؚ้
৫ਅ؛

قكఴમA؟ਧॖথॻ৩ভ৮হஈق1775ফ1া3ك
كৣقఴમBِ؟ঔॽشথॢ؞এ५ॺّق1776ফ2া26ك

11া 27ؚমবਿৣؚषৌ৪ৢૹ ਧॖথॻ৩ভؚடൢभਛपःञ
ॊऽदभভ়भ৮হِ॑টথॻথ؞
రૃ১੧ল؛
ॖদॽথॢ؞এ५ॺّपൕൗऔच
12া 7ؚਧॖথॻ৩ভৣؚषட ञ؛
ൢল؛రૃ১੧षभખৌ؛

20ؚరૃ১੧ؚఔदਸ਼ਕ
ഭভ॑ৢૌؚ૭ৠ؛
1776ফ2া ਧॖথॻ৩ভؚਿਏযषಁછ
॑লॢ؛ঞ؞ॺشঈজॸথउे
ल॔ॖঝছথॻभႪඣଲୗभ
ૃधؚୟোऔोॊছඣभાઘ
भપ॑ਏ؛
3া 3ؚ৩ভभভ়पथؚಁછऋ
ేৣऔोञऒधऋਾઔऔोञ؛

ऽञؚடൢभઍृؚடൢभ౧
43भ॑টথॻথभৗୂ4प
ൕൗऔचञ؛
ਧॖথॻ৩ভؚৼইঞॹজॵ
ॡشঀ؞५धড়૿ਊবਜপ෦
४ঙش४؞४কشঐথषলखञಁ
છؚ॑ଖਇ௺ৗୂِঔॽشথॢ؞এ
५ॺّपൕൗऔचञقఴમB؛ك

؟
ਧॖথॻ৩ভमؚঽମभ৮ভਗણق৮ভषभடൢলृভ়भ৮হكप
णःथؚ৩ভभ়৮भৣपৗୂपൕൗऔचथःञ؛
णःथؚ৩ভभ়৮भৣपৗୂपൕൗऔचथःञ؛
ऽञ৩ভपमؚਿषਹ૩॑ઉ୪घॊুऋँढञपुऊऊॎैङؚઉ୪
ઍ॑ৗୂपൕൗऔचथःञ؛
ઍ॑ৗୂपൕൗऔचथःञ؛

  ৎ৻भ৮ভਗણपउऐॊওॹॕ॔ਅറभਏਙ॑ંྮ؛
ৎ৻भ৮ভਗણपउऐॊওॹॕ॔ਅറभਏਙ॑ંྮ؛


ͤওشঝ॔ॻঞ५ ؟13pc001t@rikkyo.ac.jp
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ἿὅἛὅὉἊỹἻἽὉἭὊἽỉᚨᇌᾉᾉᴾ
1780࠰ˊỶἀἼἋዪጢཋငಅểẐἰὊἃἘỵὅἂဦẑᴾ
ٻᙸίܖٻ̲ݦὸᴾ

բƍ
ǤǮȪǹዪጢཋငಅမƷϋࠧᲴ̞᧙᧓؏עƸᲹ
࠰ˊƷዪጢཋငಅမƷࣖݣƸᲹ

ᡲዂέᵘᶗᶇᶓᵐᵐᵎᵓᵐᵞᶌᶇᶄᶒᶗᵌᶁᶍᶋᴾ

‒Ꮡ
‒1784࠰ᲴǤȳȉඥᲥˊஆඥᲴிǤȳȉ˟ᅈᲢEICᲣƴஜλƷμՠԼƷpublic sale or public auctionǛ፯Ѧ҄ÆEICƷኵጢႎᏵ৮ഥŴEICƷМႩǛஜƴᢩΨ
‒     ݲEICᲷՠಅཎೌŴЈڜѕСࡇǛዜਤ̬ਤ
‒ǿǤȠȩǤȳ
‒᳸1787࠰ᲴிǤȳȉ˟ᅈܭᝤ٥˟ᲴȀȳȔȳǰᲹ
 

ݲཞඞᲴǤǮȪǹϋஙዪࠊئƴՠԼᢅй̓ዅÆငՠԼƷ٥ǕᘍƖफ҄ᲛᲹ

‒1787࠰Ძஉ25ଐᲴݣሊ˟ᜭᲢǰȩǹǴȸᲣᲴTNA: BT6/140 f. 37
‒     ݲǹǳȃȈȩȳȉưࢨ᪪ƕଔƘЈྵ(Ჹ) The Scots Magazine, vol. L, Edinburgh, 1788 (May)
‒1787࠰2உ12ଐᲴݣሊ˟ᜭᲢȞȳȁǧǹǿᲣᲴBL/1856.c.5; TNA: BT 6/140 f. 127
‒1787࠰2உ13ଐᲴݣሊ˟ᜭᲢᇹᲬׅŴǰȩǹǴᲣ ÆݣሊƷᛇኬǛൿᜭ ᲴNLS: MSS 1064 ff. 22-23
ݲǰȩǹǴȸՠ˟ᜭƕૅੲ The Glasgow Chamber of Commerce (Journal 1783-1789), vols. 1, 2.
‒
‒1788࠰Ჭ᳸5உᲴஙዪጢཋᙌᡯಅᎍŴᙌነŴ්ᡫ᧙̞ᎍሁᲢǤȳǰȩȳȉ҅ᢿŴǹǳȃȈȩȳȉᲣᛪᫍ੩Ј        
     ݲϋᙌԼƷᝤ٥ƕүೞႎཞඞᲴTNA: BT5/5 ff. 35, 36-37, 42-44
‒1788࠰4உ17ଐᲴȖȪȆȳஙዪငಅᎍˊᘙ“ ׇthe Delegates in behalf of the Cotton Spinners and Callico & Muslin Manufacturers in Great Britain” ݣሊᛪᫍ੩ЈᲴ
‒          BT6/140/ff.117-118
1788࠰5உɶᲴȭȳȉȳኡƴཞඞ᧙ᡲƷᚡʙ The Public Advertiser, 15/05/1788 (Thurs.), no. 16793
1788࠰5உɦᲴஜƷஙዪငಅᎍˊᘙׇLondon General Hall(LGH) ᚨᇌƷφ˳క੩ЈᲴTNA: BT6/140 ff. 164-169; The Memorial of the Delegates acting in behalf of
the Owners of Cotton Mills and the Callico & Muslin Manufactures in Great Britain
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リベリアを描く女たち
アンテベラム期米国の白人女性によるテクストと｢アフリカ帰還」運動の喧伝
Women Writing Liberia: How White Middle-Class Women Propagated Back-to-Africa Narratives in the
Antebellum North
増田 久美子（駿河台大学 現代文化学部）

はじめに

２．女性によるリベリア表象

アメリカ植民協会とリベリア植民運動
19世紀前半におけるリベリア植民運動は、ア
メリカ植民協会（ACS）がその主導的役割を
果たし、米国史においては、奴隷制および人
種問題の論点のひとつとして捉えられてい
る。だが、なおも同協会の「男性的」活動に
着眼する論考が中心的であり、とりわけ北部
白人女性が植民運動に関与した事実について
は、あまり検証されていない。

Lydia Huntley Sigourney (1798-1865)
“Liberia” (1829), “To Africa” (1865)【韻文】
Helen Caroline Knight (1814-1906)
The New Republic (1850)【歴史記述】
Sarah Josepha Hale (1788-1879)
Liberia; Mr. Peyton’s Experiments (1853)【小説】

１．男女の領域分離主義

北部白人女性の植民地主義観
奴隷制と人種問題をめぐり、自由黒人や解放奴隷
に対して、多くの北部白人女性たちはリベリア植
民地化をキリスト教信仰にもとづく「慈善」かつ
現実的対処法とみなした。女性たちの植民運動へ
の貢献は、あくまでも「女性の領域」内であるこ
とが期待された。

(3)歴史を牽引する男性たちの描写、その感傷化
「感傷的帝国主義」レトリック（Powell, 2000）
サミュエル・ミルズの場合：
帰途の船上で死去する場面、「彼の高徳なる魂が
神の御許に戻られた」(45-46)と語られる。語り
手は「新しき共和国の最初の有志者」であったミ
ルズに「勇敢にして、高潔な、聖なる人物よ。わ
れわれは汝の努力を誉めたたえよう。汝の記憶は
尊きもの！さようなら！」(46)と告別する。
植民地建設のための用地取得をめぐって：
イーライ・エアーズ（ACSから派遣されたエー
ジェント）に同行した海軍大尉ロバート・ストッ
クトンが、メスラド岬一帯の首長ピーターを「銃
で脅し」、土地の譲渡を認めさせた。
⬇
ナイトは文明と野蛮の対立項を通して、
首長ピーターとの交渉を描写

リベリア植民運動と「女性の領域」
「男女の領域」を規定する白人中流階級の文
化的エートスのなかで、北部の白人女性たち
はどのように植民活動に参与したのか。本研
究はとくにヘレン・ナイトによるリベリア史
を取り上げ、テクストにみられる領域論や
「家庭性」の問題を植民運動の関連性におい
て読み解くものとする。

「男女の領域分離主義」（separate spheres）
社会生活をふたつの排他的な活動領域──家庭と
いう私的空間と政治経済の公的空間──に区分す
る中流階級的ジェンダー・パラダイムをさす。

kmasuda@surugadai.ac.jp

Helen C. Knight, Africa Redeemed
(1851), frontispiece

Sarah Josepha Hale

３．リベリアを歴史物語化する
(1)『新しき共和国』にみるナイトの歴史記述
リベリア植民地化への衝動がドメスティックな物
語秩序へと取り込まれ、歴史物語が形成
⬇
黒人たちをアフリカへ「帰還」させるプロパガン
ダ的テクストであると同時に、歴史記述における
領域論の問題が浮上

Captain Stockton, fully conscious of the extreme peril of
their position, instantly arose, and drawning out one of his
pistols, pointed it at the head of king, while, raising his
other hand to heaven, he solemnly appealed to the God of
Heaven for protection in this fearful crisis. King Peter
.!"%' "(%"'*' !!
'%%!&.'"!'%&''##%!'
danger of their chief. The Captain then withdrew his
pistol; their savage rage was hushed; …. 67

リベリアにおけるキリスト教的家庭
（女性の領域）の形成
〈歴史〉という男性的権威への女性の
抵抗の語り
(2)リベリア史のドメスティック化
リベリアの発展過程
「コードウェル邸の客間」(13)で蒔かれた「小
さな種子」(14)が「異郷の地」(41)に移植さ
れ、最終的には「最上の小麦」(246)（＝キリ
スト教国家）になるというプロセス
Thomas Curtis Clarke, The Mission of America (1852)

㱺植民思想を女性の領域から萌芽したもの、ま
た、一連の植民活動を「子ども」の養育義務
を負う母親的営為として記述
㱺通常パターナルな関係として捉えられる合衆
国とリベリアが、マターナルな関係へ
女性入植者の記述
母親的役割（子どもの養育、中流階級的家庭の
形成等）の賦与

Caroline Howard Gilman, The Lady’s Annual Register and
Housewife’s Memorandum Book (1838)

ACSを支援する女性組織の例
Hartford Female African Society (Conn.)
Philadelphia’s Ladies’ Liberia School Association
(Penn.)
リベリア独立（1847）

女性たちは「リベリアを描く」ことによって植
民運動の推進へ

“View of Monrovia, Capital of Liberia,” 1850s (A Land and Life
Remembered: Americo-Liberian Folk Architecture, 1998)

黒人セアラ・ドレイパーの場合：
「彼女は耕地を改良し、家屋を建て、合衆国政
府の代行人より委託されたアフリカ人の子ども
をふたり育て上げた」(96)
白人宣教師の妻ソーヤー夫人の場合：
Mr. Sawyer is building a new kitchen, the upper part of
which is designed for a rice room. Of this article we must
have a large quantity, and it can only be preserved by
smoking. This keeps out the insects, of which there are a
great abundance. The only injury we sustain from the
natives, is theft. They are apt to pillage all small things,
such as fowls, knives, basins, &c.209

築造中の「台所」：女性の領域の基盤（アメリ
カ的ドメスティシティ）がリベリアへ移植。中
流階級的家庭は外部空間を堅固に遮断し、その
内部空間は「害虫」や「原住民」による被害か
ら保身しうる可能性を示す。
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「サクソン人の力強さ」(64)：銃による恐喝がサク
ソン人的な勇敢さとして英雄化、植民地における他
者への暴力が文明化の使命として正当化
㱺「アフリカの海岸にたなびくアメリカの旗」の
もと、「野蛮と奴隷制のまさに中心に、キリス
ト教徒の住まう家庭をはぐくむ」(71)男女の姿
㱺女性たちが主導するキリスト教的家庭形成の実
現可能性

おわりに
歴史の感傷的物語化
殉教という犠牲、植民地主義的暴力の正当化に
よって、アメリカ黒人は自身のホーム（故郷/
家庭）を手にすることができるという植民運動
の推進がテクスト上で展開
リベリアにおける中流階級的家庭の形成
家庭の管理、教育責務を負う母親として、女性
が歴史主体化
パターナリズムからマターナリズムへ
父親温情主義的な植民運動、アメリカ・リベリ
アの父子的関係性といった「通念」に対し、ナ
イトの示す母子的な植民地構造は、白人女性た
ちを結びつけていたアメリカ的ドメスティッ
ク・イデオロギーの敷衍を意味していたと考え
られる。

フランス革命における国王裁判の政治文化的意義
意義 クリオ第
—

ジャン=ポール・マラーの演説草稿を契機として

—

東京大学大学院 人文社会系研究科 西洋史学研究室 修士課程２年 楠田悠貴 marius.et.cosette@gmail.com
com

序
論

28号に
掲載中！

問題設定

国王裁判の研究史

処刑ではなく、裁判の過程が、王
１. 国王裁判は、ジロンド派から山岳派への主導権移行の過程として捉えられてきた。
２. 王権の研究では、国王処刑に関心が集中。国王裁判は形式的な問題とされてきた。 権にいかなる影響を及ぼしたのか？

t-6;3>9=48>#\mhbvK^#Es+&48>$!#("QO+
(1) 山岳派の議員たち

#w

国王は、裁判という過程を経ずに、処刑されるべきだ。

● サン=ジュスト：独裁者カエサルが裁判されずに殺されたこと、王自身も反逆者に対し
て裁判をしなかったことを引き合いに出して、裁くべき市民ではなく、戦うべき相手であ
るはずの人民の虐殺者が、「うやうやしくも」裁判にかけられていることを批判。
Opinions des conventionnels, t. VI, n°66, p. 3.

● ロベスピエール：「ここには、なすべき裁判などまったく存在しない。ルイは被告では
ないし、あなたがたは裁判官ではない」と述べ、裁判でルイが無罪となった場合、共和国
や自由の擁護者が有罪となることを根拠として、裁判を批判。
。
Opinions des conventionnels, t. III, n°18, p. 4.

VS

(2) 山岳派議員ジャン=ポール・マラー
ラ

Maximilien de Robespierre
(1758-1794)

Louis Antoine de Saint-Just
(1767-1794)

~Vovelle (1986), t. IV, p. 45.

~Vovelle (1986), t. IV, p. 51.

国
国王は、裁判という過程を経て、処刑されるべきだ。

● (議会が憲法に明記された国王不可侵条項を検討し、打破したことに関して)「この一歩は、人民の教育のため
に不可欠であった。というのも、精神の素質に見合った多様な手段を用いて、共和国すべての構成員を確信に導
くことが必要であるからだ」Opinions des conventionnels, t. IV, n°60, p. 2.
● (裁判で国王の罪を検討することに関して)「疑問点を明らかにするよりも、むしろ、元国王の配下、王制の支
持者、専制主義の手先が弁護に用いる詭弁の愚かさを明らかにする機会を、愛国的雄弁者に与えるため」
Opinions des conventionnels, t. IV, n°60, p. 2.

Jean-Paul Marat
(1743-1793)

人民を教育し、完全なる共和国を創出する手段国王裁判

~Vovelle (1986), t. III, p. 67.
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(1) リ・ド・ジュスティス1787年

—

①
国
王
の
イ
メ

Lit de Justice tenu à Versailles le 6 aout 1787 : l'enregistrement des édits du timbre et de la
subvention territoriale proposés par le ministre Calonne n'ayant pu avoir lieu... :
[estampe] / dessiné et gravé à l'eau-forte par Girardet ; et terminé par Duparc / Girardet,
Abraham (1763-1823). Graveur, 1802 : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8410540k

ジ
の
反
転

②
儀
礼
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
反
転

「闘技場で屠られる獣」のようであった。 x プティフィス
（J.=C.プティフィス、小倉孝誠監修ルイ16世下巻、中央公論新社、2008年、554頁）

e.g. 逃げ腰な答弁 ：「覚えていません」「分かりません」

国王優位のレトリック
「王の超越者的性格は、言葉によってではなく、1その衣装の多
彩な豪華さや、2その位置の比類なき高さ、3他の座席とは完全に
一線を画すその座席の構造上の複雑さや装飾の華麗さ、4その身
体の前後左右を取り巻く人々の数の多さや身振りのいかめしさ、
5王の楽隊が演奏する音の壮大さ、6人々が王に対して示す服従や
敬意の身振り、それとは対照的に7最も安楽な王の姿勢、等々に
よって作り出される。またそれは、人々の身体の所作を通じて、
つまり視覚的反応や聴覚的反応や身体全体の動きとして感覚的に
生きられることで、否定しようもない正統な事実として承認され
るのである」 x 今村真介王権の修辞学講談社、2004年、69-70頁

国王失墜のレトリック
「ルイの立場が、いかに屈辱的であったにもかかわらず、ルイは、
慎ましく出廷し、慎ましく振る舞った。陛下という呼称でしか呼ば
れたことがない彼は、幾度となく1ルイ・カペーと呼ばれるのを聞い
たが、ほんのわずかな苛立ちも見せなかった。かつて、彼を前にし
て、いかなる人物も座る権利をもたなかったのにもかかわらず、2起
立させられていた間、少しの不快感も見せなかった」x マラー
Jean-Paul Marat, Journal de la République Française, n°73, Du vendredi 14 décembre 1792, Oeuvres
politiques, 1789-1793, Bruxelles: Pole Nord, 1995, t. VII, p. 5281.

＊マネージュ室(議場)： 国王の権威を示すためにつくられた部屋。
＊劇場化する議場（L.-S.メルシエ）、超満員のバルコニー。

国王の権威(王権の正統性)を植え付ける儀礼装置

結
論

« Louis XVI à la Convention », gravure en couleurs anglaise de Pelegrini, Bibl. Nat. Paris,
Michel Vovelle, La Révolution française: images et récit, 1789-1799. Paris: Livre Club
Diderot, 1986, t. III, p. 86.

「裁かれる国王」のイメージ

「裁く国王」のイメージ
最も古く、ポピュラーなフランス国王のイメージ
e.g. 「あらゆる裁きは国王から発する」の原則、裁きの手

(2) 国王裁判におけるルイの出廷1792年

国王の失墜(王権の非正統性)を植え付ける儀礼装置

国王裁判に元国王が出廷した際、絶対王政を支えてきた国王のイメージや儀礼のレトリックが、逆転して表れた。
したがって、国王裁判は、国王処刑と異なる政治文化的手法でもって、王権にダメージを与えた

c64JUWk[IMCLC
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?lHfT] ●Bernardine Merchior-Bonnet, Le Procès de Louis XVI, Paris: Perrin, 1992. ●Opinions des conventionnels sur le jugement de Louis XVI:
recueil des brochures conservées à la Bibliothèque de Michel Bernstein: sous la direction de Tadami Chizuka, t.I-VI, Tokyo: Presses Universitaires de
Senshu, 2008.●Michel Vovelle, La Révolution française : images et récit, 1789-1799, t. I-V, Paris: Livre Club Diderot, 1986. ●Michael Walzer, Regicide
and Revolution: Speeches at the Trial of Louis XVI, New York: Columbia University Press, 1992. ●@X`A^Y#DqMv28;.^#\Fjd+n
%poaN●石井三記「18世紀フランスの国王・法・法院」上山安敏編rB7>:/1ZaCI509<,VRN
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ਸ਼֢瀆濥濬瀦घמޙЈ瀉㛯嶲寪惕瀃㛯㩌۱ڱ५瀉㏮࠲
ெܑ̮̽ᲢଔᆖဋܖٻܖٻᨈᲣ
RTGEJGWT"CMCPGYCUGFCLR

ᲫᲨȆȸȞᢠ৸ƷྸဌƱஜإԓƷƶǒƍ
ᲤࢽᆋƷࡑഥƱᒍᝠᲴȊȝȬǪȳʗኳኽ፻࠰Ʒ࠰ŴᒍƷȪ
ȴǡȗȸȫೌƸࢽᆋƷࡨᧈඥకǛЈƠƨƕŴɦᨈưԁൿƞǕƨŵ
ƜǕƴǑƬƯŴᒍƸኖɢȝȳȉᲢʙᝲƷҞЎᲣƷᝠเǛվڂƠŴ
ˌࢸ࠰᧓ƴǘƨƬƯŴᆋӓƷᢅҞǛМᝲƴ৲λƢǔᝠᄒႺ҄ƴᨋƬƨŵ
ᲤႊଐټɦƷᝲᛦᢋǁƷදႸᲴɨηƕΟѬǛᛍƬƨ࢘Ʒᜭ˟ưŴࢽᆋࡨᧈ
ඥకƕԁൿƞǕƨƷƸŴӒݣƕᛪᫍᢃѣǛᆢಊႎƴޒƠƨƨǊưƋƬƨŵ
ƜƷ࠰ƷࡨᧈڂƸ࠼ƘჷǒǕƯƍǔƕŴЭ࠰Ʒ࠰ƴᒍƕࡨᧈƴɟࡇ
ыƠƨƜƱƸჃᢅƞǕƯƖƨŵƦƜưஜإԓưƸŴɲʙ̊Ʒൔ᠋Ǜᚾǈǔŵ

ЈχᲴ)GQTIG%TWKMUJCPM6JG&GCVJQHVJG2TQRGTV[6CZ
/QPUVGT$TCKPU JVVRKVKP[RKEEQO[ZPOYLRI
ƂǢǯǻǹ࠰உଐᲴ࠰உଐƃ

ᲤƷХဒᲴЭ૾ưǸȧȳȷȖȫᲢχႎƳᒍʴᲣƱȖȫȸǢȠᲢࢽᆋ
ࡑഥᢃѣƷਦݰᎍᲣƕȒȉȩᲢࢽᆋᲣǛ૨ưૌએƢǔɶŴࢸ૾ư႐܇ٽȷ
ȪȴǡȗȸȫᲢᬍႻᲣȷȴǡȳǷǿȸȈᲢᝠႻᲣƕᡜឥƢǔۋǛ੨ƍƯƍǔŵ

ᲬᲨ࠰ƴƓƚǔࢽᆋࡨᧈƷы
ᲤᒍʗƴǑǔᜭᛯƷέᡛǓᲴȊȝȬǪȳʗᲢႊଐټɦˌЭᲣƷ᧭Ƹ
࠰உƴƸӓளƠƨƕŴᒍʗƷ᧭Ƹ࠰உǇưዓƍƨƨǊŴ
ࢽᆋƷᨂƸӷ࠰ƷஉଐǇưᐯѣࡨᧈƞǕƨᲢ࠰ોദඥᙹܭᲣŵ

"Income Tax" / "Property Tax"䛾Ⓩሙᅇᩘ
䠄1815ᖺ䛾㆟㆟㘓䛻䛚䛡䜛䝖䝺䞁䝗ศᯒ䠅
30
25

ᲤႊଐټɦƴǑǔᜭᛯƷЭ͂ƠᲴƠƔƠ࠰உƴȊȝȬǪȳƕǨȫȐ
ǛᏮЈƠƯʿ႐ࠔƴࣄ࠙ƢǔᲢႊଐټɦᲣƱŴȪȴǡȗȸȫೌƸϐƷ
ᝲǛᄩ̬ƢǔƨǊŴᨂˌЭƷஉଐƴࢽᆋࡨᧈඥకǛ੩ЈƠƨŵ
ᲤӫƷǰȩȕᲴ࠰᳸உƷᜭ˟ᜭʙƴƓƚǔžࢽᆋſƱƍƏဇᛖƷ
ႇׅئૠǛᅆƠƨǋƷŵஉǇưᨂܭႎưƋƬƨࢽᆋƴ᧙ƢǔᚕӏƕŴ
ȊȝȬǪȳƷࣄˮƕˡǘƬƨஉɶକǛؾƴ࣯فƠƯƍǔƜƱƕЎƔǔŵ
ᲤࡨᧈඥకƷଔᇌᲴ࢘ИƸஉƱेܭƞǕƯƍƨࢽᆋࡨᧈƷᜭᛯƕŴ
࣯ᢣȶஉǋଔǊǒǕƨƨǊŴӒݣƸҗЎƳแͳǛƢǔƜƱƕưƖƣŴ
ᛪᫍᢃѣǋᬍᣃԗᡀƴᨂǒǕƨኽௐŴඥకƸஉଐƴɦᨈǛᡫᢅƠƨŵ

ᶳ昊⮑嬘攳⥳
炷4㚰19㖍炸

⍵⮦婳栀䳡ṳ
炷5㚰1㖍炸

20
15

⺞攟㱽㟰㍸↢
炷4㚰17㖍炸

㱽㟰ᶳ昊忂忶
炷5㚰5㖍炸

10
5
0
3᭶1᪥

4᭶1᪥

5᭶1᪥

6᭶1᪥

ЈχᲴ*#05#4&ệ JVVRJCPUCTFOKNNDCPMU[UVGOUEQO
UGTXQNE᳸XQNEƷȇȸǿǛΨƴإԓᎍƕ˺ŵ
ƂǢǯǻǹ࠰உଐᲴ࠰உଐƃ

ᲭᲨ࠰ƴƓƚǔࢽᆋࡨᧈƷڂ
ᲤفᆋƴݣƢǔɧƷኽᨼᲴ࠰உƴࢽᆋƕࡨᧈƞǕƨƷǛႝЏǓƴŴ᳸உƴƸ
ᰳᑻᆋȷҮኡᆋȷᔕသᣒᆋƳƲƷᆋǋഏŷƱࡨᧈƞǕƨŵƜƷᢅᆉưŴࢽᆋኛᆋᎍƷ
݈ᘽޖƱᰳᑻᆋኛᆋᎍƷɶ᧓ˌޖɦƸᡲઃǛࢍǊŴ፻࠰ƴᆋࡑഥբ᫆ưσ᧭Ơƨŵ
ᲤݙᜭƷኣናƱࡨᧈඥకƷԁൿᲴࢽᆋƷᨂƸ࠰ࡨᧈƴ࠰உଐƱƞǕƨƨǊŴ
ଔƘǋஉИକƴƸࡨᧈݙᜭƕڼƞǕƨŵƠƔƠӒݣƸឱɳǛƑƯࢳƪನƑƯƓǓŴ
ࡨᧈӒݣƷᛪᫍǛٻƴ੩ЈƠƨƨǊŴஇኳႎƴࡨᧈඥకƸஉଐƴɦᨈưԁൿƞǕƨŵ
ᲤƷӪ૰ᲴࡨᧈඥకƷԁൿႺࢸƴЈ༿ƞǕƨǋƷưŴɦᨈᜭՃƷ൞ӸȷᢠਫғȷȑȈȭȳ
Ტᢠਫғƴࢨ᪪щǛஊƢǔʴཋᲣǛЗਫƠŴඥకƴឃƠƨኖʴƴҮǛ˄ƚƯƍǔŵ
ƜƷࢸƴƸŴӲᜭՃƕஊƢǔעםȷ࠰ᲢƋƘǇưɟᢿᲣƷਖ਼ܭ᫇ȪǹȈƕዓƍƯƓǓŴ
φ˳ႎƳᚡᡓƸᙸǒǕƳƍǋƷƷŴࢬǒǛၘໟƴЙƢǔॖƕƋǔƜƱƸଢႉưƋǖƏŵ
ƜƏƠƨ࣯ᡶႎϋܾƷЈ༿ཋƸŴңщႻưƋǔɶ᧓ˌޖɦǛॖᜤƠƨǋƷƱਖ਼ยƞǕǔŵ

ᲮᲨࢽᆋࡑഥƴݣƢǔႊଐټɦƷࢨ᪪
Ფ࠰Ʒࡨᧈыᙲ׆ᲴႊଐټɦƴǑǔ࣯ᡐႎƳᝠᩔᙲŴӒݣƴǑǔᛪᫍᢃѣƷɧႆ
ĄᲢӒႾȷᲣĄ
Ფ࠰Ʒࡨᧈڂᙲ׆ᲴᰳᑻᆋƷӒݣƱƷσӷዴŴӒݣƴǑǔᛪᫍᢃѣƷы
ᲤႊଐټɦƷᝠӪႎॖ፯ᲴࢽᆋࡑഥƷɟᙲ׆ᲢᲷɭኔЭҞƷᝠᄒႺ҄Ʒɟᙲ׆ᲹᲣ
ą߾᫇ƷᝲਃƷࡨᧈŴӒݣᛪᫍᢃѣƷႆ҄
ЈχᲴ#PQP=? ,QJP$WNN U/KTTQTQT
%QTTWRVKQP6CZCVKQP7POCUMGFE 
.QPFQPR /CMKPIQHVJG/QFGTP
9QTNF)QNFUOKVJU -TGUU0Q

ᲶɼᙲӋᎋ૨ྂᲸ
ĬɟഏӪ૰Ჴ*#05#4&ệᲢ࠰ᜭʙᲣŴ*CPUCTF U 2CTNKCOGPVCT[&GDCVGUᲢ࠰ᜭʙᲴᚡȇȸǿᙀܦᲣŴ
/CMKPIQHVJG/QFGTP9QTNFᲢᛪᫍȷቇȷЈ༿ཋȷᛟᨼƳƲᲣŴ0KPGVGGPVJ%GPVWT[%QNNGEVKQPU1PNKPGᲢӷᲣŵ
ĭʚഏ૨ྂᲴ*QRG,QPGU#TVJWT=?+PEQOG6CZKPVJG0CRQNGQPKE9CTU%CODTKFIG
(CTPUYQTVJ#NDGTV=?#FFKPIVQP#WVJQTQHVJG/QFGTP+PEQOG6CZ.QPFQP
ૼ ɟˤ =?žɟοɟρ࠰ƷǤǮȪǹᜭ˟Ʊɭᛯ ࢽᆋࡑഥǛʙ̊ƱƠƯſƀӪᑽƁࠇӭᇌܖٻ᪫ŵ

ᇹ64ׅଐஜᙱබӪ˟ٻ˟ܖ
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ݱ ݢ࿙܇ᲢிʮܖٻܖٻᨈᲩଐஜܖᘐਰᐻ˟ཎКᄂᆮՃᲣ
yokoonodera7@gmail.com

Ⅎ‒ ⇻∏∙⇟᪃ԡʗ≋1794⊡1801࠰≌↝፯џτᢃѣ


ǤǮȪǹƴƓƚǔ፯џׇƸŴȕȩȳǹƷ̛ૌƴͳƑŴםƷ᧸ᘓƴઃǘǔʙኵጢƱƠƯᚨᇌƞǕƨƱᛐ
ᜤƞǕƯƍǔ[Cookson 1997; Gee 2003]ŵ
ƠƔƠŴȕȩȳǹƴǑǔஜႎƳ̛ૌƕႆဃƠƳƔƬƨƨǊŴ፯џׇƸŴʙႎѣƷƨǊƷЈѣƸ
ƳƔƬƨŵɟ૾ŴଐŷƷጀƴǑǓؔǘǕƨኵጢщƕᝰǘǕŴܤዜਤѣƴƓƍƯܱጚǛസƠƯƍǔŵ
ཎƴᬱτ፯џׇƴƭƍƯŴࡅƔǒܤዜਤѣǁƷӋьǛࢳƞǕƯƍƨƜƱƕਦઇƞǕǔŵ
ƦƷᏑƱƠƯŴ
Ĭ ፯џׇƸ؏עƴఌƟƠƨൟ᧓˳ׇƱƠƯൟƴӖƚλǕǒǕǍƢƍƜƱ
ĭ ᬳƳƲƴƓƍƯŴ፭ᘌǛᚐƞƤǔᨥŴഩτᨛǑǓǋᬱτᨛƕஊјưƋǔƜƱ
Į ᬱτᨛǛኵጢƢǔᨥƴƔƔǔ᭗᫇ƳᜂᝲဇƕᨛՃƷᐯࠁਃƴǑƬƯǘǕƯƍǔƨǊŴᬱτ፯џׇ
  ƷѣՃƸŴࡅƴƱƬƯᝠႎਃƷ᠉ถƴƳǔƜƱ
ƳƲƕᎋƑǒǕǔŵ

ஜإԓ↝Ⴘႎ‒
ȭȳȉȳƷɼᙲƳᬱτ፯џׇƷɟƭŴȭȳȉȳȷǦǧǹȈȟȳǹǿ᠉ᬱτ፯џׇᲢLight Horse Volunteers
of London and Westminster; ˌɦŴLHVᲣƷܤዜਤѣƷЎௌǛᡫƠƯŴLHVƷܤዜਤѣƷܱ७Ǜ
ଢǒƔƴƢǔƱσƴŴLHVׇՃƷܤዜਤǁƷӋьѣೞǛǔŵ
ܤ
ĂǴȸȫȇȳݱែ

ȁǺǦǧȫᡫǓ

ĂȯȸǷȃȗᘑ

.*8ݩఄᲢ࠰Ʒ
СბဇᲣ

ℳ‒ LHV↝ኵጢ࢟७↗ѣᙹܭ
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Ƿ
⌯
⌴
ݱ
ែ

ȪȳǫȳǺȷ
 Ǥȳ



āȜǦᘑ Ȇȳȗȫȷ

ȭǹșȪȸ

ȕȪȸȈᘑ
ǻȳȈȷȝȸȫٻᎢؘ

 Ȑȸ

ǹȈȩȳȉ
ȟȉȫȷ
 Ȇȳȗȫ

Ǥȳǰȩȳȉ
ᘍ

ǤȳȊȸȷ
Ȇȳȗȫ



āȁȣȪȳǰȷ
  ǯȭǹ



Ȗ
ȕȩ
ȩ⌭
Ǥǯ
Ǣ
⌴
Ǻ


ȆȠǺ߷



Ąȭȳǰݱែ

1790࠰ˊƷǷȆǣᲢRichard Horwood, Map of London, Westminster and Southwark
shewing Every House, 1792-9 ǑǓ˺Უ

ȷѣႸႎᲴžྛƱܼſᲢKing and CountryᲣǛܣǔƜƱ
 ѣவˑᲴž̛ૌǛӖƚƨئӳŴ̛ૌƷΫƠƕᙸƑǔئӳŴǋƠƘƸ
      ӘʏƷئӳſᲢin case of invasion, appearance of invasion
    
or insurrectionᲣ[1794࠰5உ8ଐƷዮ˟ൿᜭ]
 ЍᬳᲢriotsᲣǁƷݣϼƴƭƍƯƸŴ॰ƳۋѬǛӕƬƯƍƨŵ
ȷׇՃƷನ
 ȭȳȉȳƷ݈ᘽƳՠʴǛИǊŴඥŴᘍܼŴᜭՃƳƲƕٶƘӋь
ȷᝠؕႴ
 ׇՃƔǒࣉӓƢǔ࠰˟ᝲƴьƑŴ፯џٳׇƔǒƷ݃˄ƳƲƴǑǓŴܭܤ
ȷѣᙹЩ
 ᙲʙƸμׇՃƕЈࠗƢǔዮ˟ƴƓƍƯ᚛ᜭƠŴዮ˟ưൿᜭƞǕƨ
 ᙹЩǛᢝܣƢǔ

LHVƸŴׇՃ̾ʴƷᐯɼࣱƕݭƞǕŴᐯЎƨƪƷॖ࣬ưᘍѣƢǔᇌࣱǛਤƭኵጢưƋǓŴᝠܭܤƴǑǔਤዓࣱǛਤƪŴዮ˟ư
ൿᜭƞǕƨᙹЩǛǜơŴƔƭೞѣщƕˤƏኵጢưƋǔŵƠƨƕƬƯŴࡅǍᘍ࢘ޅƔǒ̮᫂Ʒፗƚǔ˳ׇƱƠƯᙲᙻƞǕƯƍ
ƨƱᎋƑǒǕǔŵ
ąȕȩȳǹ᪃ԡʗƴႆဃƠƨᆔŷƷᬳƴݣƠŴLHVƸƲƷǑƏƴࣖݣƠƨƔᲹ

ℴ‒ LHV↝ܤዜਤѣ‒


ȷܤዜਤǁƷӋь૾ࡸᲴ
 ѦٻᐫƔǒႺŴƋǔƍƸѦٻᐫƷᕟǊǛӖƚƨܤЙʙ
 ƔǒᙲᛪᲢrequestᲣǛӖƚŴЈѣ
 ᬳƷႆဃƴͳƑǔئӳЍࢳೞȷᜩ়ѣ
 ᬳƕႆဃƠƯƍǔئӳЍ߹ׅƴǑǓŴ፭ᘌǛᚐƞƤǔ
ȷਦੱܫƔǒƷᡫᢋǛӖƚŴӲׇՃƸᐯဌॖ࣬ƴǑǓӤᨼƴࣖơ
 ǔƔƲƏƔᢠ৸ƢǔƜƱƕưƖƨŵ
ʙ̊1) 1794࠰8உ ӒᛔԗଆಅᎍᬳᲢCrimp riotsᲣ

ᲤܤዜਤǁƷᝡྂ
ȷ៲ƷүᨖǛज़ơƨȑȖƷɼʴǍܫܤƴ᫂ǓƴƞǕƨŵ
ȷȑȖƷƪƜǘƠƳƲǛ᧹ഥƠƨƜƱƔǒŴࡅǍ࢘ޅƔǒŴ
 ܤዜਤƷǈƳǒƣžᅶႎᝠငƷ̬ᜱſƴނщƠƨƱᚸ̖ƞǕƨŵ
èٶƘƷLHVׇՃǋŴȭȳȉȳƴ˰އǛನƑŴʙಅǛޒƠƯƍǔ
 ƜƱƔǒŴᐯ៲ƷဃƱᝠငǛܣǔॖԛƴƓƍƯǋᬳƷफ҄Ǜ
 சƴ᧸ƙƜƱƕѣǛૅƑǔѣೞƷɟƭƱǋƍƑǔŵ

ʙ̊2) 1800࠰9᳸11உ ૰ᬳ
ȷ9உƷᬳưƸŴӤᨼƴࣖơǔƔƲƏƔ៩៨ƢǔׇՃǋƍƨŵ
ȷ11உƷᙲᛪưƸŴӤᨼଐƕଐ୴ưŴٻᢿЎƷׇՃƕᢸٳƴƍƨƴ
иܫȀȳȭȃȗƸŴǷȆǣƷࠊᧈƷᙲᛪƴݣƠŴžƜǕƸLHVƕᐯǒ
 ǋƔƔǘǒƣŴׇՃƕഏŷƴȭȳȉȳƴǓŴ˓ѦƴݼƍƯƍǔŵ
ƷᝧѦƱᛒኖƠƨཞඞưƸƋǓǇƤǜƕŴLHVƸǷȆǣƷԧǛܣǔ
ͤ9உƷᬳưƸŴǷȆǣƷࠊᧈƕᆤ̝ƳࣖݣǛஓǈŴന֥Ʒ̅ဇ
ƨǊƴЈѣƢǔဇॖƕƋǔƱ࢘ƯƴƠƯǑƍƱᛪƚӳƏƜƱƕưƖǇ
 ǛᛐǊƳƔƬƨŵƠƔƠŴ୧ࢻ҄Ơƨ፭ᘌƴݣƠƯ᧸ͳƳׇՃ
ƢſƱᡓǂƯƍǔŵ[PRO 30/3/25, f. 3]
 ƕૌએǛӖƚŴүᨖƴƞǒƞǕƨƨǊŴന֥Ʒ̅ဇƷᚩӧǛ൭Ǌ
ȷӸᛎׇՃǛᨊƘμׇՃ133ӸƷƏƪŴӲଐƱǋ30ӸˌɥƕӋь  ƨŵ11உƷᬳƷᨥŴٶƘƷׇՃƕᬝƚ˄ƚƯѣƴӋьƢǔƷ
 ૾ע๛נɶƷׇՃƕٶƘƍƨƜƱƔǒŴӋьཞඞƸᑣڤ
 ǋນ҄Ơƨᬳƕɟ׆ƴƳƬƯƍǔƱ࣬ǘǕǔŵ
ȷԗଆಅᎍƴǑǔૼτࣉѪඥǛڤǇƠƘ࣬ǘƳƍɟ૾ưŴƦǕƕ ͤ૰ᬳƴƭƍƯƷᙸᚐ
 ႆᇢƱƳƬƯᬳƕႆဃƠ؏עƷԧƕᏣƔƞǕǔƜƱǛঈॾ  ൟᘌƷᇀƿǓƴƸྸᚐǛᅆƠƭƭǋŴž༄ѣƷႆឪʴſ
ͤᬳƴƭƍƯƷᙸᚐ
 Ტmovers of seditionᲣƱƠƯLCSƷӸǛਫƛŴᬳǛяᧈƢǔ࣯
 ፭ᘌμ˳ǛүᨖᙻƠƨǘƚưƸƳƘŴȭȳȉȳᡫ̮ң˟ᲢLCSᲣ  ᡶɼ፯ᎍǛᜩ়ƠƯƍƨŵ[Collyer and Pocock 1843]
 ƳƲƷ࣯ᡶɼ፯ң˟ƷɟᢿƷᎍƕൟᘌǛ༄ѣƠƯʙ७Ǜफ҄ƞ
ኽᛯ‒
 ƤŴӘʏƴᐱǔӧᏡࣱƕүूƞǕƨƱ࣬ǘǕǔŵ
ɶưŴ࣯ᡶɼ፯ႎѣƕႆƳưƋǓŴ؏עƷܤμƕƳ
ᧈׇȘȪǹƸ8உ21ଐƷ߹ׅѣƷࢸŴЭଐƷୌƴᬳƷႆဃƠƨȕ
ǘǕǔʙ७ƕүूƞǕǔɶưŴLHVƸŴƴ˓ѦᙹܭƴेܭƞǕƯ
ȪȸȈᘑƳƲƴžҞȀȸǹǄƲƷƨƪƷफƍᡲɶſƕƍǔƕŴࢬǒƴ
ƍƳƍཞඞƴƓƍƯǋŴܤዜਤѣƴࢼʙƠƨŵ؏עσӷ˳Ǜܣ
ᇢǛႆƠƳƍᨂǓŴᬳѣƕဃơǔൢᣐƸƳƔƬƨƱإԓƠƯƍǔŵ
ǔƜƱƴǑƬƯŴ̾ʴƷဃǛܣǖƏƱƢǔࠊൟƱƠƯƷᝧ˓ज़ǋ
[PRO 30/3/25, f. 6]
ѣǛૅƑǔѣೞƷɟƭưƋƬƨƱᎋƑǒǕǔŵ
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Ӌᎋ૨ྂ
TNA: PRO 30/3/25 Bosanquet Papers: Light Horse Volunteers of London and Westminster. Reports of Commanding Officer to Committee
Collyer, James Nicolson and John Innes Pocock, An Historical Record of the Light Horse Volunteers of London and Westminster (London, 1843).
Cookson, J. E., The British Armed Nation 1793-1815 (Oxford, 1997).
Gee, A., The British Volunteer Movement (Oxford, 2003).
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ȕȩȳǹ᪃ԡʗȷȊȝȬǪȳʗƴƓƚǔ
                ȭǤȤȫȷȍǤȴǣȸƷࢍСࣉѪ
                  ߃ ᢰࢠᲢଔᆖဋܖٻܖٻᨈᲣ
ࢍСࣉѪᲢ+ORTGUUOGPVᲣƱƸᲹ              ǢȉȬǹUWKVQQICMKMWPK"CUCIKYCUGFCLR
ෙƴƓƍƯܼƷዬ࣯ƴŴෙǍ߷ưƍƯƍǔဏŴ࠰᪭ƷࢍСࣉѪᢿ  9KNN%NGYNKPG
ƴƸᨕᎍǛǋࢍСႎƴෙǁࢼʙƤƠǊǔʴՃࣉӓ૾ඥƷɟƭ

ࢍСࣉѪᢿᲢ+ORTGUU5GTXKEGᲣƕμႎƴޒä

ЙȷӒݣƕٶૠä

ᬳȷ৽৴ƕႆဃä

բƍ


ᬳȷӒݣƷٶƔƬƨࢍСࣉѪƸƳƥπƱᘍǘǕ
ዓƚƨƷƔ

ӳඥ
• ȕǩȃǯǹʙˑᲢ'ZRCTVG(QZᲣ             $TWPUOCPR4WUJVQPR
žࢍСࣉѪƷೌМƸǳȢȳȭȸƴؕƮƍƯƓǓäſ              6JG.KXGTV[QHVJG5WDLGEV
• ȕȪȥǹǿȸݣȭȸȫசʧʴᘶЙᲢ(TGYUVGTX4QNG9KFQYᲣ     
žࢍСࣉѪᨛƸஊјƳᛐӧᚰǛਤƠƯƓǓŴƦƷᛐӧᚰƷƓƔƛư
ٟܫƸࢍСࣉѪǛܱᘍƢǔೌМǛࢽƯƍƨſ
• ȁȣȸȫǺȷȐȈȩȸᲢ%JCTNGU$WVNGTࡰᜱٟᲣ
ࢍСࣉѪƸٽӞƔǒƷ፼ǘƠᲢKOOGOQTKCNWUCIGᲣäǢȫȕȬȃȉˊྛٻ
                         ƔǒᘍǘǕƯƍƨƔǒ

࣏ᙲ
• ǮȣǹǳǤȳ˱ٻᲢ+UCCE)CUEQ[PGᲣ࠰உଐɦᨈŴڢᨳତࡑഥ
ž൦پǛࢍСࣉѪƢǔƜƱƸɧദư᩼ʴᢊႎưƋǔƚǕƲǋŴ ᜭᛯ
ƕࢍСࣉѪƷዒዓǛ࣏ᙲƱƠƯƍǔſ&CXG[,QJPUR
• ǦǣȪǢȠȷȀȳȀǹᲢ9KNNKCO&WPFCUෙҷᲣ࠰உଐɦᨈŴࢍСࣉѪƷᜭᛯ
žȆȠǺ߷ƷࢍСࣉѪƴ᧙ƠƯŴƦǕƕ̔ዓƍƯƍǔƷƸʙܱưƋǓŴƦǕƸǢȡȪǫƱƷ
ʩƕዓƘᨂǓ࣏ᙲưƋǔſ
• ȞǦȳȈȢȸȪǹ܇༴Ტ8KUEQWPV/QWPVOQTTGUᲣ
žࢍСࣉѪᢿƴ᫂ǒƣƴŴƕᑞᨛƷʴՃᣐͳǛᘍƏƜƱƸɧӧᏡưƋǔſ

൦τƴǑǔӖ
• ǸȧȳȷȋǳȫᲢ,QJP0KEQNࢍСࣉѪኺ᬴ᎍᲣ 
ž࣏ᙲƷЭƴඥࢷƳƠᲢ0GEGUUKV[JCFPQNCYᲣſ
• ǦǣȪǢȠȷȪȁȣȸȉǽȳᲢ9KNNKCO4KEJCTFUQPࢍСࣉѪኺ᬴ᎍᲣ 
žǤȳǰȩȳȉƸࢍСࣉѪƳƠưฎǇƤǒǕƳƍſăžᧈƍᑋෙƔǒ࠙Ơƨ൦پƴŴᐯЎƷƓǛ̅ƍŴӐʴƨƪ
                         ƱಏƠǉƨǊƴɟƔஉˌɥƷᐯဌǛਤƨƤǔǂƖſ
• ࠰൦τӒʏᲢ5RKVJGCF0QTGᲣä൦τƷᛪᫍƴࢍСࣉѪࡑഥƷႸƳƠ
ኽᛯ
ࢍСࣉѪƸӳඥƱǈƳƞǕŴ࣏ᙲƳʴՃᣐͳ૾ඥƷɟƭưƋǓŴ൦
τƴǋӖƞǕƯƍƨƨǊŴദ࢘҄ƞǕπƱᘍǘǕዓƚƨ
Ӌᎋ૨ྂ
ɟഏӪ૰
$WVNGT%JCTNGU#P'UUC[QPVJG.GICNKV[QH+ORTGUUKPI5GCOGP.QPFQP
%QDDGVV9KNNKCO%QDDGVV U2CTNKCOGPVCT[*KUVQT[QH'PINCPFHTQOVJG0QTOCPEQPSWGUVKP
VQVJG[GCT.QPFQP
*CPUCTF6%6JG2CTNKCOGPVCT[&GDCVGU.QPFQP
/QWPVOQTTGU6JG%TKUKUC%QNNGEVKQPQH'UUC[U.QPFQP
0KEQN,QJP6JG.KHGCPF#FXGPVWTGUQH,QJP0KEQN/CTKPGT'FKPDWTIJ
6JG'PINKUJ4GRQTVUXQN'FKPDWTIJ
4KEJCTFUQP9KNNKCO#/CTKPGTQH'PINCPF#P#EEQWPVQHVJG%CTGGTQH9KNNKCO

4KEJCTFUQPHTQO%CDKP$Q[KPVJG/GTEJCPV5GTXKEGVQ9CTTCPV1HHKEGTKPVJG4Q[CN
0CX[ VQ CU6QNFD[*KOUGNH)TGGPYKEJ
4WUJVQP'FYCTF9KNN%NGYNKPGC2TGUU)CPI$CNNCF.KXGTRQQN

ʚഏ૨ྂ
$TWPUOCP&GPXGT6JG'XKN0GEGUUKV[$TKVKUJ0CXCN+ORTGUUOGPVKPVJG'KIJVGGPVJ
%GPVWT[#VNCPVKE9QTNF%JCTNQVVGUXKNNG
&CXG[,,QJPU4$TQCFUKFGECTKECVWTGUCPFVJG0CX[$CTPUNG[
)KNN%QPTCF6JG0CXCN/WVKPKGUQH/CPEJGUVGT
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ΠϱεϡϱʀϪζʖϞغ
Ԩݘઑ੦άϩχͶΓΖو

ΠϱεϡϱʀϪζʖϞغ
೧ಋۂૌ࠸ฦ

ʀਫ਼ஏঐͳཱིۂ
ˢعෲଆՆ
ˢؔࡔঘജʀ࠹शভඇࡔଆ

ʀཱིΓΕ͏ݻঐಋۂૌཱི
cf. ଠࠅͲͺҲൢదͶ
ݻঘജͺཱིάϩχ৮

ʀཱིɾݻঐಋۂૌญ
ˢعෲଆՆ
ʀఈஏͲݻঘജࣙ༟৮ۂԿ
ˢ๑దوΝ໖ΗΖ༪ஏਫ਼
ʀϠʖχঐಋۂૌཱི
ˢҧෲജɾ
ਫ਼ஏঘജʛཱིգఖ౹

ˢҧෲघघஊͺชෲ͖ݻΊ

ˢַໍغͶಋۂૌౕસభഉ







ַໍغʛψϛϪΨϱغ
νϱϕϩݻࢤ֨

ψϛϪΨϱغʛԨغݻ
ླྀߨෲ২ଆʀླྀ௪ۂఴ

Ԩغݻʛ
ࢤ಼ࢊͱ͢ͳۂعෲۂཱི

ݻऩགྷ֨
ˢැͶΓΖ
ݻࢤ
ঢѴࢾΊ
ˢࢤ಼
ݻঐνϱϕϩҢ
ˢրɾوໝԿ

ʀϠʖχঐಝݘಝԿʀࠅࡏԿ
ˢҲ෨ͺ֦ࠅٸఌͶٮޒΝ࣍ͬɾ
ླྀߨΝଆ͢ࠅࡏదͶఽୣ
ʀϠʖχঐ͖ΔঐԿ
ˢఈՃɾɾંഛ͏͜ɾ߁ࠄ
͵ʹۛେదܨӨ๏๑

18ن͖ΔϏϪʀϫϭϢϩ͵ʹ
ϓΟρεϥϱৼஏͲηϒʖχཱིɾ
ʖζʖʀΨʖξʖఴ
ˢ1824೧ɾֆॵعෲవ
ʰϧʀϗϩʀζϡϩυΡωΦʖϩʱۂ
ݻࢤ͚ۛɾঐͺఁ࣯
ଆްིԿɾఈՃ

ˢࢤ಼ݻঐͳভඇंԿ

ˢޛنൔͶ
ΨʖφʀέοϣʖϩͳඨաవͶௗ

ชෲ
ʛ͜

ҧෲघ๏๑ͶԢͣͪ
ऀճؔϓΟρεϥϱνϞʀϧή
ླྀߨΝൕӫ

մ ভ

ʛ غن
Ϗ Ϩ Ͷ ͕ ͜ Ζ
ҧෲଆʀླྀ௪ߑଆ
 ช ෲʀ ݻʀ ع ෲ
ֱీ ิ
ೖຌָढ़৾ڷճಝพڂݜҽ
KWWSUHVHDUFKPDSMS1DR7VXQRGD

ˢعෲॵٮޒͺॺ

ݻ
ʛԾ͜

҈Ճɾݳ͗ଚࡑ

عෲ

19ޛنൔɾεΥΠݰঙ
ঃʀ͜ͶಝԿ
Ψʖφʀέοϣʖϩ

19نൔɾॺݻεΥΠ৷ৱ
19ޛنൔɾϝεϱͶΓΖۂԿͲ
ླྀชෲεΥΠ৷ৱ

19ޛنൔɾεΥΠܻݰ
νϱϕϩࢤ࠸ฦ
ϦʖϫρϏ༎ड़



ن
ෲͳঃෲܐؖรԿ
18͖ࠔنΔ
ϓΟρεϥϱकༀ͗
ঃͶ

 յೖຌ༺ָ࢛ճ
ϛ η ν ʖʀι ρ ε ϥ ϱ
   ೧ ݆ ೖ ཱི  گ ָ

ˢ19نɾ
ෲͺ
સऀճͲժҲԿ
ঃෲͺ
ᦱࣖదভඇৼ
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कགྷ࢛ྋ

Archives de Paris D5B6
Archives nationales de France NAF 5931 / 5932
Almanach du Commerce de Paris ֦೧
René de Lespinasse, Les métiers et corporations
de la ville de Paris : XIV e-XVIII e siècle, Paris, 1897
कགྷชݛ

Perrot, Philippe, Les dessus et les dessous de la

bourgeoisie : une histoire du vêtement au XIX e
siècle, Paris : Fayard, 1981

ժड़ఱ

Hoffbauer, Marché du Temple en 1840, 18751882
Journal des dames et des modes, le 22
décembre 1838

ȩǤȳүೞ(1840࠰)Ǜ߹ǔᨥ᧙̞
ி҅ܖٻ૨ܖᄂᆮᅹȷி҅ǢǸǢᄂᆮǻȳǿȸ ჵӝգஒ
OCKN[JUKLQPKEJQNCU"IOCKNEQO

إԓƷႸႎ

ȩǤȳүೞဦ࠰ᘙ

19ɭኔЭҞƷȨȸȭȃȑᨥƕǤǮȪǹƱȭǷǢǛɶ࣎ƴ
Ơƨ˟ᜭٳʩ(Conference Diplomacy)ƴǑƬƯᢃփƞǕŴǪȸǹ
ȈȪǢǛɶ࣎ƱƠƨ˟ᜭ˳С(Congress System)ƕᘛᡚƢǔᢅᆉ
ǛŴȩǤȳүೞǛ߹ǔᨥ᧙̞Ɣǒ౨᚛Ƣǔŵ

1839 ࠰ ᇹʚഏǨǸȗȈ=Ȉȫǳʗ(1839~1841࠰)ѝႆ
4உ
ЍǪǹȞȳࠔƕǨǸȗȈƴӲעưᡚƠƨƜƱƴ
Ǒ ǓŴ5(ٻᩧᒍʿ୍ٌ)ƸŴǪǹȞȳࠔƷྵཞ
ዜਤưɟᐲƢǔǋŴǨǸȗȈƷѬщЪถǛ൭Ǌǔᩧ
ᒍ୍ٌƱǨǸȗȈƷѬщਘٻǛ൭Ǌǔʿƕݣᇌŵ
ͤǦǣȸȳ˳СƴƓƍƯŴȨȸȭȃȑƷԧዜਤೞನƱƠƯೞᏡƠƭƭŴ 1840 ࠰ ᩧᒍ୍ٌƱǪǹȞȳࠔƷ᧓ưᇹɟഏȭȳȉȳவኖ
ᐯဌɼ፯Ǎൟɼ፯Ʒ৮ןᘺፗƱƠƯǋೞᏡƠƨǪȸǹȈȪǢܸႻȡȃ 7உ15ଐ ዸኽЍȕȩȳǹƸŴǨǸȗȈዮთȠȏȳȞȉȷǢ
ȪȸƷǷȪǢɭ᙭ૅᣐೌǛᙲ൭ƠŴȭȳȉȳவኖƴ
ȆȫȋȒƕɼݰƠƨ˟ᜭ˳СƴˊǘƬƯŴǤȇǪȭǮȸႎƴɶᇌƳᇌئ
ӒႆŵɭᛯƷࢸƠǛӖƚƨȕȩȳǹᬍႻȆǣǨȸ
ƔǒኣʗƷᚐൿƴƋƨƬƨŴǤǮȪǹٳႻȑȸȞǹȈȳɼݰƷٳʩ૾ࡸ
ȫƸŴவኖƷᄊూǛ൭ǊǔŵЍȩǤȳүೞƷႆဃ
Ǜ˟ᜭٳʩƱƍƏ(ӽش2006) ŵ࢘ИȭǷǢƸŴǪȸǹȈȪǢƷࢨ᪪ɦ
7 உ  ȕȩȳǹƕȩǤȳ૾עǍǤǿȪǢǁƷനщᘍ̅ƷᏣ
ƴƋƬƨƕŴഏᇹƴᐯᇌƠŴ1839࠰9உƔǒڼǇƬƨȭȳȉȳ˟ᜭưǤ
~8உ
ᡐǛڼŵȭȳȉȳவኖƷગࡑǛཀྵƏŵƦƷɟ૾ư
ǮȪǹǁᡈƠƨŵ
˂Ʒ3ٻƸȕȩȳǹƴʗǛڼǊǔൢƕƳƍƜƱ
Ǜᙸ৷Ƙŵ
ȭȳȉȳவኖƷዸኽƱȩǤȳ
9உ11ଐ ǪǹȞȳࠔǹȫǿȳȷȞȕȠȸȈʚɭŴȠȏȳȞ
үೞƴƓƚǔӲƷᇌئ
ȉȷǢȪȸǛᚐ˓ŵǨǸȗȈǛૅਤƢǔȕȩȳǹƷ
ϋɭᛯƕඖᬸƠƨƜƱưŴƞǒƴȕȩȳǹƸࢍᄒ
ȭǷǢȷǤǮȪǹ ȭȳȉȳ˟ᜭƷɼݰ
ƳۋѬǛᙸƤǔŵЍᨩƷǪȸǹȈȪǢƱȗȭǤǻ
ȷȭȳȉȳவኖƷዸኽǛɼݰ
ȳƸʗׅᢤƷƨǊƴȕȩȳǹƴᜯഩƢǔۋѬяȭ
ȷவኖƷϋܾ٭ƴӒݣ
ǷǢƱǤǮȪǹƸʙ७Ǜ᩺ᚇȷȕȩȳǹƴᜯഩƤƣ
ǤǮȪǹƸǨǸȗȈƷމŴȭǷǢƸǪȸǹȈȪǢ
9 உ  ǪȸǹȈȪǢܸႻȡȃȆȫȋȒŴȗȭǤǻȳƷૅਤ
ƷᛟࢽǛΟέ
~10 உ 7 ǛࢽƯŴȭǷǢƱǤǮȪǹƴȕȩȳǹǛʩƑƨᨥ
ଐ
˟ᜭǛ੩కŵȕȩȳǹǋᚩܾưƖǔૼңܭƷዸኽǛ
੩కŵȕȩȳǹǋᚩܾưƖǔૼңܭƷዸኽǛ
ཀྵƏŵЍ
ЍȕȩȳǹǁƷᜯഩǛۯƏȭǷǢƱǤǮȪǹ
Ѝ
ȕȩȳǹǁƷ
ƷӒݣƴǑƬƯ᪶ਯ(ɲƸŴǨǸȗȈƕǷȪǢưމ
ƢǕƹŴƏྸဌƷƳƘƳƬƨȕȩȳǹǋჳǛӓ
ȭȳȉȳவኖƷዸ
ǊǔƱᙸƳƠƯƍƨŵ)
ிעɶෙ؏עƷ
ኽӷٟவኖƷዸ
10 உ 28 ǷȪǢƴƓƚǔǨǸȗȈƷѬщࢸᡚǛᙸƨȕȩȳǹ
ѬщǛ߹ƬƯݣ
ኽЭƴɼೌݰʗƍ
ଐ
ྛȫǤȷȕǣȪȃȗŴȆǣǨȸȫǛᬍႻƔǒᚐ˓ŵ
ᇌ
ƕנ܍
ᚃᒍƷǹȸȫȈƕࢸ˓ƴŵЍʙ७Ʒᦒ᩺҄
1841 ࠰ ȕȩȳǹŴȭȳȉȳவኖƷӖƚλǕǛᘙଢŵЍȩǤ
2உ13ଐ ȳүೞƷኳኽ

ǪȸǹȈȪǢȷȗȭǤǻȳ
ȷவኖƷɼೌݰǛ੮ǔƜƱƴڂ
ȷȩǤȳ૾עưƷʗׅᢤƴࣞݦ
(ཎƴǪȸǹȈȪǢƸŴȕȩȳǹǛ
வኖƴьƑǔƜƱǛᛅƠӳƏƨǊ
Ʒᨥ˟ᜭǛ੩కƠŴȗȭǤǻȳ
ǋӷᛦ)

ࣛࣥᆅᇦࢆ
ᣳࢇࡔ㞄ᅜྠ
ኈ

ȕȩȳǹ
ȷǨǸȗȈƷࢸੲƱƠƯȭȳȉȳ
வኖƴӒݣ
ȷȩǤȳ؏עǍǤǿȪǢҞ σƴ
ǪȸǹȈȪǢƷѬщ חǁƷʙႎ
ᏣᡐƴǑǔவኖોܭǛႸਦƢ

⤖ᯝ

ȩǤȳүೞƷ
ॖ፯

உƴǨǸȗȈƷᡚǛᙸឭƠƨȕȩȳǹƕ
ڲңƠŴʗǋவኖƷોܭǋƳƘŴȩǤȳүೞ
ƸӓளƢǔŵ
ࣟࣥࢻࣥ᮲⣙ࡢ⥔ᣢᡂຌ
ࡋࡓ㟢ⱥࡢ

Ӌᎋ૨ྂ

ቤࡢ┠ㄽぢࡣࣟࣥࢻࣥ㆟
⥆࠸࡚ኻᩋ

ȭǷǢƱǤǮȪǹƕ˟ᜭٳʩƷௐưƋǔȭ
ȳȉȳவኖǛɟᐲƠƯܣǓ৷ƍƨƜƱƴǑǓŴ
ɲƷȨȸȭȃȑưƷࢨ᪪щƕਘٻăȭǷǢ
ƱǤǮȪǹǛɶ࣎ƱƠƨ˟ᜭٳʩ˳СƷᄩᇌ
ǯȪȟǢʗǇư
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ɭኔИ᪽ǤǮȪǹƷȈȸȪɼ፯ƴǈǒǕǔіᎍ᨞ޖƴݣƢǔᅈ˟ႎѼઅƷᚾǈ
Ü̬ܣኒЈ༿ཋƷᚕᛟЎௌƔǒÜ
ദங অʼᲢǨȇǣȳȐȩܖٻᲣ
ƸơǊƴ
έᘍᄂᆮƴƓƚǔഭӪᚐ

բƍƱ૾ඥ

• іᎍ᨞ޖểἚὊἼỉݣᇌᾉᵏᵖᵏᵓ࠰ỉݣʿἜἯἾỼὅʗኳኽẦỤᵏᵖᵐᵎ࠰ˊИ
᪽ộỂẆɧඞửᏑỆẆٶẪỉіᎍ᨞ޖửࠇẨᡂỚễầỤ࣯ᡶɼ፯ᢃѣầμ
҄ẲẺẇẮủỆݣẲẆἚὊἼηೌỊẆЈ༿ҮТཋởπႎᨼ˟ửӕụዸộỦẮể
ễỄửᙹܭẲẺẐࢍןႎᜂඥẑửСܭẲẆ૾עἚὊἼờẮạẲẺਜ਼ፗửૅਤẲẺẇᴾ
• ɟ૾ỂẆᵏᵖᵑᵐ࠰ˌᨀИỜềẆ̬ܣηίἚὊἼηỉࢸዒηὸởܣ̬૾עểі
ᎍ᨞ޖểỉᗡԧႎ᧙̞ầನሰẰủڼỜẺᾉἚὊἼὉἻἙỵỽἼἌἲởіᎍ̬ܣ
ң˟ᵆᵭᶎᶃᶐᵿᶒᶇᶔᶃᴾᵡᶍᶌᶑᶃᶐᶔᵿᶒᶇᶔᶃᴾᵟᶑᶑᶍᶁᶇᵿᶒᶇᶍᶌᶑᵇỉޒᶃᶒᶁᵌᴾ

• έᘍᄂᆮỂỊᵏᵖᵑᵐ࠰ˌЭὉˌࢸỉૺዌࣱầ
ࢍᛦẰủềẨẺầẆἚὊἼầіᎍ᨞ޖ
ỆഩỚ݃ụửᙸẶẺʙ̊ỊễẟỉẦᾎᴾ ᴾ
• ૾עἚὊἼኒЈ༿ཋίɼỆἨἼἋἚἽẆἅἽ
ἓỹἋἑẆỺἙỵὅἢἻỆấẬỦὸầẆݣʿ
ʗࢸỉ࣯ᡶɼ፯ᢃѣửᏑỆẆіᎍ᨞ޖ
ỆݣẲỄỉợạễ७ࡇửᅆẲẺẦᛦ௹ᴾ

ᵣᶔᶃᶐᶗᴾ ᶍᶌᶃᴾ ᶀᶃᶅᶇᶌᶑᴾ ᶒᶍᴾ ᶌᶍᶕᴾ ᶒᶍᴾ ᶀᶃᴾ
ᶁᶍᶌᶔᶇᶌᶁᶃᶂᵊᴾᶒᶆᵿᶒᴾᶎᶓᶀᶊᶇᶁᴾᶑᶓᶀᶑᶁᶐᶇᶎᶒᶇᶍᶌᶑᴾ
ᵿᶐᶃᴾ ᶋᶍᶐᶃᴾ ᶃᶄᶄᶇᶁᵿᶁᶇᶍᶓᶑᴾ ᶒᶆᵿᶌᴾ ᶎᶍᶎᶓᶊᵿᶐᴾ
• іᎍ᨞ޖỊẆẐᆰेႎྸࣞửਤẾẺ༄ѣᎍẑầਦݰẴỦ࣯ᡶɼ፯ᢃѣỉẐབྷཌᎍẑểẲềᘙᝋẰủẺᴾ
ᶋᶃᶃᶒᶇᶌᶅᶑᵊᴾ ᵿᶌᶂᴾ ᶒᶆᵿᶒᴾ ᶓᶌᶇᶔᶃᶐᶑᵿᶊᴾ
ᴾ ᴾ ḵіᎍ᨞ޖỊ࣯ᡶɼ፯ᢃѣܼểࠀК҄ẰủẆ̬ᜱẰủỦỔẨݣᝋểྸᚐẰủềẟẺᴾ
ᶑᶓᶄᶄᶃᶐᶇᶌᶅᴾ ᶐᶃᶏᶓᶇᶐᶃᶑᴾ ᶋᶍᶐᶃᴾ ᶎᶐᵿᶁᶒᶇᶁᵿᶀᶊᶃᴾ
ᵿᶇᶂᶑᵊᴾ ᶒᶆᵿᶌᴾ ᶓᶌᶇᶔᶃᶐᶑᵿᶊᴾ ᶑᶓᶄᶄᶐᵿᶅᶃᵊᴾ
ᶕᶆᵿᶒᶃᶔᶃᶐᴾᵱᶇᶐᴾᵤᶐᵿᶌᶁᶇᶑᴾᶋᵿᶗᴾᵿᶊᶊᶃᶅᶃᴾᶒᶍᴾ
ኺฎႎฎሊ
• іᎍ᨞ޖỉɧỊڂಅểဃᒊỆẝỦẺỜẆẸạẲẺཞ७ỉોծẮẸầᙲễỉỂẝụẆ࣯ᡶɼ፯ᎍ ᶒᶆᶃᴾᶁᶍᶌᶒᶐᵿᶐᶗᵌίӪ૰Ṟὸᴾ

࣯ᡶɼ፯ƴݣƢǔȑǿȸȊȪǺȠႎᚐൿ
Э੩

ầɼࢌẴỦợạỆࢬỤỆᢠਫೌửɨảỦẮểỊྵܱႎᚐൿሊỂễẟểᎋảỤủẺḵ݃˄ởπσʙಅᴾ
ḷᵣᵵᵨᴾᵆᵖᴾᵨᵿᶌᴾᵏᵖᵏᵕᵇᾉẐπႎ݃˄ỊẆൟᘌᨼ˟ợụờјௐႎỂẝụẆộẺ୍ᢄႎᒊၘᵆᶓᶌᶇᶔᶃᶐᶑᵿᶊᴾᶑᶓᶄᶄᶃᶐᶇᶌᶅᵇ
ỊẆ୍ᡫᢠਫೌᵆᶓᶌᶇᶔᶃᶐᶑᵿᶊᴾᶑᶓᶄᶄᶐᵿᶅᶃᵇợụờܱᨥႎễฎử࣏ᙲểẲềẟỦẇẑίӪ૰Ṟὸᴾ

ᛦԧႎ᨞ޖᆃࡀᅈ˟
• ࣯ᡶɼ፯ᢃѣỊᅈ˟ỉᆃࡀửᄊْẴỦểẟạྸᚐḵˡወႎ᨞ޖᆃࡀởᨽဇỆấẬỦɼࢼ᧙̞ỉᙻᴾ
• עɼ᨞ޖὉעםМܹỉࢫлὉೞᏡỉࢍᛦᴾ
ḷᵠᵨᴾᵆᵑᴾᵨᶓᶊᶗᴾᵏᵖᵏᵗᵇᾉẐіᝢൟỉẺỜỉᨽဇửᙸếẬỦẮểầẆྵ˴נợụờᙲỂẝỦẇẸủỊẆࢬỤửẆ
ᝢᒊẦỤฎẴỦẻẬỂễẪẆஊܹễࢨ᪪щẦỤܣỦẺỜỂẝỦẇίɶဦὸᠾಅỉɶỆẻẬẆྵנᨽဇửᙸẟ
ẻẴẮểầỂẨỦẇݲễẪểờẸủỊẴẫẰộ൨ዓႎỂဃငႎễᨽဇểễỦẇίɶဦὸྵנசَעểễẾềẟ
Ủ˴ҘỺὊỽὊờỉעםỆѮѠễܼଈửλౡẰẶỦẮểỂẆᅶẺẼỊщỉ᐀ửᦀảẆᝢᆋỉᩊửถỤ
ẲẆᙌᡯಅỉẺỜỉૼẲẟϋࠊئửếẪụẆẰỤỆẆ᪴ͤễ˺ݱᠾửᏋềỦẮểỆễỦẇࢬỤỊẆٳỉૣ
ởϋỉᘻЏụᎍẦỤẆܼὉܪὉСửܣỦẮểỆМܹửਤếỉỂẝỦẇẑίӪ૰ṟὸᴾ
• ɶင᨞ኢờ५ծᘍໝửᡫẳіᎍ᨞ޖầ࣯ᡶɼ፯ỆឥỦỉử᧸ẫᝧ˓ầẝỦểẰủẺᴾ

ܼɼݰƷኺฎႎฎሊ

Ӫ૰ṟᴾ

• ࢘ẆฎỊ؏עɼݰỂ௩᠂ỆᘍỪủỦỔẨểẟạᎋảầɟᑍႎẻẾẺẇɟ૾Ẇᵏᵖᵑᵎ࠰ˊИ᪽ỆἚὊἼ
ηᜭՃᵫὉᵲὉἇἛἻὊỆợẾềޒẰủẆỵἁἚἼỴỉᨼငɼ፯ܼᵆᶁᶍᶊᶊᶃᶁᶒᶇᶔᶇᶑᶒᴾᶑᶒᵿᶒᶃᵇỉ࢟ỆٻẨ
ễࢨ᪪ửɨảỦẮểỆễỦྸࣞỉᓦᑻႎ࢟७ờẆẮỉỆ૾עἚὊἼᚕᛟỉɶỆɟᢿᙸỤủڼỜẺẇᴾ
ḷᵦᶍᶎᶃᶒᶍᶓᶌᾉẐஊႩễπσʙಅỆᝲởẰủẺỊẆίɶဦὸዬ࣯ỆᨽဇửоЈẴỦɥẻẬỂễẪẆஜỆ
ݣẴỦஇᑣỉ૾Ӽ˄ẬửɨảỦɥỂờஊဇỂẝỦẇẸủỊẆᅶẺẼỉݩஹỉငಅỆݣẴỦ൨ዓႎễؕႴử
ẼᇌềỦẇίɶဦὸờẲɧ࠳ễʴẉầẆࡅầࢬỤỉɧᢃử᧸ẫẮểầỂẨỦểᎋảỦỉễỤịẆẸạẲẺᎋ
ảửɼࢌẴỦẮểỊࢬỤỉဃஹỉೌМỂẝụẆỄỮễࡅờẸủửᙻẲዓẬỦỔẨỂỊễẟẇẑᴾ
ౡൟעᲢࠔᲣƷਘٻ
• ỶἀἼἋࠔầஇờ᫋ᓸễਘٻửᙸẶềẟẺẮỉẆ૾עἚὊἼኒЈ༿ཋỉɶỆỊẆౡൟעỉྒࢽầ
ỶἀἼἋኺฎửૅảẆễấẦế᧓ႎỆ࣯ᡶɼ፯ᢃѣỆݣẴỦ৮СỆễỦểɼࢌẴỦờỉờᘙủẺᴾ
ḷᵦᶍᶎᶃᶒᶍᶓᶌᾉẐᑣឋễٓםểൢͅửਤẾẺ؏עửౡൟ҄עẴỦẮểỊẆᅶỆểẾềɟਖ਼ڜẰủỦỔẨ૾ሊ
ỂẝỦợạỆ࣬ảỦẇểẟạỉờẆౡൟעỊݩஹႎễіỉẺỜỉؕႴử੩̓ẴỦẦỤỂẝỦẇίɶဦὸౡൟ
עỆՠԼửЈẴỦẮểỊẆ̾ʴỆểẾềờܼỆểẾềờМႩỂẝỦẇộẺẆẸẮẦỤՠԼửλẴỦẮể
ờẆӷಮỆМႩỂẝỦẇࠊئỊᅶẺẼᐯ៲ỉờỉỂẝụẆᢘЏỆሥྸẴỦẮểỂẆẸỉࠊئỊ൨ʁ҄ẰủỦ
ẦờẲủễẟẇίɶဦὸౡൟעỊᅶẺẼᐯ៲ỉٓםỆݣẴỦ˄ьཋỂẝụẆ൨ዓႎễܭܤẲẺࠊئử੩̓Ẵ
ỦẻỨạẇࢼẾềẆᜂൟỉ᧓ỂỉᇤӳầഥớộỂẆౡൟעẆếộụਘٻẰủẺ᪸םỊஊႩễỉỂẝỦẇẑ
ίӪ૰Ṡὸᴾ

ᵡᶍᶊᶍᶌᶇᶑᶇᶌᶅᴾᶇᶌᴾᵿᴾᶅᶍᶍᶂᴾᶑᶍᶇᶊᴾᵿᶌᶂᴾᶁᶊᶇᶋᵿᶒᶃᵊᴾ
ᶕᶍᶓᶊᶂᴾᵿᶎᶎᶃᵿᶐᴾᶒᶍᴾᶋᶃᴾᶒᶆᶃᴾᶍᶌᶊᶗᴾᶑᶗᶑᶒᶃᶋᴾ
ᶒᶍᴾ ᶀᶃᴾ ᶃᶌᶁᶍᶓᶐᵿᶅᶃᶂᵙᴾ ᵿᶑᴾ ᶁᶍᶊᶍᶌᶇᶃᶑᴾ ᶄᶍᶐᶋᴾ
ᶒᶆᶃᴾ ᶋᵿᶒᶐᶇᶁᶃᶑᴾ ᶇᶌᴾ ᶕᶆᶇᶁᶆᴾ ᶇᶌᴾ ᶄᶓᶒᶓᶐᶃᴾ ᶒᶍᴾ
ᶕᶍᶐᶉᵌᴾ Ḡᴾ ᵲᶆᶃᶐᶃᴾ ᶇᶑᴾ ᵿᴾ ᶎᶐᶍᶄᶇᶒᴾ ᶍᶌᴾ ᶒᶆᶃᴾ
ᶅᶍᶍᶂᶑᴾ ᶃᶖᶎᶍᶐᶒᶃᶂᴾ ᶒᶍᴾ ᶑᶓᶁᶆᴾ ᶁᶍᶊᶍᶌᶇᶃᶑᵊᴾ
ᶀᶍᶒᶆᴾ ᶒᶍᴾ ᶇᶌᶂᶇᶔᶇᶂᶓᵿᶊᶑᴾ ᵿᶌᶂᴾ ᶒᶍᴾ ᶒᶆᶃᴾ ᵱᶒᵿᶒᶃᵘᴾ
ᶒᶆᶃᶐᶃᴾ ᶇᶑᴾ ᵿᴾ ᶎᶐᶍᶄᶇᶒᴾ ᶍᶌᴾ ᶒᶆᶃᴾ ᶅᶍᶍᶂᶑᴾ
ᶇᶋᶎᶍᶐᶒᶃᶂᴾ ᶇᶌᴾ ᶊᶇᶉᶃᴾ ᶋᵿᶌᶌᶃᶐᵙᴾ ᵿᶌᶂᴾ ᶒᶆᶃᴾ
ᶋᵿᶐᶉᶃᶒᴾ ᶇᶑᴾ ᶍᶓᶐᴾ ᶍᶕᶌᵊᴾ ᵿᶌᶂᴾ ᶕᶇᶒᶆᴾ ᶎᶐᶍᶎᶃᶐᴾ
ᶋᵿᶌᵿᶅᶃᶋᶃᶌᶒᴾ ᶋᵿᶗᴾ ᶀᶃᴾ ᶎᶃᶐᶎᶃᶒᶓᵿᶊᵌᴾ Ḡᴾ
ᵡᶍᶊᶍᶌᶇᶃᶑᴾ ᶋᵿᶗᴾ ᶀᶃᴾ ᶁᶍᶌᶑᶇᶂᶃᶐᶃᶂᴾ ᵿᶑᴾ
ᵿᶂᶂᶇᶒᶇᶍᶌᶑᴾ ᶒᶍᴾ ᶍᶓᶐᴾ ᶍᶕᶌᴾ ᶑᶍᶇᶊᵊᴾ ᵿᶌᶂᴾ
ᵿᶄᶄᶍᶐᶂᶇᶌᶅᴾ ᵿᴾ ᶋᵿᶐᶉᶃᶒᴾ ᶃᶏᶓᵿᶊᶊᶗᴾ ᶑᶒᶃᵿᶂᶗᵌᴾ
ᵲᶆᶃᶐᶃᶄᶍᶐᶃᵊᴾ ᶓᶌᶒᶇᶊᴾ ᶐᶇᶔᵿᶊᶐᶗᴾ ᶑᶆᵿᶊᶊᴾ ᶁᶃᵿᶑᶃᴾ
ᵿᶋᶍᶌᶅᴾ ᶌᵿᶒᶇᶍᶌᶑᵊᴾ ᶁᶍᶊᶍᶌᶇᶃᶑᵊᴾ ᶍᶐᴾ ᵿᶌᴾ
ᶃᶖᶒᶃᶌᶂᶃᶂᴾ ᶒᶃᶐᶐᶇᶒᶍᶐᶗᵊᴾ ᶋᶓᶑᶒᴾ ᶀᶃᴾ ᶓᶑᶃᶄᶓᶊᵌᴾ
ίӪ૰Ṡὸᴾ

ኽᛯ
• ૾עἚὊἼኒЈ༿ཋỉɶỆỊẆіᎍ᨞ޖỆݣẲᗡԧửỨạểẴỦ७ࡇầỊẾẨụểᘙủềẟẺẇἚὊἼɼ፯ỊẆˡወႎễᛦԧႎ᨞ޖᆃࡀ
ᚇỉờểẆ࣯ᡶႎễႎો᪃ửᢤẬếếẆٶಮễኺฎႎฎሊửᡫẳềіᎍ᨞ޖửᅈ˟ႎỆѼઅẴỦẮểửႸਦẲềẟẺẇᴾ
• ẮạẲẺᚾỚỊẆᵏᵖᵑᵐ࠰ˌᨀỉ̬ܣηỆᡲễỦჷႎˡወỉɟᎈửਃẾềẟẺểᎋảỤủỦẇᴾ

Ӌᎋ૨ྂ
• ɟഏӪ૰ᾉᵠᶐᶇᶑᶒᶍᶊᴾᵨᶍᶓᶐᶌᵿᶊᵊᴾ ᵡᶍᶊᶁᶆᶃᶑᶒᶃᶐᴾᵥᵿᶘᶃᶒᶒᶃᵊ ᵣᶂᶇᶌᶀᶓᶐᶅᶆᴾᵵᶃᶃᶉᶊᶗᴾᵨᶍᶓᶐᶌᵿᶊᵊᴾᵠᶊᵿᶁᶉᶕᶍᶍᶂḚᶑᴾᵣᶂᶇᶌᶀᶓᶐᶅᶆᴾᵫᵿᶅᵿᶘᶇᶌᶃᵊᴾᵿᶌᶂᴾ ᵲᶆᶃᴾᵣᵿᶐᶊᴾᶍᶄᴾᵦᶍᶎᶃᶒᶍᶓᶌᵊᴾ ᵱᶎᶃᶃᶁᶆᴾᵧᶌᶒᶃᶌᶂᶃᶂᴾᶒᶍᴾᵦᵿᶔᶃᴾᵢᶃᶊᶇᶔᶃᶐᶃᶂᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵫᶃᶃᶒᶇᶌᶅᴾᶍᶄᴾᶒᶆᶃᴾᵮᶇᶒᶒᴾᵡᶊᶓᶀᴾᶍᶄᴾ
ᵣᶂᶇᶌᶀᶓᶐᶅᶆᵊ ᵐᵕᶒᶆ ᵫᵿᶗ ᵏᵖᵐᵎ ᵆᵣᶂᶇᶌᶀᶓᶐᶅᶆᵘ ᵮᶐᶇᶌᶒᶃᶂ ᶄᶍᶐ ᵟᶂᵿᶋ ᵠᶊᵿᶁᶉᵊ ᵱᶍᶓᶒᶆ ᵠᶐᶇᶂᶅᶃᵊ ᵏᵖᵐᵎᵇᵌ
• ʚഏ૨ྂᾉᴾᵡᵌᵟᵌᴾᵠᵿᶗᶊᶗᵊᴾ ᵧᶋᶎᶃᶐᶇᵿᶊᴾᵫᶃᶐᶇᶂᶇᵿᶌᵘᴾᵲᶆᶃᴾᵠᶐᶇᶒᶇᶑᶆᴾᵣᶋᶎᶇᶐᶃᴾᵿᶌᶂᴾᶒᶆᶃᴾᵵᶍᶐᶊᶂᵊᴾᵏᵕᵖᵎᵋᵏᵖᵑᵎᴾᵆᵪᶍᶌᶂᶍᶌᵊᴾᵏᵗᵖᵗᵇᵙᴾᵩᶇᶋᴾᵪᵿᶕᶃᶑᵊᴾ ᵮᵿᶒᶃᶐᶌᵿᶊᶇᶑᶋᴾᵿᶌᶂᴾᵮᶍᶊᶇᶒᶇᶁᶑᵘᴾᵲᶆᶃᴾᵰᶃᶔᶇᶔᵿᶊᴾᶍᶄᴾᵮᵿᶒᶃᶐᶌᵿᶊᶇᶑᶋᴾᶇᶌᴾᵣᵿᶐᶊᶗᴾᵬᶇᶌᶃᶒᶃᶃᶌᶒᶆᵋᵡᶃᶌᶒᶓᶐᶗᴾᵠᶐᶇᶒᵿᶇᶌᴾ
ᵆᵠᵿᶑᶇᶌᶅᶑᶒᶍᶉᶃᵊᴾ ᵐᵎᵎᵎᵇᵙᴾ ᵟᶌᶌᵿᴾ ᵥᵿᶋᶀᶊᶃᶑᵊᴾ ᵮᶐᶍᶒᶃᶁᶒᶇᶍᶌᴾ ᵿᶌᶂᴾ ᵮᶍᶊᶇᶒᶇᶁᶑᵘᴾ ᵡᶍᶌᶑᶃᶐᶔᵿᶒᶇᶔᶃᴾ ᵣᶁᶍᶌᶍᶋᶇᶁᴾ ᵢᶇᶑᶁᶍᶓᶐᶑᶃᵊᴾ ᵏᵖᵏᵓᵋᵏᵖᵓᵐᴾ ᵆᵵᶍᶍᶂᶀᶐᶇᶂᶅᶃᵊᴾ ᵏᵗᵗᵗᵇᵙᴾ ᵫᵿᶒᶒᶆᶃᶕᴾ ᵰᶍᶀᶃᶐᶒᶑᵊᴾ ᵮᶍᶊᶇᶒᶇᶁᵿᶊᴾ ᵫᶍᶔᶃᶋᶃᶌᶒᶑᴾ ᶇᶌᴾ ᵳᶐᶀᵿᶌᴾ ᵣᶌᶅᶊᵿᶌᶂᵊᴾ ᵏᵖᵑᵐᵋᵏᵗᵏᵒᴾ
ᵆᵠᵿᶑᶇᶌᶅᶑᶒᶍᶉᶃᵊᴾᵐᵎᵎᵗᵇᵙᴾᵿᶌᶂᴾᵢᵿᶔᶇᶂᴾᵵᵿᶊᶑᶆᵊᴾᵫᵿᶉᶇᶌᶅᴾᵟᶌᶅᶃᶊᶑᴾᶇᶌᴾᵫᵿᶐᶀᶊᶃᵘᴾᵲᶆᶃᴾᵡᶍᶌᶑᶃᶐᶔᵿᶒᶇᶔᶃᶑᵊᴾᶒᶆᶃᴾᵣᵿᶐᶊᶗᴾᵧᶌᶂᶓᶑᶒᶐᶇᵿᶊᴾᵵᶍᶐᶉᶇᶌᶅᴾᵡᶊᵿᶑᶑᴾᵿᶌᶂᴾᵟᶒᶒᶃᶋᶎᶒᶑᴾᵿᶒᴾᵮᶍᶊᶇᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵧᶌᶁᶍᶐᶎᶍᶐᵿᶒᶇᶍᶌᴾᵆᵪᶍᶌᶂᶍᶌᵊᴾᵐᵎᵏᵐᵇᵌᴾ
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ۅओԛ䣡瀉䛂⸢瀃♦߯ओࡣ澝νٶ
Ḙᒍỉ٥ବሥྸСࡇểٳᅹҔỉ᧙̞ửϐ౨᚛ẴỦẺỜỆᴾ
ဋ̢ᘍίᇌܖٻὸᴾ
E-mail: ttamura1864@yahoo.co.jp

ὀἩὒἼǙϞᅌຢếṭṮṫṖ ݢጢႵԞॄỀὣὒἡᇿካ

ẮϞᅌຢếṛṢṠṞṗṛṢṢṠỀἹὀḠἧἻὅἋỉ٥ବۡሥྸửἴἙἽểẲᒍ
ỂСܭẰủẺඥࢷẇਦ؏עܭỉ٥ବۡửẆᛐܭ၏ᨈỆɟܭ᧓သẲẆ
ࣱ၏ỉၲửẴẇϋỆấẬỦज़௨ʖ᧸ầႸႎẇᜩݑḘܤЙʙḘҔ
ࠖỆợỦᡲઃẇᴾ

ᴾ

 ࣱڡẺẼỊ᨞ኢửឭảềˡ௨၏ඥửૌએẲẆӒݣᢃѣửޒ
ίᵵᵿᶊᶉᶍᶕᶇᶒᶘᴾᵏᵗᵖᵎὸᴾ

Ṟ ᵡᵢᵟᘍỆấẟềέݰႎࢫлửਃẾẺỉỊҔࠖẺẼίᵫᶍᶐᶒᴾᵏᵗᵖᵕὸẇᴾ
ᴾ ᴾ ɟ૾ẆẸỉыፕửբạۋѬỆỊЙờίᵱᶋᶇᶒᶆᴾᵏᵗᵗᵎᵙᴾᵱᶎᶍᶌᶅᶀᶃᶐᶅᴾᵏᵗᵗᵕὸᴾ
ṟ ᵡᵢᵟỉϐᚸ̖ẇཎഷʙ̊ỂỊễẪẆ࠼ርễ٥ବۡݣሊỉɟểẲề
ίᵦᶍᶕᶃᶊᶊᴾᵐᵎᵎᵗὸẇᵡᵢᵟỉʙ̊ᄂᆮờᡶޒίᵨᶍᶗᶁᶃᴾᵏᵗᵗᵗᵙᴾᵪᶃᶃᴾᵐᵎᵏᵐὸᴾ

ಙؐܢἿᆵᆋ
ᴾ

ᴾ ˡ௨၏ඥầСܭẰủẺᵏᵗɭኔỆấẟềẆࣱ၏ҔၲỉྵئỊỄ
ỉợạễཞඞỆẝẾẺỉẦẇ࢘ẆἿὅἛὅỂɟỉࣱ၏ᧉݦ၏ᨈ
ỂẝụẆˡ௨၏ඥỆờңщẲẺἿἕἁἭἋἦἑἽửݣᝋỆẆẸỉ
ᵏᵖᵒᵎ῍ᵖᵗ࠰ộỂỉਖ਼ᆆửଢỤẦỆẲẆӷඥểỉ᧙ࣱ̞ử౨᚛Ẵ
Ủẇ౨᚛ႸỊᚨᢃփỉᚇໜẦỤẆλᨈधᎍૠẆӓλ᫇Ẇ
ҔࠖỉನՃểẸỉʴૠểẲẺẇᴾ

ᴾ

ḵỸỻὊἅỸỵἕˌஹỉᵡᵢᵟᄂᆮỉᙸႺẲầᡐỤủềẟỦᴾ
• ٥ବۡݣሊểࣱ၏Ҕၲểỉ᧙̞ỉբẟႺẲᴾ
• ᵡᵢᵟỆઃỪẾẺҔࠖẺẼầဃẨẺᅈ˟ểỊᴾ

ṛṘ ҸᬅਤᒊếᄌޞỀἿୖኃ
Ẕᵏᵖᵒᵎᵋᵔᵐ࠰ẕᵹʴᵻᴾ
ࣱڡᾉஇٻᵐᵑᵓᾊஇݱᵏᵐᵕᾊרᵏᵕᵗẆዼởẦễفถᴾ
ဏࣱᾉஇٻᵑᵑᵖᾊஇݱᵏᵔᵎᾊרᵐᵏᵗẆዼởẦễفถᴾ

①
ʴ
②
ᴾ

ᾱᾇέᾟώᾘᾃᾯἿҸᬅਤᒊ
1,600
ᵏᵊᵑᵒᵒᴾ
1,400
ᵖᵕᵕᴾ

1,200

ᴾ

Ẕᵏᵖᵔᵕᵋᵖᵗ࠰ẕᵹʴᵻᴾ
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ᵊᴾᵩᵿᶐᶊᴾᵥᶐᵿᶃᶑᶃᶐᵊᴾᵏᵖᵖᵒᵊᴾᵱᵌᵒᵔᵌᴾᴾᵇᴾ
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Ṹ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ṼỼὊἋἚἼỴͨᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ἿἉỴểỉʙႎᠯểἛỶểỉʙႎңᛦᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ṾἧἻὅὉἺὊἎἧỉἋἦὊἓᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ˷ỊẆẮỉעỉᝮଈẺẼầᬱٟỉˡወỆܱࣙỂẝỦẮểẆẸẲềẆ
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ᴾ ᴾ ḵἁἻἁἧࠊൟồỉʙႎᙲਗໜồỉॖᜤửᛔႆᴾ
ᴾᴾᴾᴾ
ᴾ ṼἁἻἁἧࠊᘍͨᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ߹࠳μᘍᆉửᡫẲềˡወᘘᘺỉბဇᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ӞẨᑣẨˊỉἯὊἻὅἛྛồỉদӞᴾ
ᴾ ᴾ ḵỼἇἽἰἓỴ߁ਖửӒପᴾ

ӞẨᑣẨˊỉẐᬱٟẑểẲềỉज़ऴỉᱛᑈḠݣἿἉỴồỉʙؾမዴểẲềỉἩἻỶἛử᭗ỜỦᴾ

ᴾ
ᵧᵧᵧώộểỜỆᴾ
ἁἻἁἧᾉἯὊἻὅἛ̬ܣᜭՃỉỾἼỵỴૅᣐỉೌیỀẬẆʙؾမዴỉܣᜱᎍểẲềỉἩἻỶἛỉ࢟ᴾ
ᴾ ᴾ ḠỼὊἋἚἼỴồỉࣙᛗ࣎ửᱛᑈẲẆἁἻἁἧỉʙႎᙲਗໜểẲềỉᛐᜤửᛔႆᴾ
ᴾ
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⃬⇈⇯∅∏∑∝∏⇌⇟ˊ⇁ɶ࣎↚⃬‒
ᦆ᧙≋˲ݎᙱܖᨈܖٻܖٻᨈ≌‒


⅓‣ɭኔ↝ᇤᬔ‒⇯∙⇥⇟⇯∙∏⇖↝ئ
≋⇖⇩⇯⇌⇩⇯ᇤᬔ‒≌ئ

Ⅎ‒ ⇞∍⇩⇓∞∝⇕∏⇼↗↞‒
ậṛṢͪ᎑ͳ᮪ἼᾱᾷᾍᾷἸឥዉἦὝἰ͢ᬛͳোἿቅΦ
έᾭᾚếᡫఅᆋቅΦᾑᾇᾌᾳ̵έἿକݸἼࡀͥỀ
ậឥዉωẩṛṣͪ᎑ὣᥨἩἷҹۋᆋἻዡᰑᏅଖۄϰἼષ᫅
ếዡᢢজ੪ἿѰẩᾥᾋὧὦἿႏẩԦἿొἻἺỀ

ℳ‒ Ⅶᇤᬔ࠰ᦷ≋⁄⁓⁕⁛⁙‒‵⁓⁞⁗⁖⁓≌Ⅷ‒
ậὼᾫᾇά̵ậέᾭᾚἿዡᰑ៌ܢếổớớỗभԕြẩभ͜ۂᆃᜊỀ
ȀὨὲᾮώ۟ׯἿዡᢢΓࠪẩዡᢢᎺ್ἹἹὓἼẩᢎ៝ᒊἿᾮώᾌẩ
έᾭᾚἿၬᔬԦẩᰑἿᾮώᾌὕέᾭᾚἿᾥᾷᾔ̵ᾮώᾌẩ
ኑ၅ᰑहؐἻἺἝᤊἦὝἷἕἰ
ȀṛṢṞṡभὙὛẩ᧺ܢἿܾՉἼϡἕẩṼẋẍẏẝ ẞẙ ṭẙẗẏြἹṼẋẍẏẝ
ṺẋẝẞြἼԋӋἦὝἰếొἼὙέᾭᾚἿ߉͢ఛỀ

ЈχᾉᵡᶆᶐᶇᶑᶒᶍᶎᶆᶃᶐᵊᴾᵦᶇᶀᶀᶃᶐᶒᴾᵆᶃᶂᵌᵇᵊᴾᵥᶐᶃᶔᶇᶊᶊᶃḚᶑᴾᵣᶌᶅᶊᵿᶌᶂᵘᴾᵱᶃᶊᶃᶁᶒᶇᶍᶌᶑᴾᶄᶐᶍᶋᴾᶒᶆᶃᴾᵢᶇᵿᶐᶇᶃᶑᴾᶍᶄᴾᵡᶆᵿᶐᶊᶃᶑᴾᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᵥᶐᶃᶔᶇᶊᶊᶃᵊᴾᵏᵖᵏᵖᵋᵏᵖᵔᵎᴾᵆᵪᶍᶌᶂᶍᶌᵊᴾᵏᵗᵖᵏᵇỉዋợụẇᴾ

⅓‣… ࠰༿⁄⁓⁕⁛⁙‒‵⁓⁞⁗⁖⁓≋⁄⁓⁕⁗‒‒‵ ⁗‛‒

ℴ‒ ⇞∍⇩⇓∞∝⇕∏⇼↝ˊғЎ‒
୲ፏಓǡέᾭᾚἿឥዉἜṼẋẍẓẘẑ ṭẋẖẏẘẎẋẜᆃᜊἸ
ịᡫఅᆋỌἜἵị᥅χᆋỌἻώᾡ̵ᾈὉἿᗣᕸ

ώᾡ̵ᾈցἿ
ዶ͜ใᬛ
জ੪ἿѰ

ℊ‒
ԕಓᆃಓǡṼẋẍẓẘẑ ṭẋẖẏẘẎẋẜᆃᜊṒổớớỗṓἜέᾭᾚἿ
ᾥᾷᾔ̵ᾮώᾌҽᫌếṛṢṝṟỀἸ
ℊ‒
ಓᆃಓǡṛṢṝṚभχ֛ὁἜṛṢṞṚभχ֛ὁἸ
ὼᾫ̵ὼậᾝᾷᾊὧᾷέִషχ
ịᡫఅᆋỌἜἵị᥅χᆋỌἻώᾡ̵ᾈἿࠣષ

ώᾡ̵ᾈցἿ
ዶΗใᬛ
ịἬẩᱺΒἪỌ
ைᮀ

ℊ‒
ώᾡ̵ᾈցἿ
ሦዉಓǡṛṣͪ᎑֛ẩổỜộỜभἿὦᾍᾣᾭᾯậᾭὪώషχἿᫌἜ
ዶ͡ใᬛ
ổỜớớभἿὼᾫᾇά̵ậέᾭᾚԦἿҹۋᆋొἸ
ҹۋᆋᏅଖۄϰ
ị᥅χᆋỌώᾡ̵ᾈѿἿሦዉ
Ἴ
ЈχᾉإԓᎍᔺỉἼἩἼὅἚ༿ᵰᵿᶁᶇᶌᶅᴾᵡᵿᶊᶃᶌᶂᵿᶐᵆᵰᵿᶁᶃᶑᴾᶒᶍᴾᵡᶍᶋᶃᵇᵊᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᵴᶍᶊᵌᵕᵓᵊᴾᵏᵖᵒᵕᵊᴾᶎᵌᵒᵏᵖợụίἊἹἕỿὊὉἁἻἨỉἳὅἢὊἼἋἚὸᴾ

ℵ‒ ⇈⇯∅∏∑∝∏⇌⇟ˊ↝ཎࣉ‒
ậὼᾫᾇά̵ậέᾭᾚἿᾑᾇᾌᾳ̵έἝۋӈἛὙὄۋݰὉ৬ᥫἼକݸ
Ȁᾙᾭᾷώὼᾫᾇά̵ậέᾭᾚἹἿΦὓᆫὤἼế់ϜـỀ
ậὼᾫᾇά̵ậέᾭᾚऱΖᾭὪώἿᆃធ

⅓⇞∍⇩⇓∞∝⇕∏⇼↝˟Ճ↚↙↺↚↞‒

ק௭ẮịἨἰἝἴἷẩታὀẩαᯌἼࡠἪҹϰԙᆦἛὙὄẩ౹ἻहጪۇἿ੨٫ߢϰ
ἹἨἷώᾡ̵ᾈἿϣ᫅ὣผ᥄ἨἪẪỌ

಄ϬờἿᾥᾷᾔ̵ἼὙឞ૯Ἕᜊ
ἻὠὝẩỖἿࡠ૯ἸҸϜἸἻἕẪ
ṛṣͪ᎑Ԫ֛ἼभỖۂἱἴἰ૯ὀẩṛṣͪ᎑
֛ἼὀभỘۂἼἻἴἰἝẩఌࠊᾥᾷᾔ̵Ỗ
ἿୖᙜἝৌᝯἼἻἴἰẪ

Јχ≝›⁗‒‼⁚‒⁄„‒⁁‒⁚⁗‒‾⁓‒⁓⁖‒⁂⁓⁕⁛⁕⁗‒⁘‒›⁗‒⁄⁓⁕⁛⁙„‒⁗⁕†‚‾⁖„‣

‛„‒†⁛⁛†‒

Ȁ״షἼẩҽॵᾓᾷᾋὧάᾧᾇᾕ̵ἹἨἷҽรἦὣᥖ
ậᾥᾷᾔ̵ύᾇᾛἿݪց
Ȁᾥᾷᾔ̵Ἕৄܾế႘అἿ់ϜـẩṯẋẜẖἿܾՉẩὬώέᾳὨὦἿ༓Ề
⅓‣ɭኔࢸҞ↝⇞∍⇩⇓∞∝⇕∏⇼↝∇∙⇶∞ਖ਼ᆆ‒
㻝㻥ୡ⣖ᚋ༙䛾
䝆 䝵 䝑 䜻 䞊 䞉䜽 䝷 䝤 䛾
䝯 䞁䝞䞊 ᥎⛣

㻝㻤㻡㻝ᖺ
㻼㼍㼟㼠∧

㻝㻤㻢㻜ᖺ
㻼㼍㼟㼠∧

㻝㻤㻢㻟ᖺ
㻼㼍㼟㼠∧

㻝㻤㻢㻢ᖺ
㻼㼍㼟㼠∧

㻝㻤㻣㻡ᖺ
㻼㼍㼟㼠∧

㻰㼡㼗㼑
㻹㼍㼞㼝㼡㼕㼟
㻱㼍㼞㼘
㼂㼕㼟㼏㼛㼡㼚㼠
㻸㼛㼞㼐
㻮㼍㼞㼛㼚㼑㼠㼟㻌㻔㻿㼕㼞㻕
㻳㼑㼚㻚㻌㻯㼛㼘㻚䛺䛹
㻴㼛㼚㻚
㻱㼟㼝㻚
ィ

㻢
㻠
㻝㻤
㻡
㻢
㻣
㻟
㻠
㻞㻟
㻣㻢

㻡
㻡
㻞㻝
㻞
㻢
㻡
㻝
㻞
㻝㻡
㻢㻞

㻡
㻢
㻞㻟
㻟
㻤
㻡
㻞
㻞
㻝㻡
㻢㻥

㻢
㻡
㻞㻠
㻞
㻤
㻡
㻠
㻟
㻝㻢
㻣㻟

㻡
㻢
㻞㻞
㻠
㻢
㻝㻝
㻤
㻡
㻝㻡
㻤㻞

⅓‣ɭኔ↝ᬔɼႇᎍૠ↝ਖ਼ᆆ‒
ᖺྕ
㻿㼕㼞௨ୖ䛾ᑛ⛠䜢ᣢ䛴㤿
㻹㼞㻚ᒙ䛾㤿
ィ
㻿㼕㼞௨ୖ䛾ᑛ⛠䜢ᣢ䛴㤿䛾ྜ䠄䠂䠅

㻝㻣㻣㻟ᖺ
㻝㻠
㻝㻠
㻞㻤
㻡㻜

㻝㻣㻥㻥ᖺ
㻞㻝
㻞㻟
㻠㻠
㻠㻣㻚㻣

㻝㻤㻟㻢ᖺ
㻡㻢
㻝㻝㻡
㻝㻣㻝
㻟㻞㻚㻣

㻝㻤㻠㻢ᖺ
㻝㻜㻞
㻞㻞㻥
㻟㻟㻝
㻟㻜㻚㻤

㻝㻤㻢㻤ᖺ
㻝㻡㻜
㻢㻡㻢
㻤㻜㻢
㻝㻤㻚㻢

ЈχᾉӲᵰᵿᶁᶇᶌᶅᴾᵡᵿᶊᶃᶌᶂᵿᶐỉᵡᵭᵪᵭᵳᵰᵱᴾᵵᵭᵰᵬᴾᵠᵷᴾᵲᵦᵣᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵰᵧᵢᵣᵰᵱỉႸợụإԓᎍ˺ẇᴾ

ЈχᾉӲᵰᵿᶁᶇᶌᶅᴾᵡᵿᶊᶃᶌᶂᵿᶐỉᵪᵧᵱᵲᴾᵭᵤᴾᵫᵣᵫᵠᵣᵰᵱᴾᵭᵤᴾᵲᵦᵣᴾᵨᵭᵡᵩᵣᵷᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᵡᵪᵳᵠᵊᴾᵬᵣᵵᵫᵟᵰᵩᵣᵲỉႸợụإԓᎍ˺ẇᴾ
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㻝㻤㻣㻡ᖺ
㻞㻜㻝
㻣㻟㻜
㻥㻟㻝
㻞㻝㻚㻢

$TKVKUJCPF(TGPEJ'NGEVQTCN5[UVGOU

㑅ᣲᶒࡣㄡࡢࡶࡢ㸽

QPGXQVGQPGXCNWGᲛä QPGRGTUQPQPGXQVGᲛ

Ძ ஜႆᘙƷȆȸȞ 
⋢ Ἠ㸦㮵ඣᓥ┴❧ྂோᒇ㧗ᰯ㸧
࣭ᡃᅜࡢ᠇ἲᏛ࠾ࡅࡿㄽத㸸ඖㄝ ㏻ㄝ 㑅ᣲᶒࢆᶒබົࡢ୧ᛶࢆࡑ࡞࠼ࡿࡍࡿ ЋЍᶒㄝ
࣭ᶒㄝ࠾ࡅࡿ㑅ᣲᶒࡢ⌮ゎ㸸⮬↛ᶒࡸேᶒࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃᐇᐃἲୖࡢᶒ⪅ࡋ࡚ࡢᶒࡋ࡚ࡢ⨨࡙ࡅ
ȆȸȞᲴᡈˊඥɥƷᢠਫೌƷؕஜҾЩƸ୍ᡫȷሁȷᐯဌȷᅼ݅ưƋǔƱƞǕǔƕᲦɭኔᒍʿƷᢠਫСࡇƸƦǕǒƷؕஜҾЩǛΪឱƠƳ
ƔƬƨŵƳƥᲦɲƸƦǕǒҾЩǛΪឱƠƑƳƔƬƨƷƔᲹˌɦƴྸᛯƱʙܱǛᡫơƯȆȸȞǛᛯᚰȷܱᚰƠƯǈƨƍŵ
Წ5ȭȃǫȳƷȞǯȭȨȸȭȃȑȢȇȫ
ձ ⾗Ẹ⩏ࡢ⤌⧊ⓗ࣭ไᗘⓗⓎᒎࡢከᵝᛶࢆศᯒࡍࡿୖ࡛Ẹࢆᯝࡓࡍࡓࡵࡢᅄࡘࡢ㛵㛛 ᢎㄆ࣭ຍධ࣭௦㆟ไ࣭ᇳ⾜ᶒ ࢆ㔜ど
ղ ᢎㄆຍධࡢ㛵㛛ࡽࡍࡿࡘࡢすḢࣔࢹࣝ㸸ßɧӧᡞႎƩƕᲦɧሁƷπႎᛐჷ᧓ƕᧈƘᲦዼॸƴɟഩƣƭᡶᘍƠƨπൟೌដɨƷ
ᒍƱႎࠊൟೌƷ୍ᢄ҄Ʊሁ҄ƕଔƔƭᡮǍƔƴᘍǘǕƨƕᲦƠƔƠᲦƠƹƠƹᲦƦƷᢅᆉƸӧᡞႎưᲦٻᘌƷૅਤǛࢽǔƨǊƴ
ൟ৲ᅚǛМဇƢǔͼӼǛƱǋƳƬƨʿàӏƼßˊᜭСƷˡወƕࢍƍ˳ƸᒍƴᡈƘᲦዌݣɼ፯Ʒˡወƕࢍƍ˳Ƹʿƴᡈƍà
ճ ௦㆟ไࡢ㛵㛛ࢆẚ௦⾲ไᑟධࡢ㐣⛬ࡋ࡚ㄝ᫂㸸ßൔ̊ˊᘙСݰλƴݣƢǔ৽৴ƸᲦɶځࡅƕൔ̊ˊᘙСᢃѣƴݣƠƯٻƖƍเ
ᒍʿǛ̊ᅆ
ǛѣՃưƖƨٻƖƍኵጢǄƲࢍƍàƱƠƯᒍ
ǇƱǊ㸸ȭȃǫȳƷЎௌǛᡫơƨᒍʿƷီӷưදႸƞǕǔƷƸᲦ১ᛐƱьλƷ᧙ᧉƴဌஹƢǔᒍʿȢȇȫƷႻᢌƱˊᜭСƷ᧙ᧉƱƠƯƷൔ
̊ˊᘙСݰλǛǊƙǔ৽৴ƴ̞ǔᒍʿƷ˩ࣱ
ᲭᡈˊඥɥƷᢠਫೌƴ᧙ƢǔؕஜҾЩձไ㝈㑅ᣲᑐ❧ࡍࡿᬑ㏻㑅ᣲղ」⚊ไ࡞ࡢᖹ➼㑅ᣲᑐ❧ࡍࡿᖹ➼㑅ᣲճ⮬⏤㑅ᣲմ⛎ᐦ㑅ᣲ
ᲮȆȸȞƴݣƢǔЎௌᙻᚌ㸸ࣟࢵ࣭࢝ࣥࣔࢹࣝࡢⱥಀࡿㄽⅬ㏆௦ἲୖࡢ㑅ᣲᶒ㛵ࡍࡿᇶᮏཎ๎ࢆ୧㍈ࡋ㸪㑅ᣲไᗘྐࡢ᥎⛣ࡑࡢ
১ᛐƱьλƷ᧙ᧉƔǒƢǔᒍʿ
⫼ᬒ࡞ࡿᨻ♫ᵓ㐀ࢆ㏻ࡌ࡚㸪㑅ᣲᶒᶒຊࡢᐇ㝿ࡢಖᣢ⪅ࡢ㞳ಀࡿᐇീࢆド᫂ࠋЍˎᛟႎᛯᚰᲴ১
ȢȇȫƷႻᢌƸᲦƦƷܱ७ƴ៊ǈᡂǉƱࠎᕓ҄ƢǔŵƜƷࠀᢌƷࠎᕓ҄Ƹݒ᪽Ʒภ܍ƱƍƏɲᎍƷ˩ࣱƴဌஹƢǔŵƜƷࠀᢌƷࠎᕓ҄Ʊ
ƦƷᏑƨǔݒ᪽Ʒภ܍ƱƍƏʚƭƷˎᛟƕŴ১ᛐƱьλƷ᧙ᧉưƷᒍʿɲȢȇȫƷႻᢌƱˊᜭСƷ᧙ᧉƴ᧙Ƣǔൔ̊ˊᘙСᲧᦟƷǑƏƴൟ
ॖǛӒପƢǔᢠਫСࡇᲧǁƷɲƷ৽৴ƷࢍƞƷ˩ࣱǛƢǔᦆಒࣞưƋǔŵ
ୡ⣖ⱥࡢ᭷ᶒ⪅ᩘ㑅ᣲྲྀᚓᖺ㱋ேཱྀᑐࡍࡿྜ
Ჯ ᢠਫСࡇƷܱ७ƱᒍʿȢȇȫƷႻᢌƷࠎᕓ҄㸸ୡ⣖୰ᚰᚲせᛂࡌୡ⣖ゝཬ
ࢠࣜࢫ
ࣇࣛࣥࢫ
ྑ⾲ࡢศᯒࣟࢵ࢝ࣥࡢⱥࣔࢹࣝࡢ┦㐪ࡢᕼⷧࡢᐇド㸸
㑅ᣲྲྀᚓᖺ㱋 ᭷ᶒ⪅ᩘ
㑅ᣲྲྀᚓᖺ㱋ே
᭷ᶒ⪅ᩘ
㹟㸱ձࡢᬑ㑅࡛ⱥࢆẚ㍑ࠋዪᛶཧᨻᶒᐇ⌧ࡀୡ⣖࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᬑ㑅ࢆ⏨ᛶᬑ㑅
༢༓ே  ேཱྀᑐࡍࡿ
༢༓ே  ཱྀᑐࡍࡿྜ
ྜ

ࡋ࡚ศᯒࠋЍ୧ᅜ࠾ࡅࡿ㌿ⅬࡢᏑᅾࠋձࡢ᭶㠉௨㝆ࡢࡑࢀ௨๓ẚ࡚ࡢ

᭷ᶒ⪅ᩘࡑࡢᡂே⏨ᛶேཱྀẚ⋡ࡢᖜ࡞ቑࠋࡇࢀࡣᡂே⏨ᛶᬑ㑅ᐇ㛵ಀࠋࡑ
 
ࢀ௨㝆ᩘᏐࡸྜࡣ୍ᐃ⛬ᗘቑຍࡍࡿࡶໃኚ࡞ࡋࠋղⱥ࡛ࡣ㺃㺃ᖺ➨    





୍ḟ㺃ḟ㺃୕ḟ㑅ᣲἲᨵ㠉ࡀᐇࡉࢀࡓࡀ㸪ᩘⓗ᭷ព⩏࡞ࡢࡣ᫂ࡽ➨୕ḟᨵ㠉ࠋ
ᖺᩘᏐࡀᙅቑ࠼࡚࠸ࡿࡢࡣᡂே⏨ᛶᬑ㑅㝈ᐃⓗዪᛶ㑅ᣲᶒᑟධࡼࡿࠋ     
 
㹠ⱥࡢ㑅ᣲไᗘࡢᐇែ㸸➨ḟ࣭୕ḟᨵ㠉࡛ᑟฟࡉࢀࡓᡞ㑅ᣲᶒ㸫ṇ☜ࡣࡑࢀ௨๓  


ࡢᅵᆅᡤ᭷➼ࡼࡿ㑅ᣲᶒࡶేᏑ㸫ࡣ⣙ࡢᡂே⏨ᛶࢆ㝖ࡍࡿไ㝈㑅ᣲᶒࠋ㸱ղࡢᖹ
 


➼㑅ᣲࡢほⅬࡽゝ࠼ࡤ」⚊ไ㸫ᖺ௨㝆ࡣ⚊ไ࡞ࡾ㸪ᖺᗫ㸫ࢆಖᣢࠋЍ
   

ᚑ᮶ࡽࡢ㑅ᣲᶒࡢ㈈⏘ᶒⓗᛶ᱁㸫ÝQPGXQVGQPGXCNWGÞ㸫ࡢ Ꮡࠋୡ⣖㑅ᣲἲᨵ


㠉ࡢᛮⓗ⫼ᬒЍẚ㍑ᑐ㇟ࡢ㠉ࡢⱥࡢⅭᨻ⪅ࡼࡿᑐᛂࡋ࡚ࡢఏ⤫ⓗ㑅ᣲ    


ᶒཎ๎㸫ྂ᮶⮬⏤Ẹࡀಖᣢࡋࡓᖖ㞠⏝⣡⛯ࢆ㦵Ꮚ㸫ࡢᅇᖐࠋཎ๎ࢆ‶ࡓࡋ࠺ࡿ    
ປാ㈗᪘ࡲ࡛ࢆཷࡅ─ࡍࡿᡞ㑅ᣲᶒࡀ㇟ᚩࠋᡞ㑅ᣲᶒࡼࡿẸ⩏㸫ᙜࡢ  


Ⅽᨻ⪅ࡢゝ࠺ከᩘ⪅ᑓไ࡞࠸ࡋហẸᨻ㸫ࡢ㑅ᣲཎ๎࡛࠶ࡿ⏨ᛶᬑ㑅㝖ࡢྵពࠋЍⓏ㘓    
 

ไᗘࡢഛࡽ㝖ᑐ㇟࡛࠶ࡿ͂UHVLGXXP̓ࡢ㑅ᣲᶒែࡢᩓぢࠋ
   
㹣ࡢ㑅ᣲไᗘࡢᐇែ㸸ᖺ᠇ἲࡢ័⩦ࡼࡿኚᐜЍ⤫㡿ࡢ௦㆟㝔ゎᩓᶒᑒ༳
   


ෆ㛶 ⮧ ࡢ㆟ ௦㆟㝔㺃ඖ⪁㝔 ࡢᚑᒓЍከඪไୗࡢ㐃ྜࡼࡿ㆟ከᩘὴᕥ





ྑࡉࢀࡿᨻᗓࡢᙅయᏳᐃࠋ➨୕ඹᨻୗࡢ㑅ᣲἲᨵ㠉ࡣ㺃㺃㺃㺃ᖺ


࡞ࡉࢀ㸪㑅ᣲ᪉ἲࡣ༙ࡀࣟࣥࢹࢫ࣐ࣥᢞ⚊ไ㸫ࣟࣥࢹࢫ࣐ࣥ 㒆 ࢆ༢ࡍࡿ  
ᑠ㑅ᣲ༊ከᩘ௦⾲༢グᅇᢞ⚊ไ㸫࡛㸪ᖺ௨ᚋࡢᅇࡢ⥲㑅ᣲ୰ᅇ࡛ᐇࠋၥ㢟Ⅼ   
㸫ձ㑅ᣲ㛵ಀ㸸」ᩘⓏ㘓࡛ࡢ」⚊ไ㺃ೃ⿵⪅➼ࡢᢞ⚊⏝⣬㓄ᕸࡸᢞ⚊ᡤ㛗ࡢពࡼ 


ࡿ㑅ᣲ᧯సЍ㺃ᖺἲ࡛ῶᑡղ⤯ᑐ⩏ࡢఏ⤫ࡶ㔜࡞ࡿ୰ኸ㞟ᶒⓗ⾜ᨻ⏤᮶ࡍ
Ჰ ஊೌᎍƱೌщƷ̬ਤᎍƱƷʇᩉ
ࡿᨻᗓࡢ㑅ᣲᖸ΅㺃௦㆟ኈࡼࡿ㑅ᣲ༊ࡢ┈ㄏᑟᨻࡢᶓ⾜㸸 ࠕ㈋ࡋࡃ↓୍ᩥࡢᆅ
ᇦࡢ᭷ᶒ⪅ࡓࡕࡣ㸪ࡶࡋᨻᗓೃ⿵⪅ࡀ㑅ฟࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪ᙼࡽࡀᆅ᪉ࡢᨵၿࡢࡓࡵࡢ㔠  ࠝⱥ࠾࠸࡚㢮ఝࡍࡿⅭᨻ⪅ࡢᨻ♫ᵓ㐀ࠞ
࡞࠸ࡋ௵⏝ࡸ❶ࡢᙧែ࡛ࡢᜠᜨࡘ࠸࡚ࡣఱࡶᮇᚅࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸▱ࡽࡉࢀࡿࠋࡇࡢ✀ࡢ⬣ ձᶒຊཬࡧẸ⩏ࡢไᗘୖࡢㄽ⌮㸸࡛ࡣᕥྑࢆ
ࡋࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᅽຊࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸㸪≉ࠊࡑࡢ≀ஒ࠸⏕άࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅ᪉ࡢᕷ⏫ᮧ⮬య ၥࢃࡎࠕঙඥǍᢠਫСࡇƸᲦഭӪႎƴǈƯᲦѨᎍƕٻݎƞ
࠾࠸࡚ࡣࠖ ճᛮⓗ⫼ᬒ㸸㠉ࢆ㏻ࡌࡓไ㝈㑅ᣲࢆṇᙜࡍࡿᅜẸᶒㄽ㺃㑅ᣲᶒබ ǍራࡇǛᅆƢƷǛ࢘ƯƴƢǔƜƱƕưƖƳƍƱƍƏƜƱư᧭
ົㄝ ᖺ᠇ἲ ᡂே⏨ᛶࡢᬑ㏻㺃ᖹ➼㑅ᣲࢆṇᙜࡍࡿேẸᶒㄽ㺃㑅ᣲᶒᶒㄝ ʗƴƓƚǔന֥ưƋǓዓƚƯƖƨࠖࡀ㸪ⱥ࡛ࡶ㠉
ᖺ᠇ἲ ୧⪅࠾࠸࡚➨୕ඹᨻୗ࡛㑅ᣲἲไຠຊࢆᣢࡕ⥆ࡅࡓࡢࡣ๓⪅ࠋ ࡢⅭᨻ⪅ࡢᑐᛂࡋ࡚ࡢẸ⩏ࡢ㜵Ἴሐ࡛࠶ࡿไ
ǇƱǊ㸸ᒍƸᢠਫСࡇᐯ˳ƕৎɼᢠਫೌǛɶ࣎ƴСᨂᢠਫೌǛภ܍ŵʿưƸဏ୍ࣱᢠ 㝈㑅ᣲࡋ࡚ࡢᡞ㑅ᣲᶒᡂᑵЍࠕೌщͨƔǒƷᅈ˟ወ
ƸܱྵƠƨƕᙐᅚСǍउॖႎᢠਫȷˡወႎɶځᨼೌႎᘍƴዂǉᢠਫฏǍМႩᛔ ݰӳƷᙲᛪƱƠƯƷ᧓ൟɼɼ፯ƸᲦൟɼɼ፯ྸࣞᲧɼ˳ႎ
ƋǔƍƸᢠਫඥСƴјщǛਤƬƨᢠਫೌπѦᛟƷנ܍ŵăȭȃǫȳƷȞǯȭȨȸ ӋьǍᐯႆႎᆃࡀ࢟Ʒμ᩿ႎܱྵưƸƳƘᲦወƷ࣏ᙲ
ࣱƱɲᇌƢǔርϋưƦƷφ˳҄Ǜ൭ǊǔƴƢƗƳƍࠖ
ȭȃȑȢȇȫƴƓƚǔᒍʿƷႻᢌƷܱ७ɥƷࠎᕓ҄
ղᒍࡢሙྜ㸸㆟ከᩘὴඪ㤳ࢆ㤳┦ࡍࡿ㆟㝔ෆ㛶ไ
ȆȸȞƷܱᚰ㸸ȭȃǫȳȷȢȇȫƴƓƚǔᒍʿƷႻᢌƸܱ७ƴ៊ǈᡂǉƱɥᡓƠƨǑ
ࢆಖᣢࡍࡿࡢ࡛㸪ᶒຊࡢ୰ᯡࡣෆ㛶࡞ࡿࠋࡑࡢϋ᧚
Əƴࠎᕓ҄ƠᲦɟܭƷൟɼ҄ƱƸᘻᐃƴɲƱǋݒ᪽ૅᣐǛภ܍ăȢȇȫɥƷႻᢌƷ
Ʒᅈ˟ನ 㹼 ࡣ㈗᪘㝵⣭㸣㺃୰⏘㝵㸣
ࠎᕓ҄Ʊݒ᪽Ʒภ܍ƱƍƏˎᛟƴǑǔᒍʿƷൔ̊ˊᘙСǁƷࢍƍ৽৴ƆᒍƸɦᨈᢠ
࡞ࡿࠋణࡋ㸪࠰ǇưưғЏǔƱᝮଈ᨞ኢᲟ㺃
ਫưƸ̔ƱƠƯݱᢠਫғС ܖٻᢠਫғưɟᢿŴӍŴྵנƷ߸૾עᜭ˟ưൔ̊ˊ
୰⏘㝵⣭㸣୧⪅ࡢ㛵ಀࡣ㏫㌿ࠋ
ᘙС ႎ ဇ ȷʿƸᇹׄσԧɦƱ࠰ˊƴɟႎݰλƇƷ˩ࣱƱƷܱᚰႎ
ճʿࡢሙྜ㸸ෆ㛶ࡣ㆟ᚑᒓⓗࡔࡗࡓࡀ㸪➨୕ඹ
Ჱ
 ኽᛯ
  ᧓ൟɼɼ፯ƷǸȬȳȞ
                       
1'&Ƹൟɼɼ፯Ǜࠕ୍ಶࡢᨻᗓ⤌⧊ࡣ㸪࡚ࡢఫẸࡼࡗ࡚ᡂ❧ࡍࡿሙྜ㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ࡚㸪 ᨻ 㹼 ୗ࡛ࡣ௦㆟ኈ⮧ࡶ⮬⏤ᴗࡸᩍ
ɟǛ˓ƤǔƷƴႻࣖƠƍᎍμՃᲦƦƠƯƦǕƸɼƴᢠЈƞǕƨˊᘙᎍǛᡫơƯƷǋƷưƋǔ ئဨ㞟ᅋ ୰⏘㝵⣭ ࢆฟ⮬ࡋࡓࠋ᪉㸪ɥޖɶင᨞ኢ
ӳƱƴЎƔǕǔſƱܭ፯Ƣǔࠋཪ㸪ҘᓶƸžൟɼɼ፯ƴƸٻКƠƯᲦႺൟɼ፯Ʊ᧓ൟɼ Ǎᝮଈ᨞ኢƸᘍࡅƷɥኢᘍᎰࡋ࡚୰⏘㝵⣭ฟ㌟
ɼ፯ƱƍƏʚƭƷီƳƬƨäᆔƕƋǓᲦ๓⪅͐ࡣ㸪͐Ẹ⾗ࡢ⮬ᕫ⤫ࡢᨻᙧែࢆពࡍࡿ͐ ࡢᨻᐙࡢᑐᓖࡢỌ⥆࡛⮬ࡽࢆಖドࠋ
ᢠਫೌᇤ٥Მ
୍᪉㸪ࢸᎍäƸᲦäˊᘙᎍƴǑǔ˓ۀወႎƳݒ᪽Ʒɟ࢟७ſƱƢǔࠋƜƜǇưƷᜭᛯǛ
ƜƷ᧓ൟɼɼ፯ƷཎࣉƔǒϐᎋƢǔƱᲦ࢘ƷໝᎍƕᐯǒƷݒ᪽ǛዜਤƢǔƨ
ǊƴᢠਫСƷൟɼ҄ǛወƷ࣏ᙲࣱƱƷɲᇌርϋưφ˳҄Ǜ൭ǊƨƜƱƕʕᚐƞǕ
ǔŵࡓࡔ㸪᪉࡛㸪ᨻཧຍࡢ᭷↓ࢆྵࡵ࡚Ẹ⾗ࡢᨻព㆑ࡣูㄽࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ
せཧ⪃ᩥ⊩㸸3HWHU)ORUD6WDWH(FRQRP\DQG6RFLHW\LQ:HVWHUQ(XURSHYROϨ6W-DPHV3UHVV 㑥ヂཧ↷ 1%OHZHWW͂7KH)UDQFKLVHLQ
WKH8QLWHG.LQJGRP̓3DVWDQG3UHVHQW03XJK7KH(YROXWLRQRIWKH%ULWLVK(OHFWRUDO6\VWHP7KH+LVWRULFDO$VVRFLDWLRQ
)%6PLWK7KH0DNLQJRI7KH6HFRQG5HIRUP%LOO*UHJJ5HYLYDOV-+DUULV͂%HWZHHQFLYLFYLUWXHDQG6RFLDO'DUZLQLVPWKHFRQFHSWRIWKH
UHVLGXXP̓'(QJODQGHUHGV5HWULHYHGULFKHVVRFLDOLQYHVWLJDWLRQLQ%ULWDLQ$VKJDWH3XEOLVKLQJ&RPSDQ\:/*XWWVPDQ7KH%ULW
LVK3ROLWLFDO(OLWH0DFJLEERQ .HH$&ROH 3&DPSEHOO)UHQFK(OHFWRUDO6\VWHPVDQG(OHFWLRQVVLQFH$QFKRU3UHVV-:*DUQHU͂(OHFWRUDO
UHIRUPLQ)UDQFH̓$PHULFDQ3ROLWLFDO6FLHQFH5HYLHZ/HV&RQVWLWXWLRQVGHOD)UDQFH3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVGH)UDQFH 㑥ヂཧ↷ ྈ㔝㞞
ேࠗ㑅ᣲไᗘ௦⾲ไ࠘ວⲡ᭩ᡣ㎷ᮧࡳࡼᏊࠗࠕᶒࠖࡋ࡚ࡢ㑅ᣲᶒ࠘ວⲡ᭩ᡣ㸪3LHUUH%LUQEDXP7KH+HLJKWRI3RZHU7KH8QLYHUVLW\RI
&KLFDJR3UHVV 㑥ヂཧ↷ 㜿㒊ᩧࠗࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࡢㄽ⌮࠘୰බ᪂᭩㸪༓ⴥ┾ࠗࢹࣔࢡࣛࢩ࣮࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪
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䢢 䲑䢢 ⤫୍傻僲僅⤌⧊䢢 Ṕྐⓗ僑␗僐僱⫼ᬒ僸ᣢ僊儆兏儚儝兟兑児兠儰ᆅ᪉僔儆儛光儕儮儜⣔兊儤先ᩍᚐ僎䢢
䢢 䢢 䢢 䢢 ༡す㒊僔償儹儅兏儫儇兠⣔兊儤先ᩍᚐ傲ྠ୍僔つ๎僔ୗ働ಙ௮僸⾜催傏䢢
䢢

䢢 䲑䢢 䢳䢺䢵䢲ᖺ௨㝆僔兊儤先ᩍᨵ㠉㐠ື䢢

傘ゎᨺ凚ᕷẸᶒᤵ凛備僑ឤㅰ傿僱ᙧ働兊儤先ᩍᚐ僑僮僱䢢
䢢 䢢 䢢 䢢 ᪂傽傪᐀ᩍ僔ᐃ⩏傎儆儈儫兗優儇優儇స僰傲ጞ僤僱傏䣥䣨䢰䢢ୡ兟᐀ᩍᩍ⫱傎免儷僔ᐃ⩏傎♩ᣏ᪉ἲ➼僔ኚ䢢䢢㻌 㻌

ᆅᇦⓗ≉ᚩ䢢

ᆅᇦⓗ≉ᚩ䢢

䢢凣䢢 儹免兗儝ᆅ᪉傱僯僔ᛴ⃭僐兊儤先ேཱྀὶධ僎ඹ僑Ⓨゝᶒ僸ቑ傿傏䢢
䢢凤䢢 䢳䢺䢴䢵ᖺ௨㝆儹免兗儝ㄒ僔兊儤先⣔㞧ㄅ僔ห⾜傲⥆傳傎᪂▱㆑ᒙ僸ᙧస僱傏䢢
䢢凥䢢 ♫ⓗୖ᪼僸┠ᣦ傽傎ປാ⪅僔⫱ᡂ兟ᩍ⫱僑⇕ᚰ傏䢢

䢢凣䢢
䢢凤䢢
䢢凥䢢
䢢処䢢

୰ኸ㛗⪁僎儵兎ᆅ᪉㛗⪁僑僮
僱୰ኸ㞟ᶒ兟ᨵ㠉㐠ື䢢
䢢
䢳䢺䢵䢻ᖺ䢢 つ⣙ⲡ䢢 䢢
䢳䢺䢶䢶ᖺ䢢 ୰ኸ㞟ᶒ僸ྲྀ僰Ỵ僧僅䢢
䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢᪂つ⣙ไᐃ䢢 䢢
䢳䢺䢶䢸ᖺ䢢 ᐀ᩍⓗෆᐜᨵṇ僸ྵ僦䢢
䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢䢢ᨵ㠉僔㠀僸ၥ催免儷㑅ᣲ䢢

㻌


傜ၥ㢟ᥦ㉳傝䢢

㸯 ㈋ࡋ࠸ࣝࢨࢫ࣭࣮ࣟࣞࢾ⿱⚟࡞࣎ࣝࢻ࣮
  ࠸࠺ᑐẚࡣṇࡋ࠸ࡢ㸽
㸰 ࣘࢲࣖᩍᨵ㠉ᑐࡍࡿಖᏲὴᨵ㠉ὴࡣ
  ࡢࡼ࠺ศᕸࡋ࡚࠸ࡓࡢ㸽


㛗⪁僔免儷Ꮫᰯ傲⨨傱僲傎儹免兗儝ᅵ僔᐀ᩍⓗᣦᑟ⪅ᒙ僸㍮ฟ傽僅傏䢢
㠉๓僑兊儤先ேゎᨺ㐠ື僔ඛ㥑傷僎僐僱傏䢢
䢳䢻ୡ⣖๓༙僑充儝ฟ㌟⪅傱僯ᨵ᐀⪅傲ከ債ฟ僱傏䢢
䢳䢺ୡ⣖ᮎ僔兊儤先ᩍ僔ၨⵚ⩏㐠ື凚儳儝儏免兠凛僔儹免兗儝僑傰傷僱୰ᚰᆅ傏䢢
傘☜傱僑傎僨傽୰ኸ㛗⪁傲ពᅗⓗ
働僕僐傪僑傽僳ఱ傲傽傱僔᐀ᩍつᐃ
僸傿僐僯僖傎୰ኸ㛗⪁僔ᩍ⩏
僑❧僇ྥ傱催傹僎僸⚾僕⮬ศ僔⩏ົ
僆僎⪃傮僱傏備䢢
傘傹傹ᩘᖺ儭儈儨働僕᐀ᩍ僑ከ傱僲
ᑡ僐傱僲◚ቯⓗ僐ኚ僸僨僅僯傽僅
傪ⱝ傪免儷僔㞟ᅋ傲⏕僤僲僌傪僱傏備䢢

㈨ᩱ処䢢 䢢 1846ᖺ僔充儝㛗⪁免儷傱僯ୡ充兗儴兠僑ྥ傷僅ᡭ⣬

㈨ᩱ凤䢢 䢢 1839ᖺ僔つ⣙ᨵṇ僎䢢 1844ᖺ僔᪂つ⣙

⤖ㄽ䢢

⤖ㄽ䢢

ಙ௮ⓗ働僕僐傪兊儤先ᩍᚐ僔Ꮡᅾ僎ᨵ᐀傲ၥ㢟僎僐僰傎䢢
ไᗘⓗ僐⤫୍僑ຍ傮僌᐀ᩍⓗព⩏僸ๅ᪂傿僱᐀ᩍ
ⓗᨵ㠉僞僨✚ᴟⓗ傏䢢
䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 凯ᨵ㠉ὴ䢢 䢢

ఏ⤫僸Ᏺ僱免儷僎兊儤先ᩍၨⵚᛮ僑⢭㏻傽僅㐍Ṍ
ὴ僔୧⪅傲ΰᅾ傏ఏ⤫ὴ免儷働储僉僌僨ᨵ㠉㐠ື僑
ヲ傽傪傏僤僅傎ᨵ㠉㐠ືึᮇ僔ඛ㥑⪅僨㍮ฟ傽僅傏䢢
凯ಖᏲὴ凝ᨵ㠉ὴ䢢

ᆅᇦⓗ≉ᚩ䢢

ᆅᇦⓗ≉ᚩ

凣䢢 ᐀ᩍⓗ僑ᆅ᪉僎␗僐僱償儹儅兏儫儇兠⣔兊儤先ᩍᚐ傏䢢
凤䢢 ୍ᗘ儑兎儝儬ᩍ僑ᨵ᐀傽僅僅僧傘ୡ備傲㐍價働傪僱傏䢢
凥䢢 ㈠᫆ၟ傲ከ債ẚ㍑ⓗ⿱⚟傎ᆅᇦⓗ僑儑
儑兎儝儬ᩍᚐ僎僔䢢

凣䢢 䢳䢺䢳䢺ᖺ僤働ᕷẸᶒ僸ไ㝈傻僲僅傏䢢
凤䢢 兊儤先⩏傲ᙉ債傎ྛ௦僑㏕ᐖ傲ሗ࿌傻僲僱傏䢢
凥䢢 㠉௨๓僕儝儬免儝儺兠兏➼㒔ᕷෆ僞僔ᒃఫ傲チ傻䢢
䢢 䢢 僲僀傎䢳䢻ୡ⣖僨ᩘ༑ே༢僔兊儤先ඹྠయ僑㞟ఫ傏䢢

䢢 䢢 ὶ傲ከ債兊儤先⩏僨ᙅ傪傏䢢
㈨ᩱ㸯 1846ᖺࡢ㛗⪁ศᕸᅗ 凚±   ǡͳͺͶ͵ሻ

㈨ᩱ凥䢢 䢢 1846ᖺ僑兀兏儭兠㛗⪁㆟㛗傲儵兎僑ྥ傷僌㏦僉僅傎ᨵ㠉僑ᑐ傿僱ᡭ⣬䢢

傘储僐僅傲฿╔傽
僅㝿僑僕傎凚儹免兗
儝僸௦⾲傿僱㛗
⪁免儷僔凛㑅ᣲ
傲傎ಙᚰ῝債傎Ⰻ
㆑傲储僰傎ኚ僑
ᑐ傽傎≉僑
ᡃ傑僔௦僎ㄪ
傿僱ᐶᐜ僔ཎ
๎僑㏻傾僌傪僱免
儷僑ᑟ傱僲僱僮催
储僐僅᪉僑傰㢪傪
傿僱傽傱储僰僤僁價傏
凚୰␎凛᪤僑῝้
僐ᑐ❧傲⏕傾僌傪
僤傿傏備䢢

䢢
傘傹僲僯⨫ྡ⪅凚儽兏儹儍兠兏僔兊儤先
ᩍᚐ凛僕傹傹働୰ኸ㛗⪁傲ᥦ傽
僅ᨵ㠉僑僊傪僌傎୰ኸ㛗⪁僎ㄽத
僸ጞ僧僱僊僨僰僕僐傪傲傎ከᩘ僔儹免兗
儝僔免儷僸ྵ僦傎兌兠兑儧儵働僨᭱僨ඃ
僲僅䢵䢲䢲ྡ௨ୖ僔免儷僑ᨭᣢ傻僲僌傎
兊儤先ᩍ僑僨僅僯傻僲僮催僎傽僌傪僱傪
傱僐僱ᨵ㠉僑僨ᑐ傿僱傹僎僸᫂☜僑
⾲᫂傿僱傏備䢢
䢢

⤖ㄽ䢢
᪤僑ᕷẸᶒ僎ᆅ僸ᚓ僌傪僱Ⅼ僸㔜せど傽傎᐀ᩍⓗෆᐜ僸ኚ傻僁僱傹僎僑僕ᑐ傏䢢
僤僅傎ୡὴ傲ᙉ傪儵兎僑ᑐ傽僌免儷僔㔜せᛶ僸ㄝ債傏䢢 䢢 䢢 䢢 䢢 凯ಖᏲὴ䢢 䢢

㈨ᩱ凧䢢 䢢 1846ᖺ僔儆兏儚儝僔27ඹྠయ僑僮僱ᨵ㠉僑ᑐ傿僱⨫ྡ
⤖ㄽ䢢
兊儤先ᩍᚐ僕㠉௨๓僎ኚ僵僯僒ඹྠయ僑ᒓ傽傎㛗⪁僔免儷Ꮫᰯ働ᩍ⫱僸ཷ傷
僌傪僐傪ୡ௦傲᐀ᩍⓗᣦᑟ⪅僎僐僱傏傿僟僌僔ኚ僑ᑐ傽僌ᑐ僸⾲᫂傏凯ಖᏲὴ䢢

傜傹僲僤働僔⤖ㄽ傝䢢
凣䢢
䢢䢢
䢢䢢
凤䢢

儆兏儚儝ᆅ᪉僎兑児兠儰ᆅ᪉僕ྠ傾儆儛光儕儮儜⣔ඹྠయ僎傽僌ྠ୍ど傻僲僪傿傪傲傎儆兏儚儝ᆅ᪉働僕ᑠඹྠయ僔免儷傲ఏ⤫ὴ儔兏兠儻僸䢢
ᙧᡂ傿僱僔僑ᑐ傽傎㏆௦௨๓僑兊儤先ᩍၨⵚ㐠ື僔୰ᚰᆅ働储僉僅充儝働僕傎傘ゎᨺ備௨㝆僨儭儈儨僔兊儤先ᩍᨵ㠉㐠ື僔ືྥ僸ᢕᥱ傽䢢
傘儹免兗儝僔兊儤先ᩍ備僞僔ᥦゝ僸⾜催僐像傎ඹ僑ఏ⤫ὴ働储僉僌僨ᛶ᱁傲␗僐僱傏僤僅傎充儝僕ఏ⤫ὴ僆傷働僕僐債ᨵ㠉ὴ僨㍮ฟ傽僌傪僱傏䢢
傘ୡ備傲㐍價働傪僱僎ゝ僵僲僱兀兏儭兠僔償儹儅兏儫儇兠⣔ඹྠయ僕傎᐀ᩍⓗ僑僕ಖᏲⓗ僐ഴྥ傲ぢ僯僲僱傏䢢

➨64ᅇ᪥ᮏすὒྐᏛ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌

110

31 May- 1 June, 2014㻌 㻌 㻌 㻌

ࡢࣼ灚炄灙炕灒瀉ࡢ徑ӆ修嬴ࣗ瀃瀽灇炃灒٩֡
⃬‣ ⁖⁓‒⁙⁛⁞⁘↝࠰ႆឱⅺ↸⃬‒
҅߷‒ ෬‒≌ܖٻޛޢ≋ٽ
ᲢᡲዂέᲴkestrelvulture@gmail.com 

ᲫŴෙႻȁȫȀȸǹƴǑǔෙϐዻᚘဒ
ȷᇹɟഏǰȩȃȉǹȈȳϋ᧚ƷෙٻᐫȁȫȀȸǹᲢ˓נ
ᲣƸŴƓǑƦ࠰ƿǓƱƳǔٻੑƔǓƳෙϐዻǛᘍƳƬƨŵ
ȷɭኔɶᓶƴƓƚǔǤǮȪǹෙƷᡈˊႎϐዻÜÜέᘍᄂᆮƸɼƴ
ෙኵጢો᪃Ʊဦȷ২ᘐႎ᩿ͨƔǒŵ
ȷƠƔƠHN[KPIUSWCFTQPƴ᧙Ƣǔφ˳ႎᄂᆮƸƜǕǇưᘍƳǘǕƣŵ

ᲬŴHN[KPIUSWCFTQPƱƦƷഭӪႎˮፗƮƚ
ᇹɟഏHN[KPIUSWCFTQP ЈχᲴƀᑋෙᚡƁR 

ŦHN[KPIUSWCFTQP ! Ʒཎࣉ
ȷ᳸ᨶᆉࡇƷᔕൢȕȪǲȸȈŴǳȫșȃȈᑞưዻ
ƞǕǔŵȁȫȀȸǹƷᏁƍǓưоᚨŵ
ȷ˓ѦƸɭမԗᑋƠƭƭŴݩτƷጀƱUJQYVJGHNCI
ȷࢼஹƱီƳǓŴೞѣႎƴᢃဇƞǕǔנ܍ŵ
ȷƍǘǏǔžᔕൢෙſƷᚾჽᲹ

ŦƦƷഭӪႎˮፗƮƚ
ĬᲴǤǮȪǹෙƷཞඞ
ȷᨂǒǕƨʖምƱʴՃŴᛢƤǒǕƨٶᆔٶಮƳ˓Ѧŵ
ȷžஙᙌࠌឥෙſąžᤧᙌឥෙſǁƷᆆᘍŵ

ĭᲴǤǮȪǹஜࡅƷȷᝠႎཞඞ
ȷዬᝠƴƱǋƳƏʙᝲЪถƷਖ਼ᡶŵ
ȷᓇٻƳෙኺᝲЪถǛ൭ǊǔɭᛯƷѣƖŵ
ȷưƖǔƩƚžܤɥƕǓƳſ᧸ሊǛਦӼŵ

ĮᲴǤǮȪǹࠔƷཞඞ
ȷᐔࢌǛዓƚǔࠔŵ
ȷᡫ̮ŴᡛȍȃȈȯȸǯƷႆᢋȷᡆᡮ҄ŵ
ȷᐯౡൟעƔǒƷǤǮȪǹʙщƷݱƱŴౡൟ᧸ע
ᘓ˳СƷ٭᪃ŵ
ŦූƔƼɥƕƬƯƘǔƍƘƭƔƷˎᛟ

ᇹɟഏHN[KPIUSWCFTQP݃ล עЈχᲴƀᑋෙᚡƁR 

ˎᛟĬᲴHN[KPIUSWCFTQPƸŴǤǮȪǹෙƱƍƏǑǓ
ǋŴȁȫȀȸǹǍǰȩȃȉǹȈȳƱƍƬƨܼƨƪƷ
ॖӼƴඝƬƯႆឱƠƨƷưƸƳƍƩǖƏƔᲹ

ąኺᝲЪถƱෙщƷዜਤŴࢍفƱƍƏჳႽǛૼ২ᘐƴ
ǑƬƯᚐൿƠǑƏƱƢǔŵ
èƀˡᚡƁᇹᇘᲢRR᳸ᲣෙႻ˓ݼƷᛟ
 9JCVYGYCPVKUCUVTQPI0CX[C0CX[KP
YJKEJVJGCRRNKCPEGUUJQWNFDGVJGDGUVVJCV
ECPDGQDVCKPGFHTQOVJGKORTQXGOGPVUGHHGEVGF
D[OQFGTPUEKGPEG ä 

ąžૼ২ᘐſƴݣƠƯʴŷƕৼƘȝǸȆǣȖƳǤȡȸǸ
ǛМဇƠƨŴෙኺᝲЪถƷ࠼ԓذႎ᩿ͨǋᲹ
ȷʙႸႎƕࢍƍƳǒŴƳƥጀࡇƷ˯ƍཞ७ƳƷƔŵ


ˎᛟĭᲴᇹɟഏHN[KPIUSWCFTQPƴƸŴౡൟ᧸עᘓբ᫆
ưੵǕǔǪȸǹȈȩȪǢŴȋȥȸǸȸȩȳȉƱƍƬƨᐯ
ౡൟעƴŴǤǮȪǹஜǁƷ̮᫂ǛӕǓƞƤŴ᧸ᘓ
ኺᝲƷਃǛኛࢽƞƤǔႸႎƕƋƬƨƷưƸᲹ

ąǪȸǹȈȩȪǢŴȋȥȸǸȸȩȳȉǁƷ᫁ጛƳ݃ลŵ
èƀᑋෙᚡƁR ᇹɟഏUSWCFTQPƷ݃ลע
 ȞȇǤȩŴȐǤȸǢŴȪǪȇǸȣȍǤȭŴȢȳȆȓȇ
ǪŴǱȸȗǿǦȳŴȡȫȜȫȳŴǷȉȋȸŴțȐȸȈǿ
ǦȳŴȪȈȫȈȳŴǦǧȪȳȈȳŴǪȸǯȩȳȉŴ್ාŴ
ȐȳǯȸȐȸŴțȎȫȫŴȐȫȑȩǤǽŴȐǤȸǢŵ

ąǪȸǹȈȩȪǢưƷڤॖႎƳടᡇŵ᧸ᘓኺᝲਃǋǍ
ǉƳƠƱƍƏॖᙸǋŵ
ąɟ૾ǤǮȪǹஜưƸŴஜ᧸ᘓƷ᩿ƔǒǋŴHN[KPI
USWCFTQPǛᢒ૾ƴᢔƢǂƖưƳƍƱƍƏᜭᛯǋŵ


ᲭŴǇƱǊ

ȷˌɥƷƜƱǛ៊ǇƑǔƱŴHN[KPIUSWCFTQPƸǤǮȪǹ
ෙƷɟᑞᨛưƋǓƳƕǒŴȷᝠŴƋǔƍƸࠔႎ
ƳᚇໜưǋŴ࢘ƷǤǮȪǹࠔƕፗƔǕƨཞඞǛ˳ྵƢ
ǔנ܍ưƋǔƱᎋƑǒǕǔŵHN[KPIUSWCFTQPƦƷǋƷƷ
ᚐଢƱƱǋƴŴƦǕǛǑǓ࠼ƍ૨ᏦƴˮፗƮƚǔƜƱǛᚾ
ǈŴǤǮȪǹෙƱƍƏЏǓӝƔǒŴǤǮȪǹࠔӪƴ
ᡈƠƯǏƖƨƍŵ
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Childers 1827-1896, London, John Murray, 1901. vol.1. (ƀˡᚡƁ)
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Parliamentary Papers Online.
Navy estimates, for the year 1870-71, with appendix, 1869-70 (50), House of Commons
Parliamentary Papers Online.
House of Commons, Debates, 1870, vol.203, pp. 1238-40.
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ɭኔȕȩȳǹƷ܇ڡᏋƴƓƚǔܪᏋǛǊƙƬƯ
ޛϋဌᲢʮᣃܖٻܖٻᨈʴ᧓ȷܖؾᄂᆮᅹ ҦٟࢸᛢᆉᲣ
[WMCUENCKTG"JQVOCKNEQLR

┠ⓗ
ࣇࣛࣥࢫࡢዪᏊᩍ⫱࠾ࡅࡿ᐀ᩍᩍ⫱ࡢᙺ࠾ࡼࡧࡑࡢኚ㑄ࢆ⪃ᐹࡍࡿ
ዪᏊᩍ⫱ࢆࡵࡄࡿືࡁ

ඛ⾜◊✲㸭ၥ㢟ࡢᡤᏑ

ୡ⣖㸸ዪᏊᩍ⫱ࢆ┠ⓗࡍࡿዪᏊಟ㐨ࡢㄌ⏕
ᖺ㸸ࣇࣛࣥࢫ㠉Ѝᖺࠕ⪷⫋⪅Ẹᇶᮏἲࠖಟ㐨㝔㛢㙐
ᖺ㸸ᨻᩍ᮲⣙Ѝಟ㐨㝔⯆ࡢࡋ
ᖺ  ᖺ㸸ዪᏊᩍ⫱㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ୰ᚰࡋࡓ᪂⪺ࡢห⾜
ᖺ㸸ࢠࢰ࣮ἲЍᖺዪᏊ㐺ᛂ
ᖺ㸸ࣇ࣮ࣝἲ
ᖺ㸸ࣇࣛࣥࢫᅵࡢዪᏊᐤᐟᏛᰯࡢ࠺ࡕࡀಟ㐨㝔ᐤᐟᏛᰯ
ᖺ㸸ᩍ⫱⮧ࢹࣗࣜࣗࡼࡿࠕㅮᗙࠖ㛤ㅮ
ᖺ㸸࣑࣮࣭࢝ࣘࢭ࣮ἲ
ᖺ㸸ᨻᩍศ㞳ἲ

ᖺ௦ࡽ⾜࡞ࢃࢀ࡚ࡁࡓࣇࣛࣥࢫዪᏊᩍ⫱◊✲ࡣἲไᗘ୰ᚰ
࣭≉➨୕ඹᨻᮇࡢዪᏊᩍ⫱බᩍ⫱↔Ⅼ
࣭ಟ㐨㝔ᐤᐟᏛᰯࡢᏑᅾࡢ┳㐣
ዪᏊᩍ⫱ࡢබᩍ⫱㸻ࠕᩍࡢ⭸ࡢୖࠖࡽࡢษࡾ㞳ࡋ
࣭බᩍ⫱௨๓ࡢ➨ᖇᨻᮇࡢಟ㐨㝔ᐤᐟᏛᰯࡢ㝯┒⌧㇟
࣭᐀ᩍዪᏊᩍ⫱ࡢ⤖ࡧࡘࡁࡢᢈุ
эዪᏊᩍ⫱ࡢሙ᐀ᩍࡀࡢࡼ࠺Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓࡢ㸽
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⪷ᚰࡘ࠸࡚
ᖺ㸸࣐ࢻ࣮ࣞࢾ㸻ࢯࣇ࣮࣭ࣂࣛࡀ࣑ࣥ❧ࡋࡓዪᏊᩍ⫱ಟ㐨
ᖺ㸸࣑ࣥ᭱ึࡢᏛᰯࢆ㛤ࡃࠊࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘ࡢసᡂ
ᖺ㸸ᮏ㒊ࢆࣃࣜ⛣ࡍ
ᖺ௦㸸࣮ࣚࣟࢵࣃཬࡧ࣓ࣜ࢝㐍ฟ
ᖺ㸸ࠗ⪷ᚰᐤᐟつ๎Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦Règlement des pensionnats et plan
d’étude de la société du Sacré Cœur㸧࠘Ⓨ⾜
ᖺ㸸❧⪅Ṛཤࠋಟ㐨㝔ᩘࣇࣛࣥࢫࠊ࣓ࣜ࢝㝣ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜ

400

200

ዪᏊᩍ⫱࠾ࡅࡿ᐀ᩍࡢᙺࡣ͐

0

➨୍ᖇᨻ

ྂ⋤ᨻ

᭶⋤ᨻ ➨ඹᨻ ➨ᖇᨻ ➨୕ඹᨻ

Ⓩ㘓ࡉࢀࡓዪᏊಟ㐨ᩘ
/DVWDWLVWLTXH GH ࣃࣜබᩥ᭩㤋ᡤⶶྐᩱ) ࢆඖసᡂ

ᖺ∧ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࠘ࡼࡿ㛫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 
 
 
 

㉳ᗋ
ᮅࡢ♳ࡾࠊ㟋ⓗㄞ᭩
ㄢ㢟ࡢࡓࡵࡢ⮬⩦
࣑ࢧ
ᮅ㣗
Ꮫ⩦ ศㄢ㢟ࠊศண⩦
ᤵᴗ
ఇ᠁ ࣞࢡ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ
ࡘ࡙ࡾᏐ
ㄢ㢟ࡢࡓࡵࡢ⮬⩦
㣗
ఇ᠁
⦭㸦ጞࡵ⤊ࢃࡾࣟࢨࣜ࢜ࡢ♳ࡾ㸧
࠾ࡸࡘࠊఇ᠁ࠋᕼᮃ⪅ࡣ⪷యゼၥ
ᤵᴗࡢࡓࡵࡢ⮬ண⩦
ᤵᴗ
ㄢ㢟ࡢࡓࡵࡢ⮬⩦
᐀ᩍᤵᴗ
ኤ㣗
ఇ᠁
⮬⩦ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣእᅜㄒᤵᴗ
⪷ḷ⦎⩦
♳ࡾᑵᐷ

ձ⏕άࡢつ⠊ࡋ࡚
ղ㐨ᚨつ⠊ࡋ࡚

ճ▱⫱ࡋ࡚ࡢ᐀ᩍᩍ⫱ࡢᏑᅾ
ᖺ∧ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛࠘ࡢࠕ᐀ᩍ㸦5HOLJLRQ㸧ࠖ
ࠕ᐀ᩍࡣᩍ⫱ࡢᇶ♏࡛࠶ࡿࡽࠊ⏕ᚐࡑࡢࡇࢆᩍ࠼ࠊᾐ㏱ࡉࡏࡿࡓࡵ
ࠊఱࡶ࠾ࢁࡑࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
“La Religion étant la base de l’éducation, on n’oublie rien pour en instruire
et en pénétrer les élèves.” p.111
۔ࢡࣛࢫ࡛࢝ࢸࢩࢫ࣒⚟㡢ࡢᏛ⩦ࢆ⾜࡞࠺
Ў
ᖺ∧ࠗᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛࠘ࡢࠕ᐀ᩍᩍ⫱㸦,QVWUXFWLRQ5HOLJLHXVH㸧ࠖ
ࠕ᐀ᩍྐࠊ᐀ᩍᩍ⩏ࠊ᐀ᩍ㐨ᚨࡢᩍ࠼ࡣᩍ⫱ྠᵝ▱⫱ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊ㔜
せ࡞㒊ศࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ
“L’enseignement de l’histoire de la religion, de ses dogmes et de sa morale,
est la base et la partie principale de l’instruction comme de l’éducation que
nous donnons à nos élèves.” p.79
ࠕ۔᐀ᩍᩍ⫱ࠖࡢᤵᴗࡣ⏕ᚐࡓࡕࡢᖺ㱋⩦⇍ᗘᛂࡌ࡚ࢡࣛࢫศࡅ
→ᩍᖌࡣ♩ࡘ࠸࡚ࡼࡃㄝ᫂ࡋࠊ⏕ᚐࡣ⌮ゎࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡓ
۔⛉┠ࡢᩍᮦࡶࠕ༤㆑࡛࢟ࣜࢫࢺᩍಙ᮲ྔ࠺ࡶࡢ(ouvrage d’érudition et
de principes catholiques)ࠖࡉࢀࠊࠕグ᠈ຊุ᩿ຊࢆඹ㘫࠼(la mémoire
et le jugement s’exercent ensemble )ࠖࡿࡇࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ୖ۔⣭Ꮫᖺࡢ⏕ᚐࡣࠕㄽ⌮Ꮫ࢟ࣜࢫࢺᩍဴᏛࡼࡗ࡚ᙼዪࡓࡕࡢุ᩿ຊ
ࢆᩍࡲࡓⓎ㐩ࡉࡏࡿᣦᑟࢆ⾜࡞࠺ࠖ
“nous conseillons de développer et affirmer leur jugement par un peu de
logique et de philosophie chrétienne. “ P.110
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ՓѾᒊᬛἝἕἜἼἨἷᾙὥᾇύᾫᾷἹἕ᥅χցὣႏἨ
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ἷἕἴἰἿἜẩᾚᾯὼᾫὦᬛἝᾙὥᾇύᾫᾷἿϰἹἻἴἷἕ
ᯕԢᏈὣịᄀໄЛỌἿ࿙Ἔԋ
ἠᓣἿͳἸటἜἼἪẪ
ɣọᾕᾷᾅỎ៌Ἷඏᝯ
ɣᇿካᯃ Ắ ᾙὥᾇύᾫᾷષዉἿҹϰѿὣటἜἼἪ
ƆԢᥲԎ៌ṺẟẘẍẒṖ ẙẜ ẞẒẏ ṶẙẘẎẙẘ ṭẒẋẜẓẠẋẜẓἹἨἷẩ ṛṢṞṛभṡ
ȩ ᾚᾯὼᾫὦᬛἝᡫఅἿথᮧὣדἢἵἵᾙὥᾇύᾫᾷἿϰ
ಆṛṡԻԎẪṛṣṣṜभṞಆṢἿॎԎἸẩ᎓ṛṟṚभἼ༗ἴἷᆃ
ἹἻᦂኆếξዉἷಉἜఌᝉಉὉἿኃᜊỀ
ԎἦὝἰẪ
Ȫ ᧺ݸᄀᄁϰԞἿথᮧế᧺ݸᄀᄁఌᝉಉἿᆃᦈỀ
Ɔ៝ᒊὀᇴᠡαᬛᄌ৮
ȫ ᾚᾯὼᾫὦᬛἜՓѾᒊᬛὉἿϞếכᇎἿনԸỀ
ƆՓѾᒊὉἿ״ὀἓἴἰἝẩᡸಙᑬἿϰԞἹኀऽἿᏙଡὣ
Ԫ୦
ω͢ẩ᥅ႲχἼἛἢỗἵἿ᜕ಉজ੪ἿᾄὨᾎᾣέώὣẩᄀᄁ ƆṛṢṞṠभἿϰᢈை٫ἿẩचἿἦἻᦂἲὕནኗὣᾚᾯὼᾫ
ἹᡯἿͯ᭼ἜଲἙ᥆ἪẪಙؐܢὀẩȫἿᯃἿ͜ዟἹἨἷ
ὦᬛὉἿ״ὕӀὣἤὒἰᏱ
ϫᑔρἢẪ
ƆᾚᾯὼᾫὦցὉἹἴἷἕἠό̵ᾸὥᾷᾌἿݳණἻἻἧ
ἨἿಇὛණὣἠẪ

ỖẬịᡯᧀइỌᾱᾷᾍᾷἹᾙὥᾇύᾫᾷজષἿᓎో
ịᾱᾷᾍᾷẩὨ̵ώᾌậὬᾷᾍἿᢿ۟Ọ
ԅӄỀṬẜẓẑẝṒṛṣṢṝṧṜṚṚṞẮṝṢṛṓ

ᾱᾷᾍᾷἿ͜ݸᄁංἸἓἴἰ᜕௭ᄁංὀݰංԞἸἓὛẩᡟἝ
ٟ࢈Ὁ௭ὣὓἕἼᢥẩᔬࠞἸἥἠ֢ἻՉࣸὣՉἙἷἤ
ὝὣૌἪẪἤἿὙἻᦂኆὣᎲὐװὠἬẩ᜕ಉἿṛᇎἝࠣષἪ
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ષἦὝἰẪ
ฌዶἼᾱᾷᾍᾷἿξዉࣸᎲװὀݏཏၛ੪ἹἻὛẩὪὫώᾌậὬᾷᾍ
ὪὫώᾌ Ὤᾷᾍ
ἿἿ᱔ीἹइӈ۟ׯἼἪݳἿ ᕊीẩἮἨἷἮ
ἿἿ᱔ीἹइӈ۟ׯἼἪݳἿ͜ᕊीẩἮἨἷἮ
ἿἰὒἼѾἠὨ̵ώᾌậὬᾷᾍἿϭἰἲἹἕඥۈἝષዉἨἰẪ

ỗẬό̵ᾸὥᾷᾌἹޞαǙịઑὝỌᠡἿজષἹᆸΚБࠊЛ
ͳޞếᾕ̵ᾊὧ̵ἿԪỀịޗණὀθݵẩᆆἕᾦώᾮᾷὣᇎἪἜƘỌ
ޞαịὤẩἮἾźὼὫ̵ᾷỌ
ۈổẮबዾ ṛṢṡṠभṢಆṛṜͳޞ תịἮὝἻታὀ᭴ἕύᾯέὣᇎἪẩᜑኰἨἰἠἻἕἿἸźỌ
ۈỖẮᾢᾢἰἲὉἿᾖᾷᾌṛṢṟṠभṞಆṟת

ࠄࠠͳޞỞịἻὤἷὝἕἻὰὪᾷἻἿźỌ
ࠄࠠͳޞởịὌὤἹἾźỌ
ẅổộԋὌἺὰὪᾷἼἹὝἷἕẩࠄАἰἲὀւᯕἼἦ
ἦὝἷἕẇ

ịᾮ̵ὼὫᾷᾌậώᾌᾮ̵ᾌἿ಼ዟẩṛṢṢṣभỌ
ԅӄỀṬẜẏạẋẜẎếṜṚṚṞẮṠṜỀ

ὪὫώᾌậὬᾷᾍἸᐫὛहἣὝ
ό̵ᾸὥᾷᾌἹޞαἿᄀໄӖ

ͳޞịޗණẩᝊἝॺἫἴἷἕἪẪԅἜἢԪἼᆷἨἨἜƘỌ
ޗණịἕἕἿὙẩἤὝἝθἿᜊἱἜỌ
ͳޞịἸὓἮἿᾍᾰώὀἕἵἜὀታἝᮩἠὠἢἸἪἜẩታἼὓធἕԋἝἓἹ৩ἕἪỌ

ۈỗẮό̵Ᾰὥᾷᾌᑬ

ṛṢṠṝभṛṛಆṜṛת

ۈỘẮἮὝἯὝἿޡὐṛṢṡṠभṛṛಆṞת

ͳޞịޗණἛ؝ὄἸἪἜỌ
ޗණịᦼ࢈ὣᬇἪԪἼώὯ̵ᾌἼᾙ̵ᾛὣҸὝἻἹធἴἰἸἨź
ίᾇᾛὕᯟڢὣἤὠἪἜźỌ
ͳޞịἸὓẩθᬇἿᄌἰἲἝὕἴἷἠἿἸẩέᾮᾒᾮᾷὣἵἢἻἕὐἴ
ἹὓἻἕਐޡἸ႕ὣᫌἢἻὤἷἸἬὤźỌ

ỘẬᎺ ẮᾙὥᾇύᾫᾷցὉἿչஂἹϰ৮ǙịᔬዉỌἿᗣᕸ
ɧό̵ᾸὥᾷᾌἿΖЇἜὀẩޞαἜἿἛἦἝὛὣᇎᄄἪ߈Ἕ໓Ἔὄ͢Ἕἴἷ
ἰẪἮἤἜẩᾚᾯὼᾫὦᾙὥᾇύᾫᾷցὉἹչஂἦὝὙἻѥ᭼Ἱ״షἼό̵Ᾰὥᾷ
ᾌἿϰ৮ἹἿἬὒװἕἝ៝ὐגὝẪἮἿͯᒊὣἵἻἡሩՆἹἨἷịઑὝỌἹἕ
ᠡἝἓἴἰẪ
ɧό̵ᾸὥᾷᾌὀẩᾚᾯὼᾫὦߞαἸἓޞαὣͳোἹἨἰᄀໄЛὣᥨἩἷᾙὥᾇ
ύᾫᾷὣኟඇᆋṙඇᆋἼ࠻דἨἰẪ
ɧޞαἹἿЛ৮ἿᢸᭆἝᾙὥᾇύᾫᾷὣႏἪใᬛὕෛϜὣࠪἪἻἜἸẩ
ό̵ᾸὥᾷᾌὀᬛᆋἻࠊἹἨἷἿịᔬዉỌὣᾙὥᾇύᾫᾷἿজἸෆᎤἨἷἕἰŵ
ŪἤἨἰό̵ᾸὥᾷᾌἹޞαἹἿᬛᆋᆸΚБࠊЛἝᾙὥᾇύᾫᾷષዉἿ͜ዟὣ
ቃἪẪ
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ỴἳἼỽӳᘌỆấẬỦᅹܖὉ২ᘐểᆆൟᨼׇỉ૨҄ᘙᝋ
ἋỸỹὊἙὅኒᆆൟử᫆Ệ
םဋ ପ܇ί҅ෙᢊܖٻὸ
Ⴘႎ
Ὁ ᆆൟầỴἳἼỽӳᘌỉᅈ˟ỆᢘࣖẴỦᢅᆉỂẆἭἋἚᅈ˟ỆấẟềΟˮễ̖͌˳ኒửỄỉợạỆ
ᐯᨼׇỉ૨҄ᘙᝋỆӳẲẆᅈ˟ႎᛐჷỉྒࢽửᚾỚềẨẺẦử౨᚛ẴỦẇ
Ὁ ỴἳἼỽỉҾྸởᅹܖὉ২ᘐ̮ڊểẟạɼ්ႎ̖͌˳ኒỉࢍ҄ỆẆԗጂႎנ܍ểẲềỉᆆൟầ
ỄỉợạỆ᧙ỪẾềẨẺỉẦửଢỤẦỆẴỦẇ

౨᚛ݣᝋᾉ ỴἳἼỽӳᘌỶἼἠỶ߸ỉἋỸỹὊἙὅᆆൟኵጢỆợỦᾂếỉѣʙ̊
ᾀώҦཋܖᎍỽὊἽὉἧỻὅὉἼὅίᵏᵕᵎᵕᵋᵏᵕᵕᵖὸỉẐỴἳἼỽ҄ẑ
ᾁώႆଢܼἊἹὅὉỺἼἁἏὅίᵏᵖᵎᵑᵋᵏᵖᵖᵗὸỉᆅ੬ểӳᘌൟӪồỉʼנỉɼࢌ
ᾂώẐἋỸỹὊἙỵἕἉἷᏋӷႱẑỉʴᏋѣỆấẬỦᅹܖểᅈ˟٭᪃ồỉ࣓Ӽ
 জথॿमॖজঀॖପ३ढ़०भ५क़ख़ॹشথ௺કড়થಂपेॉؚব॑৻घॊ
ஶधखथู๐भৌप৭योؚফपभਁୱपྗ൸ऋ૦थैोञ؛ਊ
ৎؚପऊैभড়ૐ੮ऋঽૐ੮भோ॑खथभ൸॑૦थथःञ؛
জথॿ൸૦য়॑ਤखञभमড়भরभધ৲ੋ৽؞ಽदؚজথॿम
॔ওজढ़়ಃবभਿृਓ੍॑इॊَఐ৾੦ೕ॑৻घॊோُदँॊध
गैोञ؛ऽञ્ؚਥమदमऩऎড়ಃ॑৻घॊோदँॉؚ॔ওজढ़द੶
औोॊपऴऔॎखःधऔोञ؛জথॿ൸म૦য়भ৺਼पॎञढथ५क़ख़
ॹشথ௺કড়भ໑ມृૐ়भৃਚधखथઞॎोؚඉधखथਃચखਢऐञ؛
కઌ؟জথॿ൸قফ୶؛كফपؚ३ढ़०भॲक़থॱक़থपःজথढ़ش
থঃشॡऊैؚ१क़५१ॖॻभঁॖॻঃشॡયपँॊ३ढ़०প৾ଡपണऔोञ؛
ంઌ؟ফাप३ढ़०द৫ಈऔोञॖজঀॖପ५क़ख़ش
ॹॕॵ३গ॔؞ওজढ़থુਮਇೇभভउेल४ঙথ؞ग़জॡ९
থ੶ྻ⑦ভभਾઔછभვ؛ऒभमવਨਅଥরभਨଔभಎൖ༆
َঔॽॱُشधવଔभَওজঐॵॡُभਅ౨ऊैఢফपँञढञ؛

ಎൖ༆َঔॽॱُشभधजभવਨਅଥपउऐॊણඩपेॉ॑ኰचञ५क़ख़ॹشথল
ମभੇ४ঙথ؞ग़জॡ९থमؚব௺भ੮৬पेॉ৶୳ऩ५क़ख़ॹشথযऊण
়ಃবभఎবधखथऔोञ؛দ॓ॖय़থॢपेॊ॔ওজढ़পಮงपऽॉؚড়
ৎ৻؞ஆয়ਅଥ؞વਨਅଥधःअ়ಃববড়ఴभপऌऩলਟহभपଞप५क़ख़ॹشথয
ऋஂखथःञधःअഄఴ௴भরदؚग़জॡ९থमਏऩఃৃযधखथਜ਼઼तऐैोञ؛
३ढ़०पਝয়औोञَ५क़ख़ॹشॕॵ३গઇೇُ റู6(/ؚ
मؚਨभভઇણृௌ௮ઈभ௺ཏप৴ऩॊ্ؚਊৎ॔ওজढ़दऎभ
ਸ॑ૐीथःञਛযઇ१شॡঝभणधखथણखञ؛ௌ௮మभলମ
ऋভ৩भਏऩী॑ಚीथःञऋؚপ৾भଢ଼ऩनੴযभੈৡुऩ
ऎऩऊढञ؛6(/भઇઓ୳भणमؚఐ৾ઓઅ॑ମपणऐॊऒधपेढथ
ಹড়ಃऋভभ૿ःুधऩॉ੭ॊधःअुभदँढञੈ؛ৡभఐ৾पण
ःथभୁॉपम੶भधؚ৶୳ऩఐ৾كૼقٙ৶୳५क़ख़ॹش
থ॔௺قওজढ़كযधःअੰऋाैोञ؛
కઌ؟6(/भফ২भউটॢছঃথইঞॵॺ؛ভपঢ়ੱभৈःॺআॵॡ
ऋेऎඞॎोञऋؚড়ऋ॔ওজढ़ভदেણघॊभप૽য়णੴभुষॎोञ؛
ఐ৾पঢ়घॊॺআॵॡमఐ৾ఴ؞ఐ৾າ৾॑রੱपؚखथ৸৬भڭસऺन॑ಚीञ؛
ఐ৾ઓઅभଳम6(/भୌভ৩पेढथ6(/भഄఴ॑ञनॊলගಉदऔोञ؛

ኽᛯ
ỴἳἼỽӳᘌỂᆆൟᨼׇầɼ්ᅈ˟ỆᛐჷẰủỦẺỜỆỊẆɼ්ͨỉ̖͌˳ኒửᛐỜềᐯ૨҄ỉɶ
Ệӕụᡂớ࣏ᙲầẝẾẺẇẸỉɟếỊᐯဌὉሁὉൟɼɼ፯ểẟẾẺӳᘌỉҾྸỂẝụẆờạɟế
Ịᵏᵗ῍ᵐᵎɭኔỆ᫋ᓸỆễẾẺᅹܖὉ২ᘐỆợỦྸेᅈ˟ỉܱྵểẟạ࣬ेỂẝẾẺẇẮỉᾁếỊ݅ễ
᧙̞ỆẝỦểẰủẆẮủỤỉ̖͌˳ኒỉዜਤὉࢍ҄ỆᐯᨼׇầᝡྂẲềẟỦểɼࢌẴỦẮểỂẆᆆൟᨼׇ
Ịᅈ˟ỉԗጂႎễˮፗẦỤૅᣐႎỶἙỼἿἀὊỉɟᢿửϐನẲẆộẺࢍ҄ẴỦࢫлửௐẺẲẺẇ
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ؠїͧ▲㷙ם؆ͨ

բƍ
ஜᄂᆮưƸŴଐஜƷჇྫྷ഻ငಅƷᄽǛሰƍƨȟǭȢȈᅈƷǢȡȪǫᡶЈƷഭӪǛŴᅈӪƱоᚨᎍƷࣂஙஜ࠳ӴǒƕസƠƨቇǍ
ˡᚡǛǋƱƴଢǒƔƴƠŴȟǭȢȈᅈƕǢȡȪǫƷෞᝲ૨҄ƴƍƔƴᢘࣖƠǑƏƱƠƨƷƔŴଐ᧙̞ƕफ҄ƢǔƳƔʗׅᢤƷƨ
Ǌൟ᧓ٳʩƴƍƔƴ᧙ǘƬƨƷƔǛ౨ᚰƢǔŵ
ኽᛯ
ȟǭȢȈᅈƸ഻ჇྫྷƕټჇྫྷƱӷឋưƋǔƜƱǛܳˡƠŴჷᜤʴǍᝠမʴƷȍȃȈȯȸǯǛᬝ̅ƠƯ̮᫂ྒࢽƱࠊئਏǛᡶ
ǊƨŵƞǒƴŴ഻ჇྫྷƷ̖Ǜɧ࢘ƴɦƛƣŴɟ්ܰჽࡃƷ්Βưᝤ٥ƢǔƜƱưŴᡯჇྫྷƱƷࠀК҄ǛᘍƬƨŵǇƨŴȟǭȢ
ȈᅈƸԧငಅưƋǔჇྫྷ഻ǛዒዓƢǔƨǊŴᆢಊႎƴൟ᧓ٳʩƴઃǘƬƯଐƷׅᢤƴѐǊƨŵኽௐႎƴƦǕƸӬǘƳƔƬ
ƨƕŴȟǭȢȈᅈƷӕǓኵǈƸࢸƴƳƬƯƔǒჇྫྷ഻ငಅƷଔࣄׅƱǢȡȪǫǁƷ༪ႆႎƳЈفǛǋƨǒƢƜƱƴƳƬƨŵ

ᲫᲨǢȡȪǫƱƍƏૼࠊئ
ǢȡȪǫƸɭኔ᠃੭ƴɭမႎƳܰԼࠊئƱƳ
ǓŴᇹɟഏɭမٻࢸƸჇྫྷᩔᙲƷɶ࣎עƱƳƬƨŵ
ȟǭȢȈᅈƷቇưƸŴᙱᜂƴൔǂܰԼƷഭ
ӪƕƘŴჇྫྷǍܰჽǛᙸǔႸƕэǔƱإԓƞǕƨ
ƕŴჇό഻ჇྫྷƷᝤ٥ƴƋƨƬƯƸŴᒍʿƴൔǂ
ӒႆƕݲƳƔƬƨƱƍƏŵ
࠰ˊƴٻᘌෞᝲᅈ˟ǁƷᢊǛഩǈƩƠƨᝅ
ƔƳǢȡȪǫưƸŴǳȫǻȃȈƷƳƍȉȬǹƱᧈƍ
ჇྫྷƷȭȸȗưბǔȕȩȃȑȸƕႇئƠƨŵǢȸ
ȫȷȇǳƕ්ᘍƠƨ࠰ˊƴƸŴଐஜင഻Ⴧྫྷƕஜႎƴ
ࠊئӋλƠŴӷƴǳǳȷǷȣȍȫǒǋဇƠƨ̖ܤƳٻဃင
ԼƷžǳǹȁȥȸȠȷǸȥǨȪȸſƕടᡇƞǕƨŵ
ᲬᲨȟǭȢȈƷǢȡȪǫƴƓƚǔᝤ٥ဦ
ǢȡȪǫƸᙱǑǓǋ഻ჇྫྷǛӖܾƢǔͼ
ӼƕƋƬƨŵƱƸƍƑŴ഻ჇྫྷǛࠊئƴ٥Ǔ
ᡂǉᨥƴƸŴ഻ჇྫྷƕᡯჇྫྷƷǑƏƳžȋ
ǻȢȎſưƸƳƘŴټჇྫྷƱ٭ǘǒƳƍࣱឋ
ưƋǔƜƱǛԗჷƞƤŴܲƷ̮᫂ǛྒࢽƢǔ
࣏ᙲƕƋƬƨŵ

ᲭᲨǢȡȪǫᅈ˟ƷӒଐज़ऴƷ᭗ǇǓ
࠰Ʒ߸ʙˌ٭ᨀŴǢȡȪǫưӒଐज़ऴƕ᭗ǇǓŴଐஜ
ᙌԼɧᝰᢃѣƕឪƜƬƨŵȋȥȸȨȸǯૅࡃƔǒ࠳ӴƴܮƯƨ
ኡᲢ࠰உଐᲣưƸžנသଐஜʴ࣎ٻᣐƷಮƳǓƠ̊Ʒ
ȜǤǳȃȈʙˑſƷܱऴƕˡƑǒǕŴƦƷࢸǋଐɶʗ᧙ᡲƷૼ
ᎥᚡʙƳƲƕዒዓႎƴᡛǒǕƯƍǔŵԧငಅƕဃಅƷȟǭȢȈ
ᅈƸǢȡȪǫࠊئƴᝤ٥ែǛኧƠƯƓǓŴᨥऴѬǍӷעƷ
Ӓࣖƴ᧙࣎ǛƬƯƍƨƜƱƕƏƔƕƑǔŵ
ȋȥȸȨȸǯૅࡃƔǒ࠳ӴƴܮƯƨኡᲢ࠰உଐᲣƔǒ৷ቦ
ᇹɟƴധࡇƷଐૅʙ٭ƕ࢘ࡃƷՠ٥ƴӏǅƠƨǔࢨ᪪ƱӍ৵ƋƠƘ᧙
̞ƠƯឪƜǓឱǔƷɧඞɳƼƴஜ࠰ࡇƷ˳ٻƷՠ٥ᙸᡂǛဎɥࡇ܍
ͅŵɟᑍٻᘌƴƸžଐஜƸ̛ဦſӍžଐஜʴƸധࡇƷʙˑƸԼμ˳ʈ
ӕǔᇹɟഩƱƠƯڼǊƨǓſሁƱƍƏᚇࣞǛౡ˄ƚƨǔഏᇹƴஊʂͅŵ
ࢼƭƯଐஜԼɧᝰᢃѣǋ᪽ǛɥƛஹǓŴࠝƴଐஜƷ͌ܤՠԼƴपǇƞǕ
ƓǓƨǔዪነᙌԼಅᎍƸɟڤٻೞƱƹƔǓƴƜǕǛ༄ǓᇌƯŴଐஜՠʴ
ƸƦƷಅѦƷᆔӍݱٻǛբƸƣŴƦǖƦǖᏣیǛज़ơڼǊဎͅŵ

ᲮᲨȟǭȢȈᅈƴǑǔଐൟ᧓ٳʩ
ȟǭȢȈᅈƸ഻ჇྫྷƷᛐჷဦƱƠƯŴɢҦЈԼǍᓸӸʴƷ
഻ئਔࢳǛᘍƬƯƍƨƕŴഏᇹƴƦǕƸᐯᅈʙಅ܍ዓǛឌƚƨ
ʗׅᢤƷƨǊƷൟ᧓ٳʩƷᑥǛࢍǊƯƍƬƨŵӷᅈƷ࠰
ˊƷቇƴƸžଐᚃծƷໝſƱƍƏᚕᓶƕᙸƞǕŴҦᚁ˟Ј
Ĭ ǢȡȪǫܰჽࠊئƷᛦ௹ƴؕƮƘኺփ
ݣତƷଊȷౕኵƷɦư࠰Ɣǒࠊئᛦ௹Ǜᘍŵࡃ Լ˺Ʒ݃ពǍŴ഻ئǛᑈӨƴƠƨᨥʩ්ƕ᫁ጛƴᘍǘǕƨŵ
ϋᘺǍՠԼᨑЗƸɟ්ܰჽࡃƷ൦แƱƠŴྵࡃעՃǛဇƠƯ
Უ
ᑣឋƳǵȸȓǹǛ੩̓Ơƨŵ഻ჇྫྷƷ̖͌Ʒ˯ɦǛᢤƚǔƨǊŴǷǫǴૅࡃƔǒ࠳ӴƴܮƯƨኡᲢ࠰உଐᲣƔǒ৷ቦ
ᲢЈณ̅ٻƸᲣʻࡇŴୗƴƳǓƨǒஇИƴᮄᤊǓƴᘍƖӍࣂஙஜɼʴ
ټჇྫྷ̖ƷлЎưᝤ٥Ơƨŵ
ƱᐯЎƱưଐஜƴஹǔʴǛᯓ፶Ʒ഻ئǁᡲǕƯᘍƖƯଐஜǛΪЎ
ჷǒƠƯǍǓƨƍᲢЈณ̅ٻƴǑǔ
ǔᲣƴݣƠƯƷܳˡƴƸܷ
ҦٟˌɥƴஊǓͅŵᲢཎƴଐᚃծƷໝǊƴᲣ

ĭ ഻ჇྫྷƴƓ˄مƖǛɨƑǔܖᎍሁƷೌیᎍƱƷңщ
ȋȥȸȨȸǯૅࡃƔǒ࠳ӴƴܮƯƨኡᲢ࠰உଐᲣƔǒ৷ቦ
ȊǷȧȊȫȷǸǪǰȩȕǣȃǯȞǬǸȳұƪŴܖྸעң˟ᩃᛏǁ݃ᆜ
Ơƨțȩȳȉ൞ƷЈᆜƸƋǇǓࣂஙஜƷӸЭƕٶƢƗƨǔƨǊƔӖྸƤ
ǒǕƣᡉҲƞǕƠƜƱƸЭƴဎɥࣂࡈͅŵțȩȳȉ൞ƸƜǕǛžᘍſ
ƱƍƏᩃᛏᲢኜᏋƴƯႻ࢘ƴӸ᭗ƖᩃᛏƴͅᲣǁᡛƠƨǔƴŴέ૾ƴ
Ư১ᜄƍƨƠஹƨǓဎƠͅƜƱŵ

ȷ࠰ ǷǫǴɢҦžȯǷȳȈȳƷဃܼſ݃ព
ிʮૅࡃưƍƨьᕲᖊʂяƀࣂஙஜɼʴƱᅶƁƴ
ǑǔƱŴ࠰உǫȊȀƴɥᨕƠƨьᕲƸŴૼ
บৎᆖᡯƴଐᚃծƷƨǊžȯǷȳȈȳƷဃܼſǛ
݃ពƢǔ࠳ӴƷॖӼǛˡƑƨŵƦƷࢸŴЈณٻ
̅ƴࡅʩฏǛଆƞƤŴǹȟǽȋǢȳҦཋǁƷ
ӓᔺǛܱྵƞƤƨŵ

Į ࠊئਏǛяƚǔႊᝣࡃǍ˳ׇƱƷңщ
ȡȸǷȸǍȯȊȡȸǫȸሁƷႊᝣࡃƴ഻
ჇྫྷܰԼǛҵƠŴᝤ٥ዡǛਘٻƠƨŵȭ
ȸǿȪȸȷǯȩȖሁư഻Ⴧྫྷငಅኰʼȕ
ǣȫȠƷ્ପǋᘍƍૼᙹࠊئਏƴѐǊƨŵ

į ૼᎥŴҦᚁ˟Ŵ഻ئሁưƷ഻ჇྫྷƷᚐᛟ
ȋȥȸȨȸǯૅࡃƔǒ࠳ӴƴܮƯƨኡ ࠰உଐ Ɣǒ৷ቦ
ᛟଢᣐࠋƴݣƢǔӒ᪪Ƹ૾עǑǓƸႻ࢘ƴƋǓӢʻŴ̮ဇஇɥƷࡃ
ƷǈԼཋǛȷஜบƠፗƖŴˬƠኜᏋǑǓƸɟӼƴբƍӳǘƤƜǕƖ
ƜƱƸЭᡓƷڦƘƴࣂࡈͅŵݱဃƷᎋƑƴƯƸŴƜƷɥƸʻஉ᪭Ŵ
Ⴚƴɥ්ܲƴᛟଢƴኡǛƭƚƯᣐǓŴːʼᎍ৷ƖƷՠ٥ƢǔǄƔ
ᐲ૾ƳƠƱ܍ɥဎұƪɟᑍܲͨƴࣂஙஜჇྫྷƷ˴ཋƨǔʙǛʕᚐƤ
ƠǊܲͨǑǓᙲ൭ƤƠǉǔᇌƯƠƔᐲ૾ƘͅŵࢼƬƯ̊ƷǼǪǰȩ
ȕǣȃǯȷȞǬǸȸȳƷڦƖǁƷ࠼ԓƸஇǋٻЏƳǔǂƖƔƱ܍ɥဎͅŵ

ȷ࠰ ȋȥȸȨȸǯɢҦžᐯဌƷᦩſ݃ព
࠳ӴƷېŴʊᇦƋƍƀ༵Ŵࣂஙஜ࠳ӴǛᛖǔƁƴ
ǑǔƱŴ࠳ӴƸଐႺЭƴบƠƨӴɤ
ᢹ̅ٻƴ˟ƍŴ̖ɢȉȫƱƍǘǕƨžᐯဌ
ƷᦩſǛଐᚃծƷƨǊƴǢȡȪǫƴ݃ពƠƨƍ
ଓǛˡƑƨƱƍƏŵ
ɼᙲӋᎋ૨ྂ
ɟഏӪ૰
ʊᇦƋƍƀ༵Ŵࣂஙஜ࠳ӴǛᛖǔƁࣂஙஜǰȫȸȗŴ࠰ŵᲩ ьᕲᖊʂяƀࣂஙஜɼʴƱᅶƁᅶܼஜŴ࠰ŵ
Ჩ ьᕲᖊʂяƀࣂஙஜ࠳Ӵ፷ƷᙻݑƷƴࣂ̓ƠƯƁᅶܼஜŴ࠰ŵᲩ ࣂஙஜჇྫྷჇྫྷҦཋᔺƀࣂ
ஙஜ࠳ӴቇƁᲩ ȟǭȢȈᔺƀǷǫǴҦᚁ˟ȑȳȕȬȃȈƁ
ʚഏ૨ྂ
ǫǤȷȏȃǯȋȸŴȀǤǢȊȷǨȉǭȳǺŴܱ߷Ψ܇ᚪƀ2GQRNG2GCTNUᲴჇྫྷÜƦƷ൨ᢒƷ᭽щƁ2*2ᄂᆮŴ
࠰ŵᲩ ᕲʟ̮࠳ƀɭမƴƠƨȖȩȳȉဦƁǷȪȸǺऴ༏ƷଐஜኺփӪĭŴᑭᔝЈ༿Ŵ࠰ŵᲩ
ࣂஙஜჇྫྷ˂ዻƀࣂஙஜჇྫྷႆଢ࠰ӪƁȟǭȢȈŴ࠰ŵᲩ ޛဋሶ፦ƀჇྫྷƷɭမӪᲴ݈ƱஓƷʞҘ
࠰ƁɶځπᛯૼᅈŴ࠰ŵᲩ &CPKGN&GNKU*KNN #U5GGPKP8QIWG#%GPVWT[QH#OGTKECP(CUJKQPKP
#FXGTVKUKPI6GZCU6GEJ7PKXGTUKV[2TGUUᲩ ,CPG/WNXCIJ%QUVWOG,GYGNT[KP8QIWG6JCOGU
CPF*WFUQP
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ɭኔ᠃੭ƷӳᘌȞȳǬƷೞᏡƱࢫл
᪸ؐؐ߭˂םᎍᘙᝋƷᙻᙾȑȩȀǤȠЎௌؐؐ
㔠⃝ᏹ᫂㸦᫂Ꮫව௵ㅮᖌ㸧
KNDQD]DZD#KDZDLLVRQHWMS
ŪƸơǊƴᲴέᘍᄂᆮƱᛢ᫆

Ū૾ඥᛯ

 Ӫ૰ƷਘٻƱܱᚰࣱǛ᭗ǊǔെƱƠƯƷŴᙻᎮ
ᙾӪ૰ᲢȞȳǬᲣƷᙲࣱ

 ᙻᙾȑȩȀǤȠƷݰλ

 ࣓ࣜ࢝ேὶὴ㸦:$63㸧ࡢᑐእᨻ⟇ᑐࡍࡿࠕᚰ㇟ࠖ
 㢼ᬒ㸦㸻ඹ᭷▱㸧ࡢศᯒࡢᅔ㞴ࠋ
 я❧ㄽࡢ⢭ᗘࢆ㧗ࡵࡿᢸಖࡋ࡚ࡢど⫈ぬྐᩱࡢά⏝

 ƜǕǇưƷإԓᎍƷඥᲢȞȳǬЎௌᲣ
ƀנٳႎǫȸȈǥȸȳЎௌƁ䠄䝯䝕䜱䜰◊✲᥋㏆ἲ䠅㻌

 ЎௌƷᙻໜᲢȡȇǣǢᄂᆮƷᛯໜᲣ

1. సရ୰ࡢࣇࢠࣗ㛫ࡢຊ㛵ಀࡀどぬⓗࣃࣛࢲ
࣒ࡼࡗ࡚⾲⌧ࡉࢀࠊ⤫㎡ⓗຊ㛵ಀࢆつᐃ
2. ࡑࢀࡽࡢຊ㛵ಀࡀᅗ୰ࡢ㌟యⓗ≉ᚩ㸦⓶ࡢⰍࠊ
ࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࠊᖺ㱋ࠊ᭹ࠊጼໃ⾜ື㸧ࡸࠊ⥲యⓗ
࡞ࡁࡉ⨨࡞ࢆ㏻ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿࠋ
ńṔྐศᯒ㐺⏝ࠋࡑࡢᯒฟࡼࡾࠊྠ௦ࡢ
 ࣓ࣜ࢝ேὶὴࡢ᭷ࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࢆᢕᤊ

  ࣭ᐇドᛶࡢᢸಖࡋ࡚ࡢ࣓ࢹ◊✲ࡢά⏝
  ࣭࣓ࢹ◊✲ࡢ⌮ㄽ㸭ᨻ࣐ࣥ࢞ࡀㄞࡲࢀࡿ⎔ቃ
   ࡢ᳨ウ㸭ᐇドἲࡢ᳨ウ

ƀϋנႎǫȸȈǥȸȳЎௌƁ䠄సရ⮬య䛾ゎᯒ䠅㻌
  ࣭グྕࡸ㛫ᩥᛶࡽࡢㄞࡳ㸭ࣇࢠࣗࡢ㓄⨨
   㸭సရഴྥࡢศ㢮㸦సᐙᛶ㸧
ࡸࡗ࠸࡞Ꮚࡶ

Ū܇Ʋǋᘙᝋ 㸭ᮃࡲࡋ࠸Ꮚࡶ

1. ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢸ࣮࣐ྐⓗศᯒࡽࠊ௦ⓗ࡞ඹⓗ
ㄆ㆑ࡢᯒฟ
2. ྛࢸ࣮࣐ࡸ࢝ࢺ࣮ࢽࢫࢺࡢసᐙᛶࡼࡽࡎඹ㏻
ࡍࡿᅗീෆࣇࢠࣗ⾲㇟ࡢどぬࣃࣛࢲ࣒ศᯒ

ࣁ࣮࣡࢟ࣗ
ࣂࡢዪᛶ⾲㇟ࡶ

ŪݱƞǕƨٻʴ
ࣁ࣡

ࣉ࢚ࣝࢺࣜࢥ

࣮࢟ࣗࣂ

LD 1898࠰6உ25ଐ p759. LD 1899࠰6உ3ଐ p628. LD 1898࠰5உ21ଐ
ଐ p607.
 LD 1898࠰6உ4ଐ p662   Harper‘s Weekly,
W
1898࠰8உ27ଐ ᘙኡɟᢿ

ᆅᓙ㐠Ἑၥ㢟

ࣇࣜࣆࣥ

ࣁ࣡

࣮࢟ࣗࣂ

᭷Ⰽே✀ⓑேࡢᏊ
ࡶ⾲㇟ࡢᕪὀព

ᆅᓙ㐠Ἑၥ㢟

ŤɟഏӪ૰Ტɟᢿлग़Უ
ഏӪ૰Ტ

1. Literary Di
Digest㸦New York : Funk & Wagnalls㸧LD␎グࠋ
2. Review of R
Reviews 㸦N.Y. & London : Office of the “Review
of Reviews”, 1890-1936) RR␎グࠋ
Brevoort Eddy,͆Sammy’s Sugar-Plums” Harper‘s
3. Henry Brev
1898ᖺ12᭶17᪥ྕ
Weekly. 189
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/harp/
http://www.n
 1217.htm㸦
1217.htm㸦2009ᖺ10᭶26᪥ ᭱⤊ࢡࢭࢫ㸧

ŪʴᆔƷࡀЗ҄Ჩ᩼ႉʴᘙᝋ
ࣇࣜࣆࣥ

࣮࢟ࣗࣂ

LD 1898࠰4உ2ଐ p394 LD 1899࠰8உ12ଐ p185 RR 1902࠰2உӭ p12o

LD 1898࠰4உ23ଐ p518 HW 1898࠰12உ17ଐ RR 1903࠰12உӭ pXXI

ࣁ࣡

Ū˂Ʒࣱڡᘙᝋ ࢪࣥࢦࢬ࣒ࢆ⫼ᬒࡋࡓ
ᅜࡢዪᛶ⾲㇟

ࣇࣜࣆࣥ

ŤέᘍᄂᆮᲢഭӪᄂᆮˌٳᲣ
ŤέᘍᄂᆮᲢ

1. Charles Pre
Press, The Political Cartoon (Rutherford [N.J.] :
Fairleigh Di
Dickinson University Press, 1981)
2. Ronald Geof
Geoffrey Stewartࠗࠕࣃࢵࢡࠖⓗ⛛ᗎ 1905-1914 ₔ
 Puck, 1894࠰2உ28ଐ
 ᘙኡɟᢿ
⏬㞧ㄅࣈ࣮࣒࠾ࡅࡿᅜᐙ㸭Ẹ᪘㸭ே✀࠘㸦ಟኈㄽᩥࠊྡྂ
⏬㞧ㄅࣈ࣮࣒
       LD 1899࠰12உ16ଐӭ p728. LD 1899࠰11உ25ଐ p634 ɟᢿ    ᒇᏛᏛ㝔ᅜ㝿ゝㄒᩥ◊✲⛉ࠊ2001ᖺ㸧
    
ᒇᏛᏛ㝔
3.
3 Ⲉᮌṇࠗࠕᨻₔ⏬ࠖࡢᨻศᯒ࠘㸦ⰱ᭩ᡣࠊ1997ᖺ㸧
Ⲉᮌṇࠗ

᭷Ⰽே✀グྕࡢ㐣
࡞ே✀⩏ⓗ⾲⌧

ŪƓǘǓƴ
ȷஜᄂᆮƷᛢ᫆Ჴ
  ྐᩱᣑ㸭⡿㡿ᅵ⭾ᙇ࣭ᓥᕋ㡿ᅵᕷẸᶒၥ㢟ࡢ㐺⏝
ȷഭӪᄂᆮǁƷɟ੩ᚕ
  ど⫈ぬྐᩱࡢእᅾศᯒ࣭ෆᅾศᯒࡢ㐍ᒎ㸦ྐᩱㄽ㸧
  㸯㸧సရ≉ࡋࡓศᯒయⓗ࡞ഴྥศᯒࡢ୧㠃
  㸰㸧సရࡢ࣓ࢹ⎔ቃ⮬యࡢၥ࠸┤ࡋ

Ťਓᆜ
1. 㔠⃝ᏹ᫂ࠕྐᩱࡋ࡚ࡢྜ⾗ᅜࡢᨻ࣮࢝ࢺ࣮ࣥ ɔɔ࣓
ࣜ࢝ᑐእ㛵ಀྐ◊✲ᅗീศᯒɔɔ࣓ࠖࠗࣜ࢝ྐ◊✲࠘32ྕ
㸦2009ᖺ㸧ࠊ126-35㡫ࠋ
2. 㔠⃝ᏹ᫂ࠕ୰⡿ᆅᓙ㐠Ἑᘓタၥ㢟ᨻ࣮࢝ࢺ࣮ࣥ⾲㇟ࠖ
ࠗ᫂Ꮫேᩥ⛉Ꮫ◊✲ᡤ⣖せ࠘➨67㸦2010ᖺ3᭶㸧ࠊ5985㡫ࠋ
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আ▲ࠩם㛯ߍߊ瀉瀽灇炃灒瀉⥛⟜ݺঌ
炕灐灀灮瀼炕炄灢瀆濥濬瀦⥛⟜㩌族嫅Ӳ瀉宒瀚濦瀤
ஂ᜶୍㑻
ƸơǊƴ

㻔ᕝᮧᏛᅬዪᏊᏛ㠀ᖖㅮᖌ䠅

㼛㼔㼣㼍㼗㼡㼠㻬㼓㼙㼍㼕㼘㻚㼏㼛㼙
ႸႎᲴ࠰ƴƓƚǔіሊƴƓƚǔ˖ಅƷѣӼƷ౨᚛ȸ؏עႎᚇໜƔǒ
ťᇹɟഏٻǤǮȪǹƷіሊƴƭƍƯᲴᅈ˟ӪƱငಅ᧙̞Ӫ᳕ٻԧʁŴ᳗
࠰ˊᾄᲴᅈ˟ӪႎǢȗȭȸȁăѣՃƱᅦᅍƷȑȩȉǯǹ᳕/CTYKEM9CNN9KPVGTGFU᳗
ăࣱڡǛɶ࣎ƱƠƨࠊൟƷᅈ˟ႎȷဃ൦แƷӼɥƴƭƍƯŵƱƘƴ࠰ˌᨀŴሊƷȔȸǯᲢžᅈ˟ɼ፯ſƳƲᲣ
࠰ˊᾄᲴ˖ಅኺփᎍƴǑǔئᚨϋƷіᎍǁƷࣖݣƕදႸᲢငಅ᧙̞ӪᲣ᳕9TKING[GF᳗
ă؏עϋƷңᛦŴ˖ಅƷᐯɼႎѣӼƳƲƴදႸŵ༌ጀіᎍǋݣᝋƱƢǔŵ˂૾Ŵ࠰ˌᨀƸʗᜭƕໜᲢᎰۀئՃᢃѣƳƲᲣ
EHžٻƷኺฎႎѣՃƸŴӲ؏עƝƱƷ˖ಅƴǑǔƍǘƹƀɦƔǒƷѣՃƁſ᳕)TKGXGU᳗
ťƜƜưƸŴƱƘƴ࠰ˌᨀƷіሊƴƓƚǔ˖ಅƷѣӼǛ౨᚛ă؏עႎᚇໜƔǒᲷǷǧȕǣȸȫȉǛ̊ƴ
ݣᝋᲴі᧓ᙹСሊᲷᩔႾƴǑǔŵ࠰ƴŴ᩼༌ጀіᎍƷǈưƳƘ༌ጀǋݣᝋ
ʙ̊ᲴǷǧȕǣȸȫȉᲷЭǑǓಅ؏עŵɼᙲᩔ˖ಅƷئƕᨼǇǔƱƱǋƴңᛦƕǈǒǕǔŵ᳕*G[᳗
Ӫ૰ᲴᩔႾӪ૰ƔǒŴإԓᲴ*KUVQT[QHVJG/KPKUVT[QH/WPKVKQPU*/51XQNU ˌɦ*// ƱƘƴXQN
Ǉƨ4GRQTVQHVJG*GCNVJQH/WPKVKQPU9QTMGTU%QOOKVVGG 60#/70
ȸٻƴƓƚǔіሊƴƓƚǔ˖ಅƷࣖݣƱܱཞඞǛŴ؏עႎѣӼƔǒ౨᚛Ƣǔŵ

Ძ

і᧓СᨂƷಒᙲ

ᩔႾƴǑǔŴјྙࣱǛႸႎƱƠƨіሊƷƻƱƭŵіᎍƷͤࡍƱဃငјྙƷӼɥǛႸႎƱƢǔŵ
ťᇌకȷਖ਼ᡶᲴᩔႾҽဃۀՃ˟Ტ*GCNVJQH/WPKVKQPU9QTMGTU%QOOKVVGG
࠰உƴŴئϋƷᅦМҽဃǛ˖ဒ౨᚛ƢǔƨǊƴᚨፗŵϋѦႾ·ܫᲢȋȥȸȞȳƳƲᲣƴƘǘƑŴ$5ȩǦȳȈȪǋӋь
ťі᧓ƴƭƍƯᲴӲئưƷᧈ᧓іƴݣƠŴ࠰ǑǓ౨᚛Ŵ࠰ˌᨀӲ˖ಅưܱ
ăʗИᲴᧈ᧓іă̊Ჴࣱڡᡵ᧓Ŵဏࣱ᧓ᲢᲤᩔئƸࢼஹƷئඥሥᠤ ٳEH9QQNCEQVVᲣ
ă࠰ǑǓᙹСǛ౨᚛ᲴіᎍƷ၅і᠉ถƱဃငјྙСƷӼɥǛႸႎƱƢǔ
˺ಅ᧓ƱဃငщƷႻ᧙᧙̞Ʒ౨᚛
ž၅іƠƨіƴૅƏƸ᩼јྙႎſᲢVJ4GRQTVᲣ
ЈχᲴVJ4GRQTVQH*GCNVJQH/WPKVKQPUYQTMGTU
%QOOKVVGG
R
ăؕแᲴئඥǛؕᄽƴŴǷȕȈǛƱǘƣဏࣱƸᡵỻ᧓Ŵࣱڡᡵ᧓
Ფ༌ጀіᎍǋݣᝋƴƾƘǉᲷ࠰ئඥƸࣱڡƱச࠰Ʒǈŵ
ăܱᲴ࠰И᪽ǑǓׅཞư˖ಅǁؕแǛᡫᢋŴܱǛਖ਼ڜŵ࠰ƴܱ፯Ѧ҄ŵ
࠰ࢸҞƔǒ࠰ƴƔƚƯŴܱཞඞƷᨼᚘŵ༌ጀǛݣᝋƱƢǔئඥોദǋᙻ
і᧓ჺƱဃငјྙࣱƴƭƍƯƷ౨᚛ǋᲢᲣᲤƳƓોദƸ˞ưέᡛǓƴ
ȸі᧓ᙹСᲴဃငјྙǛႸႎƴŴ࠰ˌᨀܱئඥƴƘǘƑ༌ጀǋݣᝋŵ

Წ

ǷǧȕǣȸȫȉƴƓƚǔܱȷወᚘ

ᡵᡵ
؏עϋưƷᡲઃƴǋƱƮƘݰλƱ˖ಅƷᐯɼႎƳሊોᑣకƷܱƕǈǒǕǔ
 і᧓ᙹСƷᡶޒ
⍆Ƌ
ťǷǧȕǣȸȫȉᲴ؏עϋƷኺփңщᲷՠ˟ᜭǛ᠆ƴൟ᧓˖ಅƷᡲઃ
ƨ
Ǔ
ă࠰உǑǓŴۀ؏עՃ˟ƕႆឱŴ؏עϋኺฎƷኵጢ҄Ǜڼ
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記念のためにトリミングされる歴史
米国の祝祭における入植表象と人種論言説の交差
Finnish National “Culture” to Be Trimmed: Reading Hidden Racial Discourses Generated in American Socio-Historical Context.
鈴木 俊弘 kokuma@mac.com｜一橋大学大学院 社会学研究科 博士後期課程1年 [貴堂嘉之ゼミ所属]

はじめに

ニュー・スウェーデン入植三百周年記念祭
ニ

20世紀における米国の公的祝祭には「記念切手」という新
規な図像媒体が付随し、その意匠は同時代の社会状況を反映
した。本発表は1938年の「ニュー・スウェーデン入植三百周
年記念祭」で発行された記念切手の意匠から、戦間期社会の
入植表象に影を落としていた「非身体論的な」人種言説を読
み解く議論である。

スウェーデン王国が1638年にデラウェア河畔に建設した小植民地
民地
は「ニュー・スウェーデン」と称され、のちのデラウェア州、
ニュージャージー州、ペンシルヴェニア州の起源とされた。東海岸
諸州のなかで、英・仏・蘭による入植経験とは異質な北欧起源の入
植地の三百周年記念は、「多から一」の共和制理念を建国前史から
証する事跡として、合衆国史的な意義を強調された。

この祝祭の参加国フィンランドの記念切手は「若者が切り株
を抜く」という記念行為には沿わない意匠で発行された。
もともとの原画は「焼き畑」の耕作文化を有するフィン人
が北米の山林原野を放火開墾する作品だったが、切手化にあ
たって「火」の痕跡は除去され、伐採開墾の風景を錯覚させ
るように「トリミング」が施されていたのである。

1937年 フィンランド共和国の追加招待を決議

その理由に「ノマディズムと火」という米国文化の人種言説
の存在が挙げられる。 米国史のなかで森林を焼く行為の表
象は、非白人種の未開性と本性的な破壊衝動を喚起する隠喩
として機能した。

アメリカのフィン人 | Amerikansuomalaiset
1870年代から1930年代に約40万人のフィン人が米国へ移民
おもに五大湖周辺の諸州に移住し、鉱業や林業に従事

フィンランドを代表する画家 アールノ・カリモによる原画は「焼き畑」

1936年 連邦議会がスウェーデンとの二国間祝祭を決定
「アメリカのフィン人」たちの参加請願運動の成果
「17世紀のフィンランドはスウェーデンの東部領」

1938年 米政府主催による「三カ国祝祭」として開催

米国スウェーデン系移民の大反発
もともとニュー・スウェーデン記念祭は、米国のスウェーデン系
移民によって1888年から始められた記念祭だった

人種論的見地からフィン人の「参加資格」を否定
祝祭はあくまで「初の白人永住入植」の記念と
訴え、フィン人が「非白人」であることを強調

入植表象における《白人性》の保証

フィン人を山林に火を放つ「森林破壊者」と表象
フィン人の伝統的な開墾方法である「焼き畑」は
「モンゴロイド」の特性たる森林破壊行為と断定

母語「スオミ語」は米国内の欧州言語とは異なる膠着語
語

adow
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入植空間の放火破壊を否定

祝祭準備委員長 ・ペンシルヴェニア大学歴史学教授

クリストファ・ウォードの歴史記述

「モンゴロイド」＝ 米国帰化法での「帰化不能人種」

「完全なる〈白人性〉」獲得の模索が課題化
完全なる〈白人性〉」獲得の模索が課題化
化

放浪生活ではなく定住であることの強調
先住民との入植地雑居を連想させない

18世紀以降の比較言語学によって東方言語と分類
されると、フィン人の人種区分も東方起源に存し、
「モンゴロイド」に属するとの見解が欧米に流布

「非印欧語族」という「知識」が、現実に生きる
フィン人を社会の「二流市民」へ転落させる危機

伐採開墾による整然とした農耕地の存在

フィン人はフィン＝ウゴル語族で本来ノマド民であるが、
平原よりも森林に棲んだ。〔…〕かれらは背丈低く、体躯
屈強、瞳は灰色で目尻がつり上がっている。道徳的に公
正、忠実、従順だが、無気力で怠惰そのくせ個人干渉に過
敏である。要はモンゴル人種に非常に近しき特徴と見ざる
を得ない。〔…〕ノマド民的な放浪によって、数多くの
フィン人がスウェーデン王国内に流れ込んだ。かれらは森
林を開墾し作物を育てたが、森林を焼き払う粗野で放蕩な
開墾方法は王国で禁止されることになった。〔…〕かれら
の破滅的な行動資質に轡を伵ませる意図で布かれた法令も
平然と無視されてしまうばかりか、未開森林に棲んで定住
しないため捕縛するのも困難だった。
そんなかれらは新開拓の植民地に輸出する資材として最
適と考えられことだろう。もちろんフィン人も無限の野生
動物に囲まれ狩猟規制もなく、焼き払う森林に事欠かない
新天地に大きな魅力を感じたはずだ。それでも自分から行
くと了承しない場合、王国は「森林破壊者のフィン人たち
を捕縛」のうえ船に乗せ西の彼方へ送り出した。

焼き畑での農作業風景を原画にしつつ、
焼き畑の痕跡を消す

Christopher L. Ward, The Dutch and Swedes on the Delaware, 1609-64 (Humphrey Milford: Oxford UP,
1930),102-103; New Sweden on the Delaware (Philadelphia: U of Pennsylvania Press, 1938), 43-44;
Svenskarna vid Delaware (Stockholm: Norstedts, 1938), 84.

中国人や日本人、フィン人やマジャール人、ブルガール人や
チュルク人などの、濃いや薄いの差はあれど、幾十万にも
及ぶモンゴルの血が、われわれの前に群れなして迫り、のち
にその人種をアメリカ人民の未来に烙印・落胤するさまは、
考えるだけでもおぞましい。
Edward Alsworth Ross,          
   (New York: Century Co, 1914), 168.

米国史における「森林放火」への嫌悪
米
森林や草原への放火行為は、文化や生活慣習ではなく
特定人種の本性的な破壊衝動と見なされてきた
「狩猟者たち〔先住民〕は、アジアの平原に住まう
モンゴル人のように草原に火を放つ」

for example

1908年の「ジョン・スヴァン判決」
1908年1月 ミネソタ州がジョン・スヴァン他16人の
フィンランド出身者の帰化申請を却下
フィン人は「モンゴロイド」人種であるため、
合衆国改正国籍条項の「自由白人」に該当しない
スヴァンらは「フィン人の人種区分」について不服を
申し立て、連邦裁判所に提訴

連邦第一審裁判所での裁決 (1908)

西部探検家 エドウィン・ジェイムズ(1797-1861)

自然保護思想の隆盛と森林放火
1911年 米国森林管理官協会の総会：森林放火の罪が焦点化
この時期にアメリカ南部において松の原生林が
「藪焼き」の慣行によって完全消滅
1930年代 米国的な自然への憧憬と国立公園礼賛の時代
アメリカ北部の都市住民を中心に「森林へ火を
放つ行為」が最高度の蛮行として認知

「フィン人の起源がモンゴル系であったとしても、
その容姿は白人ゆえに帰化は可能」
歴史のなかでは「有色人」だった「白人」という
奇妙な地位を与えられてしまう
な地位を与えられてしまう

願願
の懇願
女の懇
民少女
移民少
髪の移
金髪の
金
女の懇
移民少
金髪の
ているときフィン語で話し
「ねえ、おかあさん。そとで歩い
〔…〕あたし、だれかに
かけないでって約束したでしょ。
てやフィンランドから来
移民って知られたくないの。まし
ン人はモンゴル系だって
ただなんて。〔…〕教科書にフィ
ーんなにつりあがったモ
書いてあるのよ。わたし、目がこ
教科書を読んだとき、学
ンゴル人なんかになりたくない。
したわ。だから、街に出
校のみんな私の方を向いて笑い出
で。」
たときにフィン語で話しかけない
ista

おわりに ──「トリミング」の意図とは？
歴史事象の〈歴史性〉を切除する綿密な施策
極北の農民による「焼き畑開墾」という特殊な入植史の
〈歴史性〉は、「火の痕跡」を切除されたことで〈フロ
ンティア開拓〉という数ある合衆国史のイメージ系列に
吸収され、「17世紀にフィン人が入植者として存在し
ていた」という心象を人びとに強く焼き付ける。

米国社会におけるフィン人の〈白人性〉獲得の技法
植民地入植者を無条件に理想的白人種と説く米国の記念言説
形成の特性を利用した人種言説への抵抗戦略の表出だった。

Kuvauksia Amerikan Suomalais
Walto Eetu Kirri, Amerikan Vieras:
1945), 241-242.
(Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Smia,
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 ȷž५बൈſƴσज़ƢǔእעǛஊƠƯƍƨҔࠖǋᲹ
ʙ̊ĮҔࠖ5EJTGEM
ʴƷžܤಏരſƷᦷܭʴŴ̓܇Ʒžܤಏരſƴǋ᧙ɨŴᐯ
ဌД࠰ŵȴǡǤȞȸȫƴችᅕᨦܹᎍƴݣƢǔܤಏരǛ੩
ƢǔཋƴƾǕƯˌᨀŴࡇƷችᅕ၏धᎍƴݣƢǔܤಏര
Ƹžʴ᧓ႎſƱƍƏᎋƑǛਤŵ



       




  

ȷž५बൈſƴᏉܭႎŵž५बൈſǁƷσज़ƔǒŴ᧙ɨൿܭŵ
ᲶᙀឱᲸž५बൈſǁƷσज़ƱŴƜƷ˺ǁƷૅਤƸКཋ
̊Უʙ̊ĭƷҔࠖ7NNTKEJᲴ
˺ƴࢼʙƢǔƏƪŴƜǕƸž५बൈſưƸƳƘൈܹưƋǔ
Ʊൢ˄ƖŴ᠃ޓǛࠎஓŵƦƷࢸŴșȃǵȩȓǢƷȉǤȄʴᆆ
˰ƴ᧙ƢǔಅѦƴ᠃ޓŵ

ȷž५बൈſƴݣƠŴǋƱǋƱԁܭႎƳᇌئŵ
ȷǫȈȪȃǯǁƷ̮ˏǛࢍᛦŵ
ȷधᎍǛяƚǔƨǊŴƱƍƏѣೞƷ੩ᅆŵ

ᲭᲨǇƱǊƱޒஓƞǒƳǔբƍ
ž५बൈſǛǊƙǔᲬƭƷʴཋ
Ĭž५बൈſƴᏉܭႎŵž५बൈſǁƷσज़Ɣǒ᧙ɨǛൿǊǔŵᲢ᧙ɨࢸڼᲴƜƷ˺Ƹž५बൈſưƸƳƘൈܹƱᛐᜤᲣ
ĭž५बൈſƴԁܭႎŵǫȈȪȃǯƷƑƴؕƮƘ̖͌ᚇƷࢍᛦŵ˺ǁƷෞಊႎ৽৴ǛѣೞƱƠƯਫƛǔŵ
    ᘶЙư੩ᅆƞǕǔŴƜƏƠƨʴཋƱŴДƷ᠉ƱƷ᧙̞
    ą žܤಏരſᘶЙƷࣱឋƕǘƔǔᲹ

Ӫ૰ȷɼᙲӋᎋ૨ྂɟᚁ
ɟഏӪ૰
Mildt, Dick de (Hrsg.), Tatkomplex. NS-Euthanasie. Die ost- und westdeutschen Strafurteile seit 1945, Bd.1-2, Amsterdam 2009.
ᛖʚഏ૨ྂ
Schmuhl, Hans-Walter / Süss, Winfried / Eckart, Wolfgang U. / Jütte, Robert, Medizin und Nationalsozialismus. Bilanz und Perspektiven der Forschung, Göttingen 2011.
ᢰᛖʚഏ૨ྂ
ਓᆜžȊȁǹžܤಏരſ˺Ʒദ࢘҄ᚕᛟƴƓƚǔᨦܹᎍᚇƷޒſƀᙱබӪᛯӜƁᲢଔᆖဋܖٻᙱබӪᄂᆮ˟ᲣᇹӭᲢ࠰உᲣŵ
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㛯㒑㭆灢瀽灝瀆濥濬瀦灱炄灹炕灡炔灮灂炌炔灋炄炂灜灨⧤ѫͧٶνͨٶ
ᗋ۟ݸਢ

಼ΫࠓݸࠓݸᬅᏫװցᇿካቶ۟܌ցᇿካࡣ֣ݜኆ

ẕẓẕẟẍẒẓṪẤẏẓẞẑẏẝẍẒẓẍẒẞẏṘẝẋẕẟẜẋṘẘẏṘẔẚ

ᎋݣݑᝋᲴ 

ȘȫȠȸȈȷȕǩȳȷǲȫȩȃȏң˟
ȷ ࠰உƴșȫȪȳưႆឱƠƨȝȸȩȳȉƱƷӐڤኵጢ
žԧƱծᨩ᧙̞ƷƨǊƷȉǤȄᲷȝȸȩȳȉң˟ſƴોᆅ
ȷ ࠰ž
ȷ ࠰உƴᚐ


ᛯໜᲴ Ĭ ƲƷǑƏƴႆឱƠƨƔŵƳƥǲȫȩȃȏᲢᲣᲹ
    ĭ žᆆ˰ᎍſŴžᢩ࠙ᎍſƷኵጢ
      ᲷிȉǤȄƴƓƚǔࢬǒƷžǿȖȸ҄ſƱƷჳႽ
    Į ƳƥᚐƠƨƔ


ᲫᲨ ႆឱƷᙲ׆
Ŧ ȕȩȳȄȷȀȸȬȠᲢ5'&ᲣƱჷᜤʴƷǤȋǷǢȆǣȖ
 ȀȸȬȠƷኺഭᲢȑȪŴǹȚǤȳϋŴȞǦȈȏǦǼȳӓܾᲣ
Ŧ נșȫȪȳȷȝȸȩȳȉʙ̅ራƷࢫл 
 ऴإ੩̓Ŵη࠴ᢿƱƷңᜭƳƲƴǑƬƯ᧓ႎƴ᧙ɨ
Ŧ ȴȭȄȯȕԧઢᜱ˟ᜭᲢ࠰உᲣ
 žࣄׅ᪸Ҧᚁ˟Ტ9[UVCYC<KGO1F\[UMCP[EJᲣſƷɟᲣ
ą ң˟↞√∓⇪∕⇻ԧઢᜱ˟ᜭ↚ӳ↾↊↕ႆឱ‒
‒ ‒ ʧԡ⅚ⅤʴൟዴⅥ↗Ⅴԧɼ፯Ⅵ↝ᚡচ

ᲬᲨᢩ࠙ᎍƱᆆ˰ᎍƷኵጢ҄ƱžǿȖȸ҄ſ
Ŧ
ȷ
ȷ
ȷ
Ŧ
ȷ
ą
‒ ‒

சᢩ࠙Ʒʗᖏբ᫆Ʊžᢩ࠙ᎍſƷࢫл ᾳᾯύᾧᾳἸԎᜊἦὝἰᾍὨᾈαૃΔଷᚌ௹ᒢṮẓẏ
Ṭẜ¾ẍẕẏἤἿ௹ᒢἿᏸᬹἼὠἴἰᒊἿݳἠἝ
ᖏᢩ࠙բ᫆ƷϬ҄
ịᾡ̵ᾭᾷᾍἿỌἹἨἷૃᾍὨᾈế။Ἴ಼ᾍὨᾈỀ
ЭӪƱƠƯƷȝȸȩȳȉᖏ˳᬴
Ἰកᾡ̵ᾭᾷᾍໄՠὣᫌ
ǫȸȫȷȴȭȃțƷ࠙ƱᖏƷኵጢ҄
žᆆ˰ᎍſƷኵጢ҄
ǪȸȀȸᲷȊǤǻዴǛԧؾƱƠƯջˡ
ࢬ↸⇁ɼ˳ႎ↙ⅤӒ⇻⇇⇝⇟⇮Ⅵ↗ↆ↕ӧᙻ҄‒
ᙱͨ↝ᘮᡙ્ൟኵጢ↚ݣ৴‒

ᲭᲨᚐᙲ׆
Ŧ ʴႎᙲ׆
ၿᆵᩲọᾍὨᾈƖᾡ̵ᾭᾷᾍ
Ჷ žᙱͨʧԡᎍſƷηƔǒƷᨊƱȀȸȬȠŴ
٫ᬦЛἿṛṟṚभỎὣԎᜊἪ
   ǲȫȩȃȏƷžǿȖȸ҄ſ 
ἤἹἸẩࠓᜍᆋഉଔὣͥἙ
ẪᾢᾯέώἿዕὣᤊἪ
Ŧ ᚕᛟƷ᠃੭
͜ẩὶᾯᾭᾇᾓὣὑ
Ჷ ьܹᎍȉǤȄʴƱᘮܹᎍȝȸȩȳȉʴă ᾸὥὨᾢᾯಓἼԅြἦὝἰ౼
ȉǤȄƱȝȸȩȳȉƷіᎍƷӐڤƸˡወႎ ፑὀᤊἦὝἻἜἴἰẪ
Ŧ žǿȖȸ҄ſᲴžᡙ્ſŴʗᖏƷᚡচƷݥҮ  
ą Ⅴ↝↗ٳ૨҄ႎኽள↝↰↝ң˟Ⅵ↚Ԉӓↄ↻↺࢟↖ᚐ‒‒




ᝯᒈၿếἻΗฌၿἿἲẩ๑ᤈᆋ಄᥅ἿᇿካẪោᎩὀԗỀ
ṫẘẎẏẜẝẙẘṖ ṽẒẏẖẎẙẘṖ ṫ ṭẙẖẎ ẁẋẜ ẓẘ ẞẒẏ ṽẙẠẓẏẞ ṬẖẙẍṘ ṺẙẖẓẝẒṗṯẋẝẞ ṱẏẜẗẋẘ ṼẏẖẋẞẓẙẘẝṖ ṛṣṞṟṗṛṣṠṜṖ ṬẙẟẖẎẏẜ ṜṚṚṛṘ
ṫẗẙẝṖ ṲẏẓẕẏṖ ẀẏẜẞẜẓẏẌẏẘẏẘẠẏẜẌ¦ẘẎẏ ẓẗ ṰẋẎẏẘẕẜẏẟẤṖ ṷ¾ẘẍẒẏẘ ṜṚṛṛṘ
ṬẏỿẜẏẘẎẝṖ Ṵẋẘ ṭṘṖ Ṯẓẏ ẏẜẐẟẘẎẏẘẏ ṰẜẏẟẘẎẝẍẒẋẐẞṘ ṺẜẙẚẋẑẋẘẎẋ Ẑ¾ẜ Ẏẓẏ ṽẙạẔẏẞẟẘẓẙẘ ẓẘ Ṻẙẖẏẘ ẟẘẎ ẓẘ Ẏẏẜ ṮṮṼṖ ṵ¸ẖẘ ṜṚṚṠṘ
ṵẙẍẒẋẘẙạẝẕẓṖ ṴẏẤẜảṖ ẁ ẚẙẖẝẕẓẏẔ ẘẓẏạẙẖẓṘ Ṹẓẏẗẏẍẍả Ẕẏẘẍả ạẙẔẏẘẘẓ ạ Ṻẙẖẝẍẏ ṛṣṞṟṗṛṣṟṚṖ ẁẋẜẝẤẋạẋ ṜṚṚṛṘ
ṶẙẞẤṖ ṭẒẜẓẝẞẓẋẘṖ Ṯẓẏ Ṯẏẟẞẟẘẑ Ẏẏẝ ẀẏẜẖẟẝẞṘ ṯẜẓẘẘẏẜẟẘẑẝẚẙẖẓẞẓẝẍẒẏ ṵẙẘẞẜẙẠẏẜẝẏẘ ẓẗ ẑẏẞẏẓẖẞẏẘ ṮẏẟẞẝẍẒẖẋẘẎ ẟẗ ṰẖẟẍẒẞṖ
ẀẏẜẞẜẏẓẌẟẘẑ ẟẘẎ Ẏẓẏ ṹẝẞẑẏẌẓẏẞẏ ṛṣṞṢ̽ṛṣṡṜṖ ṵ¸ẖẘ ṜṚṚṡṘ
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ᙱȉǤȄƴƓƚǔȉȩȃǰሊƷޒ
ÜÜ࠰ˊࢸҞ᳸࠰ˊИ᪽ƷᕤඥોദᜭᛯǛɶ࣎ƴÜÜ
شஜᢢᲢঅড፯ܖٻܖٻؽᨈᲣ
㻝㻥㻣㻞ᖺ㯞⸆ἲ䠖㻢㻜ᖺ௦ᚋ༙௨㝆䛾ⱝ⪅䛾㐪ἲ䝗䝷䝑䜾⏝䞉⏝䜢ཷ䛡䛶㻌
㻌 䛂≉䛻㔜䛺௳䛃䜔ᇶᮏᵓᡂせ௳䠄ᐦ㍺ධ䚸ྲྀᘬ䚸⏕⏘㼑㼠㼏㻚䠅䛻ᑐ䛩䜛ཝ⨩䚸䛂ᑡ㔞䛾䛃㯞⸆䛾ᡤᣢ䞉ධᡭ䛻ᑐ䛩䜛ฮ⨩ච㝖㻌
ၥ䛔䠖䛂ฮ⨩䛷䛿䛺䛟⒪䜢䛃䜢䝰䝑䝖䞊䛸䛧䛯㻝㻥㻤㻝ᖺ㯞⸆ᨵṇἲ䛿䚸䛔䛛䛺䜛㆟ㄽ䜢⤒䛶ᡂ❧䛧䛯䛾䛛䠛㻌

㯞⸆ᢲ㔞䛾᥎⛣㻌
䝦䝻䜲䞁㻌

䝁䜹䜲䞁㻌

14000

300 䝦
䝻
250 䜲
䞁
200 厒
䝁
150 䜹
䜲
100 䞁
咁
㼗
50 㼓
咂
㻌
0

㻔

䜹12000
䞁10000
䝘
䝡 8000
䝇
6000
㼗
㼓 4000
㻌
2000

䜹䞁䝘䝡䝇㻌

㻕

0

㻌
㻌
㻌
㻌

⸆≀㛵㐃Ṛஸ⪅䛸⸆≀≢᳨ᣲ⪅䛾᥎⛣㻌
⸆≀㛵㐃
Ṛஸ⪅㻌

⸆≀≢
᳨ᣲ⪅㻌

70000

700

60000

600

᳨ 50000
ᣲ 40000
⪅
咁 30000
ே 20000
咂
㻌 10000

500 Ṛ
400 ஸ
⪅
300 咁
200 ே
咂
100 㻌

0

0

㻌 㻌 ⫼ᬒ䠖⸆≀Ṛ䛾ቑຍ䚸㯞⸆ྲྀᘬ䛾ᅜ㝿䞉⤌⧊㻌
㻌 㻌 ᑐ⟇䠖䛂≉䛻㔜䛺௳䛃䛻ᑐ䛩䜛ཝ⨩㻌
䋻᪩ᮇ䛾ἲᨵṇ䛻ᑐ䛩䜛㐃㑥┬ᗇ䛾ᾘᴟⓗጼໃ㻌
㻌 㻌 ⸆≀౫Ꮡ⪅䠄᥎ィ㻠ே䠅䜈䛾⪃៖䛿୍ษぢ䜙䜜䛪㻌

㻌 㻌 㻌㻌⫼ᬒ䠖ྛᕞ䛛䜙䛾ἲᨵṇᅽຊ䚸ᅜ㝿᮲⣙䛸䛾ᩚྜᛶ䚸㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌⏝⸆≀䛾ኚ䚸⸆≀Ṛ䛾ቑຍ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌ᑐ⟇䠖䛂≉䛻㔜䛺௳䛃䜔䝦䝻䜲䞁㛵㐃䛾≢⨥䛻ᑐ䛩䜛ཝ⨩㻌
౫↛䛸䛧䛶䛂ฮ⨩䛷䛿䛺䛟⒪䜢䛃䛾どⅬ䛿Ḟⴠ㻌
㻌 䋻౫

ฮ⨩㍍ῶ䛸⒪ಁ㐍䛻㓄៖䛧䛯つᐃ䛾せồ㻌
⸆≀౫Ꮡ䛾ゐἲ⾜Ⅽ⪅䛾㻌 㻌
㻌 ฎ㐝䜢䜑䛠䜛ㅖၥ㢟㻌

䞉ุᡤ䛾௧䛻ᇶ䛵䛟⒪䞉⒪㣴タ䜈䛾㻌
㻌㻌༙ᙉไⓗ⛣㏦㻌
䞉⒪タ䛾㊊㻌
䞉⒪䛻ྥ䛝䛺⾜ฮタ䛷䛾ᑐฎ㻌 㻌 㼑㼠㼏㻚㻌

㛗ᮇ⒪䜈䛾⮬Ⓨⓗཧຍ䜢᮲௳䛻ฮ⨩㍍ῶ䜈䠄㻝㻥㻣㻥ᖺ䡚䠅㻌
䛂ฮ⨩䛷䛿䛺䛟⒪䜢䛃㻌
㐃❧ඪ㻌
䞉ฮ⨩ᇳ⾜୰᩿䠄㻞ᖺᮍ‶䛾⮬⏤ฮ䜢⛉䛥䜜䛯⪅䚸䛒䜛䛔䛿ṧ䜚䛾ฮᮇ䛜㻞ᖺᮍ‶䛾⪅䠅㻌
䠄㻿㻼㻰㻗㻲㻰㻼㻕㻌 䞉⒪ᮇ㛫䛾㔞ฮ䜈䛾⟬ධ䠄ฮᮇ䛾㻟ศ䛾㻞䜢㉺䛘䛺䛔⠊ᅖ䛷䠅㻌
㻌
㻌 㻌 㻌 㻗㻌
䞉㉳ッ䠄㻞ᖺᮍ‶䛾⮬⏤ฮ䛜ண䛥䜜䜛⪅䠅㻌
㻯㻰㼁㻛㻯㻿㼁㻌
䛂ฮ⨩䛾ጾᄐ䜢㏻䛨䛯⒪䜢䛃㻌
㻔ཧ㆟㝔䛷䛿ከᩘὴ㻕㻌 㻌 䠙ᇶᮏᵓᡂせ௳䛻ᑐ䛩䜛ཝ⨩䠄㻟䊻㻡ᖺ䠅䚸㉳ッ᮲㡯䛾๐㝖㻌 㻌㼑㼠㼏㻚㻌

䜘䛖䜔䛟㻝㻥㻤㻝ᖺ㻡᭶䛻ྜពᙧᡂ㻌
ᇶᮏᵓᡂせ௳䛻ᑐ䛩䜛㻌
ཝ⨩䠄㻠ᖺ䠅㻌
㻗㻌
㉳ッ᮲㡯䛾ヱᙜ᮲௳䛾
ཝ᱁㻌
䠄᭱ప㻟䞃᭶䛾⒪䛜ᚲせ䠅㻌

㻝㻥㻤㻝ᖺ㯞⸆ἲ䛾ᡂ❧㐣⛬䛻䛚䛔䛶䚸䛂ฮ⨩䛷䛿䛺䛟⒪䜢䛃䛾⌮ᛕ䛿ᙜึ䛛䜙Ꮡᅾ䛧䛯䜟䛡䛷䛿䛺䛟䚸እ㒊䛛䜙䛾せồ䜢ཷ䛡䛶䜘䛖䜔䛟ᐁ
ᐁ
䜔ᅜ㆟ဨ䛻䜘䜛ᮏ᱁ⓗ䛺᳨ウ䛜㛤ጞ䛥䜜䛯䚹ฮ⨩䛸⒪䛸䛾㛵ಀ䜢䜑䛠䜛㔝ඪ䛾ᑐ❧䜢⤒䛶䚸᭱⤊ⓗ䛻䛿䛂ጇ༠䛃䛜ぢฟ䛥䜜䛯䚹㻌
䚹
せཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

୍ḟྐᩱ㻌
㻙㻌㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼍㼞㼏㼔㼕㼢㻌㻷㼛㼎㼘㼑㼚㼦㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌㻝㻜㻢㻌㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼑㼞㼕㼡㼙㻌㼐㼑㼟㻌㻵㼚㼚㼑㼞㼚㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌㻝㻟㻢㻌㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼗㼍㼚㼦㼘㼑㼞㼍㼙㼠㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌㻝㻤㻥㻌㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼑㼞㼕㼡㼙㻌㼒㾇㼞㻌㻲㼍㼙㼕㼘㼕㼑㻘㻌㻿㼑㼚㼕㼛㼞㼑㼚㻘㻌㻲㼞㼍㼡㼑㼚㻌㼡㼚㼐㻌㻶㼡㼓㼑㼚㼐㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㻌㻟㻡㻟㻌㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼙㼕㼚㼕㼟㼠㼑㼞㼕㼡㼙㻌㼒㾇㼞㻌㻳㼑㼟㼡㼚㼐㼔㼑㼕㼠㻌
㻙㻌㻼㼍㼞㼘㼍㼙㼑㼚㼠㼟㼍㼞㼏㼔㼕㼢㻌䇵㻌㻰㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼑㼞㻌㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼠㼍㼓㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻮㼍㼚㼐㻌㼂㻵㻵㻌㻝㻜㻞㻡㻘㻌㼂㻵㻵㻵㻌㻝㻜㻣㻥㻌㻭㻌㻝㻙㻟㻌㼡㼚㼐㻌㻮㻘㻌㻵㼄㻌㻝㻣㻌㻭㻌
㻌

ḟᩥ⊩㻌
㻙㻌㻰㼑㼠㼘㼑㼒㻌㻮㼞㼕㼑㼟㼑㼚㻘㻌㻰㼞㼛㼓㼑㼚㼗㼛㼚㼟㼡㼙㻌㼡㼚㼐㻌㻰㼞㼛㼓㼑㼚㼜㼛㼘㼕㼠㼕㼗㻌㼕㼚㻌㻰㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼘㼍㼚㼐㻌㼡㼚㼐㻌㼁㻿㻭㻚㻌㻱㼕㼚㻌㼔㼕㼟㼠㼛㼞㼕㼟㼏㼔㼑㼞㻌㼂㼑㼞㼓㼘㼑㼕㼏㼔㻘㻌
㻲㼞㼍㼚㼗㼒㼡㼞㼠㻌㼍㼙㻌㻹㼍㼕㼚㻛㻺㼑㼣 㼅㼛㼞㼗㻌㻞㻜㻜㻡㻌
㻙㻌 㼀㼕㼘㼙㼍㼚㼚㻌 㻴㼛㼘㼦㼑㼞㻘㻌 㻰㼕㼑㻌 㻳㼑㼎㼡㼞㼠㻌 㼐㼑㼞㻌 㻰㼞㼛㼓㼑㼚㼜㼛㼘㼕㼠㼕㼗㻌 㼍㼡㼟㻌 㼐㼑㼙㻌 㻳㼑㼕㼟㼠㻌 㼐㼑㼞㻌 㻾㼍㼟㼟㼑㼚㼔㼥㼓㼕㼑㼚㼑㻚㻌 㻰㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼑㻌
㻰㼞㼛㼓㼑㼚㼜㼛㼘㼕㼠㼕㼗㻌㼢㼛㼚㻌㻝㻥㻟㻟㻌㼎㼕㼟㻌㻝㻥㻣㻞㻘㻌㻺㼛㼞㼐㼑㼞㼟㼠㼑㼐㼠㻌㻞㻜㻜㻣㻚㻌
㻙㻌 㻭㼚㼐㼞㼑㼍㻌 㻷㼍㼕㼟㼑㼞㻘㻌 㼃㼍㼟㻌 㼑㼞㼞㼑㼕㼏㼔㼠㻌 㼐㼕㼑㻌 㼐㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼑㻌 㻰㼞㼛㼓㼑㼚㼜㼛㼘㼕㼠㼕㼗㻫㻌 㻱㼕㼚㼑㻌 㾁㼗㼛㼚㼛㼙㼕㼟㼏㼔㼑㻌 㻭㼚㼍㼘㼥㼟㼑㻌 㼐㼑㼟㻌 㼕㼘㼘㼑㼓㼍㼘㼑㼚㻌
㻰㼞㼛㼓㼑㼚㼙㼍㼞㼗㼠㼑㼟㻘㻌㻹㼍㼞㼎㼡㼞㼓㻌㻝㻥㻥㻢㻌
㻙㻌 㻿㼑㼎㼍㼟㼠㼕㼍㼚㻌 㻿㼏㼔㼑㼑㼞㼑㼞㻌 㻰㼕㼑㻌 㻳㼑㼚㼑㼟㼑㻌 㼐㼑㼞㻌 㻮㼑㼠㽯㼡㼎㼡㼚㼓㼟㼙㼕㼠㼠㼑㼘㼓㼑㼟㼑㼠㼦㼑㻌 㼕㼚㻌 㼐㼑㼞㻌 㻮㼡㼚㼐㼑㼟㼞㼑㼜㼡㼎㼘㼕㼗㻌 㻰㼑㼡㼠㼟㼏㼔㼘㼍㼚㼐㻌
㼡㼚㼐㻌㼕㼚㻌㼐㼑㼚㻌㻺㼕㼑㼐㼑㼞㼘㼍㼚㼐㼑㼚㻘㻌㻳㾁㼠㼠㼕㼚㼓㼑㼚㻌㻝㻥㻤㻞㻌
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Ѝ伋徦㠹ߊ灢瀽灝瀆濥濬瀦'灏炄灡炃瀿灒瀉ㆅ瀻灺炃灄ପݺঌ封
                       ᯂῡᩥኵ㸦ᮾᏛ㸧NWKUNI#JPDLOFRP
 㸯㸬ࡣࡌࡵ
 ሗ࿌⪅ࡢ㛵ᚰ㸸ୡ⣖ึ㢌ࠕ୰Ḣ⤒῭༠ࠖࡢ⤒῭⤫ྜ㐠ື
        ࡑࡢタ⪅㹈ࣦ࢛ࣝࣇࡣࡢࡼ࠺࡞ᛮⓗ⫼ᬒࡢࡶࠊࡇࡢィ⏬ࢆᥦၐࡋࡓࡢ㸽
 ᮏሗ࿌ࡢ┠ⓗ㸸㸿ࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡢᑐ࣓ࣜ࢝㏻ၟᨻ⟇ㄽࢆศᯒࡋࠊࣦ࢛ࣝࣇࡢᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿ









㸰㸬ࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡢⴭ᭩ࠗࢻࢶ࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࠘ࡢ㏻ၟᨻ⟇ ᖺ ࡑࡢ⫼ᬒ
$XJXVW6DUWRULXVYRQ:DOWHUVKDXVHQ  
࣭ࢫࢺࣛࢫࣈ࣮ࣝᏛᩍᤵࠋࢳ࣮ࣗࣜࣄᏛ௦ࡢࣦ࢛ࣝࣇࡢྠ
   ୡ⏺⤒῭ࡢࣦ࢛ࣝࣇࡢ㛵ᚰࢆゐⓎࡋࡓே≀㹙⸨℩ࠊᖺ㹛
࣭ୡ⣖ᮎࢻࢶࡢ⤖㞟ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿㄽத
   ⤖㞟ᨻ⟇ὴࡢࠕ㏻ၟ᮲⣙‽ഛᮏ㒊ࠖࡢྀ᭩ࡋ࡚ⴭ᭩ࢆฟ∧



 㸱㸬ᑐ࣓ࣜ࢝㏻ၟ㛵ࡍࡿࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡢศᯒ
㸦㸯㸧࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ⤒῭㈠᫆≧ἣࡢศᯒ
  ୡ⣖ᚋ༙ࡢᕤᴗࡶ࡙ࡃᛴ⃭࡞⤒῭ᡂ㛗ࠊ㈠᫆ᣑࢆ☜ㄆ
   Ѝ ⡿ᅜࡢ㈠᫆ᣑࢆࠊࢻࢶᕤᴗࡗ࡚ࡢ㍺ฟᕷሙࡢᣑࡋ࡚Ḽ㏄

  ࣦ࢛ͤࣝࣇ͐⡿ᅜࡢᕤᴗ㍺ฟࡢᣑࢆ⬣ጾࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ㹙⸨℩ࠊᖺ㹛
        ⡿ᅜඃࡢせᅉࡋ࡚ࠊᅜෆᕷሙࡢᗈࡉࡸᕧ⤒Ⴀࢆᣦ


㸦㸰㸧࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢᑐእ࣭㏻ၟᨻ⟇ࡢศᯒ
 ࣭ࢹࣥࢢ࣮ࣞἲ㸦ᖺ㸧ࡢ㧗⋡ಖㆤ㛵⛯ᜨ᮲㡯
    Ѝ ⡿ᅜࡢᜨ᮲㡯ࡼࡗ࡚ࠊࢻࢶࡣ㛵⛯㍍ῶࢆ୍᪉ⓗ㏕ࡽࢀࡿ
 ࣭᭱ᜨᅜᚅ㐝᮲㡯㛵ࡍࡿ⊂⡿㛫ࡢ᮲⣙ࡢḞዴ
    Ѝ ⊂⡿㏻ၟࡢᏳᐃ
 ࣭ỗ࣓ࣜ࢝⩏ Ѝ ୰༡⡿ᕷሙࢆࡵࡄࡿ⊂ࠊⱥࠊ⡿ࡢ➇த⃭


 㸲㸬ࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡢᵓ
  ࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡣ㛵⛯ᡓதࢆ༴ࡋ࡚ࢻࢶ༢⊂࡛ࡢᑐ࣓ࣜ࢝㛵⛯ᘬࡁୖࡆᑐ
㸦㸯㸧ᑐ࣓ࣜ࢝㏻ၟ᮲⣙࠾ࡅࡿḢᕞㅖᅜࡢ㐃ᦠ
 ࣭Ḣᕞㅖᅜࡀ㐃ᦠࡋ࡚⡿ᅜ㏻ၟ᮲⣙ࢆ΅ࡋࠊྛᅜࡀᏙ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡼࡾ᭷࡞㏻ၟ᮲௳ࢆ⋓ᚓ࠙ྐᩱ㸯ࠚ
    㐃ᦠㅖᅜࢆ㸱ẁ㝵࡛ᣑ㸦⊂ࠊࠊቤࡀ୰ᚰ㸧
    ᖺ㛫ࡢ༠ᐃᮇ㛫ࢆタᐃ
    㐃ᦠㅖᅜࡢ⛯⋡ᇶ‽ࡋ࡚ࢻࢶࡢ⌧⾜㛵⛯⋡ࢆ㐺⏝
    ᭱ᜨᅜᚅ㐝ࢆ㝖
 ࣭ࠕすḢ㛵⛯ྠ┕ࠖࢆど㔝࠙ྐᩱ㸰ࠚ
 ࣭ࢹ࣐࣮ࣥࢡ㡿すࣥࢻㅖᓥࢆ㐃ᦠㅖᅜࡢ⮬⏤ ࠙ྐᩱ㸱ࠚ
    Ѝ ୰༡⡿ࢆ㍺ฟᕷሙࡋ࡚㔜ど
 э ࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡣࢻࢶࡢᾏእ㐍ฟࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇࢆᒎᮃ


㸦㸰㸧ࣦ࢛ࣝࣇࡢᵓࡢẚ㍑࠙ྐᩱ㸲ࠚ
 ࣭Ḣᕞㅖᅜࡀ㐃ᦠࡋ࡚⡿ᅜ㏻ၟ᮲⣙ࢆ΅
    㐃ᦠㅖᅜࡢᣑ࠾࠸࡚ࠊ୰ᮾḢㅖᅜࢆඃඛࡍࡿ
    ୰Ḣㅖᅜࡢ⤒῭ⓗ᥋㏆ࢆ᥎㐍
    Ѝ ᕤᴗࡢ➇தຊᙉࡢᇶ┙࡞ࡿᗈ࠸ᕷሙࢆ☜ಖ
      ࡓࡔࡋࠊㅖᅜࡢ⤒῭ⓗ⮬ᶒࢆ↓᮲௳࡛ಖ㞀
 ࣭㛵⛯ྠ┕ࢆࠕ࣮ࣘࢺࣆࠖᢈุ
 ࣭୰༡⡿ࡢ㐍ฟࡼࡾࡶࠊ୰Ḣ⤒῭ᅪࡢᙧᡂࢆ㔜どࡍࡿ



 㸳㸬࠾ࢃࡾ
  ⤖ㄽ㸸ࣦ࢛ࣝࣇࡣࠊᑐ࣓ࣜ࢝㏻ၟ㛵ࡍࡿࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡢᵓࢆ㋃く
     ࡓࡔࡋࠊࢨࣝࢺࣜ࢘ࢫࡣ㍺ฟᕷሙࡢ☜ಖࢆ୰ᚰࡋࡓࢻࢶࡢୡ⏺ᨻ⟇㊰⥺ࢆ⥅⥆
         ࣦ࢛ࣝࣇࡣࠊ୰Ḣ࡛ࡢᗈᇦ⤒῭ᅪࡢᙧᡂ㌿


࠙ᩥ⊩୍ぴࠚ                                           
 ձ$6DUWRULXVYRQ:DOWHUVKDXVHQ'HXWVFKODQGXQGGLH+DQGHOVSROLWLNGHU9HUHLQLJWHQ6WDDWHQYRQ$PHULND%HUOLQ
 ղ-XOLXV:ROI'DV'HXWVFKH5HLFKXQGGHU:HOWPDUNW-HQD            
 ճ⸨℩ᾈྖࠕࣘࣜ࢘ࢫ࣭ࣦ࢛ࣝࣇ୰Ḣ⤒῭༠ࠖࠗ⤒῭⛉Ꮫ࠘➨ᕳྕࠊᖺ     
 մ+XEHUW.LHVHZHWWHU-XOLXV:ROI̽]ZLVFKHQ-XGHQWXPXQG1DWLRQDOVR]LDOLVPXV    ᮏሗ࿌ࡢ⿵㊊㈨ᩱࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻඛ㸸
  6WXWWJDUW                                        KWWSUHVHDUFKPDSMSPXXRT[I
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ᡓ㛫ᮇࢡࣟࢳ࠾ࡅࡿࠕ࢘ࢫࢱࢩࣕࠖࡢᨻᛮ
㸫ࢼࢩࣙࢼࣜࢫࢺࡢࠕᑠẸ᪘ࠖࢆᕠࡿၥ࠸㸫


㛛㛫 ༟ஓ㸦ᮾிᏛᏛ㝔㸧

↞ↇ↰↚≝ಊӫኵጢⅤ⇌⇟⇥⇝∉‒Ⅵ↝ѣ↚᧙ↈ↺ᄂᆮᛢ᫆
                           takuyamomma@gmail.com







‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ܐ᧓⇕∓⇈⇧⇈↚ⅹↀ↺ӫͼ҄⇁ⅳⅺ↚ᛯↇ↺ⅺ≢‒
‒
Ⅎ⇌⇟⇥⇝∉↝࣬ेЎ↖↝ࢨ᪪щ↝ᙹ≋ℇӳඥႎ↙ѣ↞ᨂܭႎ≌‒
‒ ℋ⇌⇟⇥⇝∉↗ᚃ⇌⇟⇥⇝∉⇁ԃ↰ٶಮ↙ກ්ⅻ‒נ܍
‒ ‒ ‒ ‡Ӳɼ˳↝ᇌ∝ئ૨Ꮶ↚ұↆᛇኬ↙ᜭᛯⅻ࣏ᙲ‒
‒
ℳ⇕∓⇈⇧⇈ൟଈ↝இૅٻਤηⅤ⇕∓⇈⇧⇈ᠾൟηⅥ↗↝᧙̞‒
‒ ℋ⇌⇟⇥⇝∉↝࣬े↚ⅹↀ↺ൟଈಒࣞ↞ᠾൟɼ፯↗ᡈ‒
‒ ‒ ‒ ‡⇌⇟⇥⇝∉↝Ⅴ⇰⇝∍⇰∐⇠∆Ⅵ↝࢟७↚↺ↈݣЎௌⅻ࣏ᙲ‒ ‒

ஜႆᘙ↝Ўௌݣᝋ‒
⇌⇟⇥⇝∉↝ൟଈɼ፯⇁̟ᡶↄ↊↝⇮⇟∐⇰∍⇝⇰∝ؾ−⇮∐⇩⇕‒
⅐⇌⇟⇥⇝∉ηՃ↝ϋ↝↖ٳѣӏ↢↝−⇮∐⇩⇕≋1929⊡41࠰≌‒
ᅑ᧸ᘓዠ᪸↝ႆᘙ≋1933࠰≌‒
Ⅎᅑ
‒‒≋Spomenica trogodišnjice “Hrvatskog domobrana” i otkrića zastave, Buenos Airesu, 1934.≌‒
‒ ᇹ13வ≝Ⅴᠾൟ↞μࠊൟ↚↗↹ဃ↝ؕႴӍ↞เඡ↖ⅱ↺ↀ↖↙ⅾ≏↻↝↮↖‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ⇕∓⇈⇧⇈ൟଈ⇁ನↈ↺↱↝↖ⅱ↹≏⇕∓⇈⇧⇈↝μ↕↝ೌܼщ⇁ਃ‒
‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ⅳܱᘍↈ↺↱↝↖ⅱ↺Ⅵ‒
‒
ℳ⇌⇟⇥⇝∉ηՃ↝∌∞⇚⇟∏√⇉⇈ྛ≋ᢩ࠙↝↧1937~38࠰≌
‒ ‒ ∅−∝⇼⇦⇕ Mile Budak ≋ܼ∝૨ܖᎍ≏∌∞⇚ྛϋ↝⇌⇟⇥⇝∉↝ѣ↝
‒ ‒ ɶ࣎ႎʴཋ≌ӏ↢⇕∓⇈⇧⇈ᠾൟηηᬍ⇼∏⇯⇋⇙∝∄⇧⇍⇕ Vladko Maček ↝˟ᛩ
‒ →⇼⇦⇕↞ஹ↺ʗ↖ѨМↈ↺↰↚᠆↝↗ͨңщ⇁Ԡ↢ੑↀ↺↱∄⇧⇍⇕↞ԁ
‒ ‒ ∄⇧⇍⇕↞≏Ⅴ⇕∓⇈⇧⇈ൟଈ↞Ⅴݱൟଈ Mali narodⅥ↖ⅱ↹Ⅴٻൟଈ Veliki narodⅥ
‒ ‒ ᧓↝ʗⅳ↝؊↚ٳⅱ↺Ⅵ↗ɼࢌ
‒ →ɲᎍ↝⇕∓⇈⇧⇈ᠾൟηӏ↢⇌⇟⇥⇝∉↝ңщ↚᧙ↈ↺ʩฏ↞ൿᘷ
‒ ‒ ˬↆ≏⇼⇦⇕↞1938࠰12உ↝ᢠਫ↚Ӽↀ↕∄⇧⇍⇕ӏ↢⇕∓⇈⇧⇈ᠾൟη⇁ૅਤ

ࢡࣟࢳ⮬ᕞ㸦1939-41ᖺ㸧

Ẹ᪘ᵓᡂ
ࢡࣟࢳ⣔㸸2,959,494ே/ 74.5㸣
ࢭࣝࣅ⣔㸸737,978ே/ 18.5㸣
ࢻࢶ⣔㸸89,215ே/ 2.2㸣
(Godišnjak Banske vlasti Banovine Hrvatske, 1940)


ℴⅤ⇕∓⇈⇧⇈∝−⇹∋∞‒ Hrvatska smotraⅥ≋ᩃᛏ≏1933⊡41࠰≌
‒ ‒ Ⅶݱൟଈ↞ݱ↞ٻ≏࣎᧙↝ٻൟଈ↝᧙࣎Ⅷ≋br. 1, 1938., ⇈∙⇬∝⇐∑⇛⇱⇩⇧≌
‒ ‒ Ⅴ…ྵˊ↝߸↝↺↷↚ٻਘٻɼ፯ႎⅺ↓ࠔɼ፯ႎ↞≏ݱൟଈ↚࣎᧙↝ٻⅻ
‒ ‒ ‒ ‒ ⅱ↹≏ݱ↚ٻൟଈ↝᧙࣎ⅻⅱ↺↗ⅳⅵↂ↗↖↱ⅱ↺⅛ↂ↻↞≏᧭↝↗ٻ↞ٻ
‒ ‒ ‒ ‒ ʗ↚ᨥↆ↕ݱൟଈ⇁࣏ᙲ↗ↆ↕≏ݱൟଈⅻ≋↗ٻᐯ↸↝ᇌӏ↢ᐯဌ⇁↰↺ܣ
‒ ‒ ‒ ‒ ↚≌ʗⅵᨥ↚࣏⇁ٻᙲ↗ↈ↺↗ⅳⅵↂ↗↖ⅱ↺Ⅵ
ℵⅤ⇕∓⇈⇧⇈ൟଈ‒ Hrvatski narodⅥ≋ૼᎥ≋∅−∝⇼⇦⇕ዻᨼ≌≏1940⊡41࠰≌
‒ Ⅶ⇕∓⇈⇧⇈↝ನ↚᧙ↈ↺࠹↓ⅺ↝ॖᙸⅧ≋br. 46,47, 22, Dec 1939., ∅−∝⇼⇦⇕≌
‒ ‒ Ⅴ↾↻↾↻↞ᠾൟ↝ൟଈ↖ⅱ↺…ᠾൟ↞ӕ↝ݣᝋ→…ᠾൟⅻ⇁ܼᏑ→↕ⅳ↺‒
‒ ‒ ‒ ↚≏ˊ↝ܼᘙᎍ↞ࢬ↸⇁ኺփᎍ gospodar ↖↙ⅾᢃʴⅺՠԼ↗ↆ↕ↆⅺᙸ↕ⅳ↙
‒ ‒ ‒ ⅺ→…⇕∓⇈⇧⇈ᠾൟ↞ↂ↝ཞඞ⇁ΪЎ↚ᐯᙾↆ↕ⅳ↺Ⅵ

ࠗࢡࣟࢳ࣭ࣞࣅ࣮ࣗ࠘ 

ኽᛯ‒
Ⅎ⇌⇟⇥⇝∉↞ᠾൟη↗↝ʩฏ↝ൿᘷࢸ↱ᠾൟɼ፯↚˩ↆɼࢌ⇁‒≏ޒ
‒‒‒ɟ૾↝−⇮∐⇩⇕↞࣯ᡶ҄‒
ℳᇹʚഏٻ⇁ႸЭ↚ↆ↕≏↝ٻ‡ݱғЎ↚ؕ↔ⅾ−⇮∐⇩⇕⇁ᡫↇ↕‒
‒‒‒⇕∓⇈⇧⇈ൟଈ↝үೞज़⇁Хນ‒
ℴˬↆ⇰⇝∍⇰∐⇠∆ⅺ≏↚≌˙≏≋ٻᡙ᨟ↈ↺ۋѬ↞ᅆↆ↕ⅳ↙ⅳ‒
‒
せཧ⪃ᩥ⊩୍ぴ
୍ḟྐᩱ㸦᭩⡆㞟㸧
Jonjić, Tomislav; Matković, Stjepan, Iz korespondencije dr. Mile Budaka : (1907.-1944.), Hrvatski državni arhiv,
Zagreb, 2014.
ḟᩥ⊩
Boban, Ljubo, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928-1941. Iz povijesti hrvatskog pitanja, Knjiga
druga, Liber, Zagreb, 1974.
Jareb, Mario, Ustaško-domobranski pokret od nastanka do travnja 1941. godine, školska knjiga, Zagreb, 2006.
ࠗࢡࣟࢳẸ᪘࠘
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ٵԦ灟瀼炆炕炄瀆濥濬瀦֡书惴㜮佖߈瀃शѺ
ȉǤȄቔᢠ৸ᎍƱᆆ˰ᎍƷᜂႻ
                                       ӐᲢଔᆖဋܖٻȷܖٻᨈᲣ
      [WTKJQUJKPQ"VQMKYCUGFCLR


źҤȆǣȭȸȫƴƓƚǔቔᢠ৸Ż


 ȉǤȄǤǿȪǢ᧓ưžșȫȪȳңܭſዸኽᲴҤȆǣȭȸȫƴƓƚǔቔᢠ৸Ʒܱ       


ȷעםƷஊƴƓƚǔɤെ᨞ƴЎƚƨᆆ˰ሊƷܱ        ݣᝋᎍǍᆆ˰έƴƭƍƯƸசൿܭ
ȷȉǤȄቔᢠ৸ᎍǁǇƱǇƬƨᆆ˰έǛ੩̓Ƣǔኖள        ăቔᢠ৸ƴ᧙Ƣǔᙲዠ
ȷȉǤȄᛖኒ˰ൟƷᆆ˰ǛᡫƠƨҤȆǣȭȸȫբ᫆Ʒఌஜႎᚐൿ
    Ą                             
 ቔᢠ৸ǛǊƙǓŴᆆ˰ƱസသƴǑǔȗȭȑǬȳȀӳᲤӫᲴ࠰ƴᅈ˟ൟɼɼ፯ᎍƴǑƬƯ˺ƞǕƨȑȳȕȬȃȈƷɟᢿ
Ą                           Steininger, Rolf, Südtirol im 20.Jahrhundert, Studien Verlag, Innsbruck 1997. S.283.
 

ቔᢠ৸ኽௐ  

ൟଈ
ȉǤȄ
ǤǿȪǢ
சᘙଢᎍ źቔᢠ৸ƷݣᝋƱƳǔžൟଈȉǤȄʴſƷ؏ע˰އŻ

ȉǤȄʴ
ቔᢠ৸
ቔᢠ৸


                                    ȷȜȫȄǡȸȎჄᲴμƯƷǲȞǤȳȇ
BolzanoჄ
229,500ʴ
166,448ʴ
27,712ʴ
35,300ʴ
                                    ȷȈȬȳȈჄ  ᲴᲫᲬƷǲȞǤȳȇŴᲲƭƷᨼᓳ
   TrentoჄ
      24,453ʴ
      13,015ʴ
     3,802ʴ
      7,636ʴ
      ȷǦȸȇǣȍჄ ᲴᲭƭƷǲȞǤȳȇ
                                    ȷșȃȫȸȎჄ ᲴᲭƭƷǲȞǤȳȇ
UdineჄ
5,603ʴ
4,576ʴ
337ʴ
690ʴ
                                       Ą
   BellunoჄ
       7,429ʴ
      1,006ʴ
      6,423ʴ
      ᚡ᠍ƳƠ
      ȩǤȒǁƷᆆ˰ƕ፯ѦƱƳǔȉǤȄቔᢠ৸ᎍƕ͂ןႎٶૠ
ưƋƬƨƴǋƔƔǘǒƣŴܱᨥƴᆆ˰ƠƨƷƸኖ
ኖʴ
    ӳᚘ
     266,985ʴ
      185,045ʴ
      38,274ʴ
      43,626ʴ
         Ą
                                    ᆆ˰ƠƨƷƸƲƷǑƏƳʴŷưƋƬƨƷƔᲹ
  ᲤǍǉǛƑƳƍʙऴƴǑƬƯቔǛᘙଢƠƳƔƬƨᎍˌٳŴ࠰உଐǇưƴቔᘙଢǛᘍǘƳƔƬƨئӳƴƸǤǿȪǢቔƱǈƳƞǕƨŵ
 Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Die Einzelergepnisse der Option in den Provinzen Bolzano, Trento, Udine und Belluno.ǛǋƱƴ˺ŵ



      ˎᛟĬᆆ˰ᎍƷᎰಅКлӳ             ĭȉǤȄቔᢠ৸ᎍƷᆆ˰έ














    

ᲤStuhlpfarrer, Karl, Umsiedlung Südtirol, 1939-1940, Löcker, Wien 1985, S.550.ǛǋƱƴ˺ŵ        ᲤSolderer, Gottfried, Gell, hinter den Bergen ist Deutscheland, Die Option 1939, Edition Raetia, Bozen 2009, S.81.


    

ȷᘮᨽဇᎍƕлᡈƘ        

           ȷȆǣȭȸȫᲷȕǩǢǢȸȫșȫǯǁƷᆆ˰ᎍᲴʴ

      äᠾಅࢼʙᎍŴܼʙˡƍŴՠಅࢼʙᎍƳƲ           äᆆ˰ᎍμ˳ᲢʴᲣƷኖᲭЎƷᲫƴႻ࢘
   ȷᐯփಅᎍȷπѦՃ                      ȷǪȸǹȈȪǢ᪸םϋǁƷᆆ˰ᎍᲴʴ
      äᆆ˰ЭࢸƴƓƚǔဃƷ̬ᚰᲢփಅᚩӧŴዅ૰ૅƍᲣ     äȉǤȄቔᢠ৸ᎍƷᆆ˰έƸԗᡀ؏עƴᨂܭ
         Ą
                             Ą
    ဃʙऴƴǑǔᆆ˰ƷƠǍƢƞȷƠƴƘƞᲥ؏ע˰އƱƷ᧙̞    ᇹʚഏɭမٻƷࢨ᪪ŴᝠငᙀΝբ᫆ƱƷ᧙̞


 źƞǒƳǔᄂᆮƷᙸᡫƠŻ

  ᆆ˰ᎍޖǁƷბႸƔǒȉǤȄቔᢠ৸ᎍૠƱᆆ˰ᎍૠ᧓ƷǺȬǛ౨ᚰăҤȆǣȭȸȫƷžൟଈȉǤȄʴſƷཎࣉ
  Ӫ૰Ჴ࢘ƷǲȞǤȳȇКʴӝወᚘŴȉǤȄʴᆆ˰ޅᲢ#&'456ᲣǍȉǤȄʴᆆ˰̮ᚠ˟ᅈᲢ&76 ƴǑǔӪ૰



































źɟഏӪ૰Ż
 ȷAkten zur deutschen auswärtigen Politik, 1918-1945. Serie D : 1937-1941, Imprimerie Nationale, Baden-Baden 1950-1971.
 ȷTiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Südtirol Dokumentation, Die Einzelergebnisse der Option den Provinzen Bolzano, Trento, Udine und Belluno
źɼᙲӋᎋ૨ྂŻ
 ȷEistener, Klaus / Steininger, Rolf, Die Option, Südtirol zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, Innsbrucker Forchungen zur Zeitgeschichte Bd.5, Haymon Verlag, Innsbruck 1989.
 ȷLatour, Conrad F., Südtirol und die Achse Berlin-Rom, 1938-1945, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart 1962.
 ȷLumans, Valdis O., Himmler’s auxiliaries : the Volksdeutsche Mittelstelle and the German national minorities of Europe, 1933-1945, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1993.
 ȷSchechtmann, Josef B., European Population Transfers 1939-1945, Oxford University Press, New York 1946.
 ȷSteininger, Rolf, South Tyrol : a minority conflict of the twentieth century, Transaction Publishers, New Brunswick 2003.
 ȷStuhlpfarrer, Karl, Umsiedlung Südtirol, 1939-1940, Löcker, Wien 1985.
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  ࡖࢮ柑֡ъऀ岡瀉ࡖ惐स
⦷䕻橢⦌ⅉ䯍↩ቑ煝㢝㦮᧤᧩᧥

摠 㽢㲎᧤⮶梹⮶ⷵ᧥
ZDFK#QDYHUFRP
䛿䛨䜑䛻㻌 䠉ၥ㢟ᥦ㉳
•
㻌
•
㻌
㻌
㻌


⌧ᅾ䝗䜲䝒䛻䛿⣙䛾㡑ᅜே䛜ᅾఫ
䖾㻌 ┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛾ὴ㐵䛛Ỵᐃⓗዎᶵ
䝗䜲䝒䛷䛾እᅜேປാ⪅ເ㞟䠄.㻌 䝅䜵䞊䞁䞂䜵䝹䝎䞊䠅
ȥ㻌 䝶䞊䝻䝑䝟ㅖᅜฟ㌟⪅䜢ඃඛ㞠⏝
䖾㻌 ⛣Ẹ䛾ไᚚ䜢ᐜ᫆䛻䛩䜛䛾䛜┠ⓗ
䖾㻌 ≉䛻䜰䝆䜰䞉䜰䝣䝸䜹ே䜢ᚷ㑊


㡑ᅜே┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛾ὴ㐵䛜䛔䛛䛻ྍ⬟䛰䛳䛯䛾䛛䠛

㻌 ᨻᗓ䞉ᮤಟྜྷẸ㛫ὴ㐵䠄ğğ䠅

㻌 ᐀ᩍᅋయ䛻䜘䜛ὴ㐵䠄ğğ䠅
•
•
㻌
•

Ĝᖺ௦䝗䜲䝒་⒪䠖㟂せᛴቑ䚸䝇䝍䝑䝣㊊㻌 
䜹䝖䝸䝑䜽⣔䠖䝣䜯䝡䜰䞁䞉䝎䝮 ěᖺ 䚸䜰䜲䝠䞁䜺䞊⚄∗䛺䛹
ȥ㻌 ⣙ே䛾┳ㆤᏛ⏕䜢ὴ㐵㻌 
䝥䝻䝔䝇䝍䞁䝖⣔䠖ᮤ㚝⚽䠄䜲䞉䝆䝵䞁䝇䠅

㻌 ȥ㻌 ┳ㆤ፬㣴ᡂ䛜┠ⓗ ěᖺ 
㻌 ȥ㻌 Ĝᖺ䜎䛷ẖᖺ䠎䠌ே䛾┳ㆤᏛ⏕ὴ㐵
㻌 䖾㻌 ⌧ᆅ㐺ᛂኻᩋ䚸ᩍ⫱ㄢ⛬୰㏥ከⓎ




•
㻌
㻌
㻌
•
㻌
㻌
㻌

ᮤಟྜྷ䠄䜲䞉䝇䜼䝹䠅༤ኈ䚸䝣䝷䞁䜽䝣䝹䝖㝔༠䛸΅㻌 
ȥ㻌 ěᖺ䛛䜙΅㻌 㻌 Ĝᖺ᭶䚸ேึὴ㐵㻌 
ȥ㻌 䝗䜲䝒ே䛸ྠ➼䛺⤥ᩱ䚸ᖺ㛫䠄ᘏ㛗ྍ䠅
ȥ㻌 ěᖺ᭶䛛䜙ᮤ䛿䛂ᾏእ㛤Ⓨබ♫䛃䛸ዎ⣙㻌 
ᮤ㚝⚽䛸*䝅䝳䞁䝞䞊䛾ὴ㐵
ȥ㻌 ⣙༓ே䛾┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䚸15:ᕞὴ㐵
ȥ㻌 ㈥㈣䜔ᙜ䛺ᡭᩘᩱᚩ䛺䛹䛾ၥ㢟
䖾㻌 䝗䜲䝒䞉㡑ᅜ䛷䛾ὴ㐵୰Ṇ㐠ື㻌 




㻌 ᨻᗓᑟὴ㐵䠄ğğ䠅

ᕥ䠖䜰䜲䝠䞁䜺䞊⚄∗㻌

ୖ䠖ᮤಟྜྷ༤ኈ㻌

•
㻌
㻌
•
㻌
㻌
㻌

ěᖺ䚸ᾏእ㛤Ⓨබ♫䛸䝗䜲䝒㝔༠䛾༠ᐃ㻌 
ȥ㻌 ┳ㆤ፬ே䚸┳ㆤຓᡭே䠄ěĜ䠅
䖾Ĝᖺເ㞟୰Ṇᚋ䜒┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛿ᑵᴗチྍ
䝗䜲䝒ᅜෆ䛾ኚ
ȥ㻌 ┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛾㈤㔠ୖ᪼
ȥ㻌 䜸䜲䝹䞉䝅䝵䝑䜽䛻䜘䜛ἣ
䖾㻌 Ĝᖺ䛾ὴ㐵䛷⤊䠄⣼ィ⣙ே䠅





㻌 ┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛾ᐃఫ

㡑ᅜே┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛾ึᮇὴ㐵ᆅᇦ㻌

• Ĝᖺᙉไ㏥ཤ௧䠄ே䚸䝞䜲䜶䝹䞁ᕞ䠅Ĝᖺ䚸ே㞟ᅋゎ㞠
• ┳ㆤ䝇䝍䝑䝣䛸᐀ᩍᅋయ䛾⨫ྡ㐠ື
• Ĝᖺ䚸す⊂ෆົ┬䚸ᖺ௨ୖົ⪅䛻Ọఫチྍ
㻌 ȥ㻌 Ọఫチྍ䜢ᚓ䛯ዪᛶ䛸Ⅳ㖔ປാ⪅䛾፧ጻ
㻌 ȥ㻌 䝗䜲䝒ே⏨ᛶ䛸䛾፧ጻ䛺䛹䛷ᐃఫ
䖾㻌 ᅾ⊂㡑ᅜே♫䛾᰿ᖿ䛸䛺䜛


⤖ㄽ䠖㻌

つᶍὴ㐵䛜ྍ⬟䛻䛺䛳䛯⌮⏤㻌

㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 㻌 㻌䞉㻌 ṇつᑵᴗ䛷䛺䛔䚸␃Ꮫ┠ⓗ䛾ዪᛶ䛯䛱䛜ඛ䜢ᥦ౪㻌
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 㻌 㻌䞉㻌 ୧ᅜ䛾䜢㐺ษ䛻ㄞ䜏ྲྀ䛳䛯ಶே䛾ດຊ㻌
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㛝㑡ੋ灢瀽灝瀉֡טъ⤫➬ীݛज़瀆濥濬瀦灣灚㨺і瀃瀉ӱڅ炔ъࣩ瀅悪侠㓬
ࡣࡌࡵ 㹼ᡓᚋすࢻࢶࡢእᅜேປാ⪅ᨻ⟇㹼

ᶫᮏὈዉ㸦ᮾிᏛᏛ㝔㸧
    E-mail: yasuna_hashimoto@yahoo.co.jp

㻌

z ᛴ㏿䛺⤒῭ᡂ㛗䛸ᅜෆ䛾ປാຊ㊊䜢⫼ᬒ䛻䠈㻝㻥㻡㻡ᖺ䛛䜙㻝㻥㻣㻟ᖺ䜎䛷す䝗䜲䝒䛻䛚䛔䛶ᐇ䛥䜜䛯䠈䜲䝍䝸䜰䜢㻌
㻌 㻌䛿䛨䜑䛸䛩䜛」ᩘᅜ䛸䛾ᅜ㛫༠ᐃ䛻ᇶ䛵䛟እᅜேປാ⪅䛾ཷ䛡ධ䜜㻌 䋻㻌 ᐃእ䛾⤖ᯝ䠊㻌
z ඛ⾜◊✲䠖䠄ᚑ᮶䠅す䝗䜲䝒䛾✚ᴟⓗ䛺ປാᕷሙᨻ⟇㻌 䋽㻌 䠄㏆ᖺ䠅ᑐ
ᑐእᨻ⟇ୖ䛾㔜せᛶ䠈䝘䝏௦䛸䛾㐃⥆ᛶ䠊㻌㻌㻌
㻌

ၥ䛔䠖㻌➨ḟୡ⏺ᡓୗ䛷ᮍ᭯᭷䛾つᶍປാຊᚩເ䛻Ⓨᒎ䛧䛯㻌䝘䝏䞉䝗䜲䝒䛾እᅜேປົືဨ䜢㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 䜑䛠䜛⤒㦂䛸グ᠈䛿䠈䝘䝏యไᔂቯᚋ䜟䛪䛛㻝㻜ᖺ䛻䛧䛶䛂㛤䛃䛥䜜䛯㻌ᡓᚋす䝗䜲䝒䛾እᅜே㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 ປാ⪅ᨻ⟇䛾ᙧᡂ䛻䠈䛔䛛䛺䜛ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛧䛯䛾䛛䠊㻌
㻌

ᮏሗ࿌䠖እᅜேປാ⪅ᨻ⟇䛻㛵䛩䜛ไ
ไᗘᙧᡂ䛸ᐁ
ᐁே䜈䛾╔┠䠈䝘
䝘䝏௦䛸䛾ไᗘ䞉ேⓗ䛺㐃⥆ᛶ䛾ศᯒ䠈㻌 㻌 㻌 㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌䛭
䛭䛾⫼ᬒ䜢䛺䛩㛵㐃┬ᗇ䛾㆟ㄽ䛸ྲྀ䜚⤌䜏䛻㛵䛩䜛⪃ᐹ䠈ୖグၥ䛔䛾᳨ウ䠊㻌


ձไᗘⓗ࡞㐃⥆ᛶ 㹼ࢼࢳ௦㐺⏝ࡉࢀࡓࡘࡢἲ௧㹼

䠘㈨ᩱϨ䠚

㻌

9 䛂እᅜே⿕⏝⪅௧䛃䠄㻝㻥㻟㻟ᖺ䠅䠈䛂እᅜே㆙ᐹ௧䛃䠄㻝㻥㻟㻤ᖺ䠅䛾᭷ຠ䠄㻝㻥㻡㻝䠋
㻝㻥㻡㻞ᖺ䠅䜢䜑䛠䜛⟶
⟶㎄┬䠄㐃㑥ປാ┬䠈㐃㑥ෆົ┬䠅䛾ෆ㒊㆟ㄽ䠖㻌
㻌

㻌㼍㻕㻌㐃㑥㆟䛾ᑂ㆟䜢⤒䛪䛻⟶
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èȑǭǹǿȳƸǳȢȳǦǧȫǹᏮᡚࢸǋૼǳȢȳǦǧȫǹƴԃǉŵ

ɼᙲ૨ྂɟᚁ(ࡽဇƠƨǋƷƷǈ)
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from EEC free movement of labour agreement, 1971. (5)Immigration Act, 1971, C.77. (6)The United Kingdom and the European Communities, Cmnd.4715, London, HMSO, 1971.
(7)Commonwealth Immigrants Act 1962 and 1928 Control of Immigration Statistics 1968-1972, Cmnd. 4029, 4327, 4620, 4951, 5285, London, HMSO, 1969-1973. (8)Statistics of Foreigners
Entering and Leaving the United Kingdom 1968-1972, Cmnd. 4025, 4342, 4655, 4960, 5309, London, HMSO, 1969-1973. (9)Immigration Statistics 1973-1975, Cmnd. 5603, 6064, 6504, London,
HMSO, 1974-1976.
ʚഏ૨ྂ……(1) Karatani Rieko, Defining British Citizenship, London:Routledge, 2003. (2)Hansen, Randall, Citizenship and immigration in post-war Britain, Oxford: Oxford University Press,
2000. (3) Spencer, I.R.G., British Immigration Policy since 1939: The Making of Multi-racial Britain, London: Routledge, 1997.(4) Wakamatsu Kunihiro, “The Position of the British Government
towards Harmonisation of European Immigration Policy”, Policy Paper, No.23, University of Warwick, 1997. (4)˙ᕲѨ፦žǤǮȪǹƴƓƚǔʴᆔբ᫆ƴ᧙ƢǔɟᎋݑſƀᡈဴܝٻඥܝƁ20ࠇ1ȷ2
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ƍƔƳǔǋƷƩƬƨƷƔᲹ
ĭ ᙱͨӷႱϋưƷሊൿܭƴǤǮȪǹٳʩƸƲƷǑƏ
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Конституционное совещание. Стенограммы. Материалы. Документы. 29апр. Ყ10 нояб. 1993 г. Том 1-20, М., Юрид. лит., 1995 г.
Четвёртый Съезд народных депутатов РСФСР, 21-25 мая 1991 года: Стенографический отчет. Том 1-4, М., Верховного Совета РСФСР, 1992 г.
Зорькин В. Д. (ред.), Комментарий к Конституции Российской Федерации 2-е издание, М., НОРМА ИНФРА-М, 2011 г.
Румянцев О. Г. (общ. ред.), Из истории создания Конституции Российской Федерации. Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.),
М.,

2007-2010 гг.
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(Pickering & Chatto) -GB日本総代理店： ㈱紀伊國屋書店
第一次世界大戦直前の社会と文化を見つめ続けた、英国屈指の作家・批評家のジャーナリズム作品集

G・K・チェスタトン「デイリー・ニューズ」寄稿文集
文学、自由主義、革命 1901-1913 年（全 8 巻）

G. K. Chesterton at the Daily News
Literature, Liberalism and Revolution, 1901–1913
Editor: Dr. Julia Stapleton, Centre for the History of Political Thought, Durham University, UK
Part I :

Vols. 1-4 ≪在庫≫ 2011:12
4 vols. 1,696 p. set ISBN 978-1-84893-212-8
Web 販売価格 ￥66,150 (税込) / 標準価格 ￥82,782 (税込)
Part II : Vols. 5-8 ≪在庫≫ 2012:04 4 vols. 1,600 p. set ISBN 978-1-84893-213-5
Web 販売価格 ￥66,150 (税込) / 標準価格 ￥82,782 (税込)

GBP 350.00
GBP 350.00

※ Web 販売価格は、弊社インターネット書店 Kinokuniya BookWeb Pro（https://pro.kinokuniya.co.jp/）でご注文され、付帯作業を伴わない納品を行い、弊社標準書式による請求書を発行し
遅滞なくお支払いただく場合、あるいは、クレジットカードまたは口座振替でお支払いいただく場合に適用される販売価格です。為替レートの変動により価格は変更されることがあります。

鋭い文明批評家としても知られた英国の作家 G・K・チェスタトン（1874-1936 年）は、1901 年から 1913 年にわたり、有力
紙「デイリー・ニューズ」で常連執筆者として大いに才筆を揮いました。文学・芸術論や書評が多数を占める前期から、チェス
タトン一流の政治・宗教論が前面に出る後期まで、これらの記事は作家チェスタトンの形成を示すと同時に、当時の大英帝国の
社会的論点―帝国主義、教育、婦人参政権、優生学など―をめぐる白熱した議論から、その時代相を鮮やかに蘇らせます。
本コレクションは、チェスタトンの同紙寄稿記事 750 点を初めて集大成するものです。無署名記事（12 編）や、有名無名の
読者たちとの活発な応酬も含めて、完全収録しています。英 Pickering & Chatto 社の学術的に評価の高い校訂版 “The Pickering
Masters”として刊行された本書は、編者による詳細な序文および注釈と索引をも含んでいます。第一次世界大戦開戦 100 周年
を迎えて、その前後で何が変わり何が変わっていないのかを見つめ直すためにも、貴重なコレクションといえるでしょう。

お問い合わせ：紀伊國屋書店

各営業所または営業企画部販売促進課

TEL: 03-6741-9879/ FAX: 03-6420-1356
ġ

■「長い 19 世紀」における学術資料のデジタル・アーカイヴ

19 世紀コレクションオンライン版
Nineteenth Century Collections Online (NCCO)

 㻺㼕㼚㼑㼠㼑㼑㼚㼠㼔㻌㻯㼑㼚㼠㼡㼞㼥㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㼟㻌㻻㼚㼘㼕㼚㼑㻌㻔㻺㻯㻯㻻㻕ࡣኊ࡞Ꮫ⾡ⓗࢹࢪࢱࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡍࠋ࠸ࢃࡺࡿࠕ㛗࠸  ୡ⣖ࠖ
࠾ࡅࡿᗈ⠊ᅖ࡞୍ḟྐᩱࡘ࠸࡚㘓ࢥࣥࢸࣥࢶࢆ᳨⣴ྍ⬟ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡲ࡛ධᡭࡀᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ୍ḟྐᩱࡀࠊ
ከᵝࡘ≉ᚩⓗ࡞ࢥࣞࢡࢩࣙࣥࡋ࡚㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋⱥㄒࢆ୰ᚰ㠀すὒㄒࢆࡶྵࡵࡓ᭩⡠ࡸࣔࣀࢢࣛࣇࠊ᪂
⪺ࠊ㞧ㄅࡣࡶࡕࢁࢇࠊ᪥グࡸᡭ⣬ࠊ࣐ࢽࣗࢫࢡࣜࣉࢺࠊ┿ࠊࣃࣥࣇࣞࢵࢺࠊࡑࡋ࡚ᆅᅗࡸ⤫ィ࡞ࠊ㘓ෆᐜࡶከ
ᒱཬࡧࡲࡍࠋ

Archive 1: 英国の政治と社会㻌 㻮㼞㼕㼠㼕㼟㼔㻌㻼㼛㼘㼕㼠㼕㼏㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌
Archive 2: アジアと西洋：外交と文化交流㻌 㻭㼟㼕㼍㻌㼍㼚㼐㻌㼠㼔㼑㻌㼃㼑㼟㼠㻦㻌㻰㼕㼜㼘㼛㼙㼍㼏㼥㻌㼍㼚㼐㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼍㼘㻌㻱㼤㼏㼔㼍㼚㼓㼑㻌
Archive 3: 英国の演劇・音楽・文学㻌 㻮㼞㼕㼠㼕㼟㼔㻌㼀㼔㼑㼍㼠㼞㼑㻘㻌㻹㼡㼟㼕㼏㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻦㻌㻴㼕㼓㼔㻌㼍㼚㼐㻌㻼㼛㼜㼡㼘㼍㼞㻌㻯㼡㼘㼠㼡㼞㼑㻌
Archive 4: コルヴァイ城所蔵コレクション：ヨーロッパの文学㻌 㻯㼛㼞㼢㼑㼥㻌㻯㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㻌㼛㼒㻌㻱㼡㼞㼛㼜㼑㼍㼚㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻌
Archive 5: ヨーロッパとアフリカ㻌 㻱㼡㼞㼛㼜㼑㻌㼍㼚㼐㻌㻭㼒㼞㼕㼏㼍㻦㻌㻯㼛㼙㼙㼑㼞㼏㼑㻘㻌㻯㼔㼞㼕㼟㼠㼕㼍㼚㼕㼠㼥㻘㻌㻯㼕㼢㼕㼘㼕㼦㼍㼠㼕㼛㼚㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻯㼛㼚㼝㼡㼑㼟㼠㻌
Archive 6: レンズを通じて見た 19 世紀世界 㻼㼔㼛㼠㼛㼓㼞㼍㼜㼔㼥㻦㻌㼀㼔㼑㻌㼃㼛㼞㼘㼐㻌㼠㼔㼞㼛㼡㼓㼔㻌㼠㼔㼑㻌㻸㼑㼚㼟㻌
Archive 7: 科学・技術・医学の歴史 㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻘㻌㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼕㼚㼑㻘㻌㻝㻣㻤㻜㻙㻝㻥㻞㻡㻌
Archive 8: 女性：国境を越えたネットワークの形成 㼃㼛㼙㼑㼚㻦㻌㼀㼞㼍㼚㼟㼚㼍㼠㼕㼛㼚㼍㼘㻌㻺㼑㼠㼣㼛㼞㼗㼟㻌
Archive 9: 科学・技術・医学の歴史 第２部㻌 㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㻘㻌㼀㼑㼏㼔㼚㼛㼘㼛㼓㼥㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻹㼑㼐㼕㼏㼕㼚㼑㻘㻌㻼㼍㼞㼠㻌㻞㻌 㻌 ዲホⓎ୰㻍㻍㻌
Archive 10: 児童文学と幼年期 㻯㼔㼕㼘㼐㼞㼑㼚䇻㼟㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻌㼍㼚㼐㻌㻯㼔㼕㼘㼐㼔㼛㼛㼐㻌 㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䝸䝸䞊䝇ணᐃ㻌
Archive 11: 世界地図の作製：地図と紀行文学㻌 㻹㼍㼜㼜㼕㼚㼓㻌㼠㼔㼑㻌㼃㼛㼞㼘㼐㻦㻌㻹㼍㼜㼟㻌㼍㼚㼐㻌㼀㼞㼍㼢㼑㼘㻌㻸㼕㼠㼑㼞㼍㼠㼡㼞㼑㻌 㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䝸䝸䞊䝇ணᐃ㻌
Archive 12: 宗教・精神世界の改革と社会㻌 㻾㼑㼘㼕㼓㼕㼛㼚㻘㻌㻿㼜㼕㼞㼕㼠㼡㼍㼘㼕㼠㼥㻘㻌㻾㼑㼒㼛㼞㼙㻘㻌㼍㼚㼐㻌㻿㼛㼏㼕㼑㼠㼥㻌 㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺ䝸䝸䞊䝇ணᐃ
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The 64th Annual Conference
of the Japanese Society for Western History
Date: 31 May – 1 June 2014
Location: Ikebukuro Campus, Rikkyo University
（http://english.rikkyo.ac.jp/）

Program
Saturday 31 May
12:30- Registration（Ground floor, Building 11）
14:00-17:15 Plenary Lecture（Tucker Hall）
14:00-15:30 Koichi Kabayama（Director of Print Museum）

An Intersection of Printing Culture and European History
15:45-17:15 Hirokazu Tsurushima（Kumamoto University）

England and the Channel-Rim World in the Long Eleventh Century:
Powers, Societies and Communications
17:15-

Society‘s Meeting（Tucker Hall）

18:00-20:00 Reception（Dining Hall 1）

Sunday 1 June
8:30- Registration（Ground floor, Building 11）

Symposium（3rd floor, Building 11 & 15 ）
Part 1 9:00-12:00

B1、C1、D1

Part 2 14:30-17:30

B2、C2、D2

M301

A：Sanctuaries and Societies in the Ancient Mediterranean World
（Presentation 9:00～12:30 & Discussion 16:00～17:30）

M302

B1：The Papal See as a Circuit: Papal Governance in Thirteenth-Century Europe
B2：Patria and Cizizenship in Historical Experience of European Borderland

A301

C1：“Jewish Question” beyond Europe: Towards a Eurasian Jewish History
C2：Russia around “The Time of Troubles”

A304

D1：Marine Information Literacy: With Regard to Sailing Vessels and Seamen
in the Atlantic Ocean
D2：Reviewing the Concept of the ‘Migration’ and the Global History

Poster Session（Building 10）
12:30～14:30（Ancient I & II 13:00～15:00）
X201AncientＩ

X202AncientⅡ

X206MedievalⅠ

X207MedievalⅡ

X306ContemporayⅠ

X307ContemporaryⅡ

X208Early ModernⅠ X209Early ModernⅡ
X301 ModernⅠ

X302ModernⅡ
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Symposium
A: Sanctuaries and Societies in the Ancient Mediterranean World
Room: M301 Time: 9:00-12:30 & 16:00-17:30
Moderators: Akiko Moroo（Chiba Commercial University）,
Hiroshi Sakamoto（Aoyama Gakuin University）
Kazuoki Shiuchi（Chuo University）
Atsuko Goto（Hosei University）
Satoshi Urano（Rikkyo University）
9:00-9:05 Introduction by Satoshi Urano
9:05-9:35 Shinya Ueno（Kyoritsu Women's University）
Reading Suburb: The Context of the Phaedrus
9:35-10:05 Kyozo Nakao（Osaka University of Economics and Laws）
The Utilization of Sanctuaries in the Hellenistic Period:
the Expansion of Crowned Games and Networks
10:10-10:40 Takashi Fujii（Kyoto University）
Sanctuaries in the Roman East
10:40-11:10 Aki Nakagawa（University of Tokyo）
The Sanctuary and Society in the Roman West
11:15-11:45 Hajime Tanaka（University of Tokyo）
Imperial Intervention in Holy Places: Temples and Imperial Officials in the Fourth Century
11:45-12:15 Yumi Narasawa（University of Tokyo）
Liturgical and Funeral Space in Southern Gaul in the early Christian Period
16:00-17:30 Discussion
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B1: The Papal See as a Circuit: Papal Governance in Thirteenth-Century Europe
Room: M302 Time: 9:00-12:00 Moderator: Toshiyuki Chiba（Tokyo University of Foreign Studies）
9:00-9:05 Introduction by Toshiyuki Chiba
9:05-9:35 Shigeto Kikuchi（University of Tokyo）
Papal Authority and the Influence of Papal Documents North of the Alps:
Early Medieval Foundation and Its Historical Development
9:35-10:05 Mamoru Fujisaki（University of Tokyo）
The Papal Legates and the Persona of the Popes
10:05-10:35 Toshiyuki Chiba

The Geographic Body of the Pope
10:35-11:05 Shunichi Ikegami（University of Tokyo）

Popes in Medieval Imagination
Discussants : Hisatsugu Kusabu（Osaka City University）& Makoto Kato（Japan Women’s University）

B2: Patria and Citizenship in Historical Experience of European Borderlands
Room: M302 Time: 14:30-17:30 Moderator: Taku Shinohara（Tokyo University of Foreign Studies）
14:30-14:45 Taku Shinohara
From Composite Composition of Early Modern Patria to Holistic Construction of Nation
– an Introduction
14:45-15:15 Satoshi Koyama(Kyoto university)
Who was the “Civis” in the Polish-Lithuanian Commonwealth? ―a Reconsideration
15:15-15:45 Taku Shinohara
Variation of Fatherland/Motherland – Hierarchy of Civilization in a Reconstruction of
History by Association for History of Germans in Bohemia(Verein für Geschichte
der Deutschen in Böhmen)
16:00-16:30 Jun Yoshioka(Tsuda Women's College)
Territorial Changes and “Repatriation” in Poland after World War II
16:30-17:00 Kenta Suzuki(Japan Society for the Promotion of Science)
The Concept of “Narod” in the Socialist Yugoslavia:
Popular Movements and Nationalism in the Late 1980s

C1: “Jewish Question” beyond Europe: Towards a Eurasian Jewish History
Room: A301 Time: 9:00-12:00 Moderator: Chizuko Takao（Tokyo Medical and Dental University）
9:00-9:05 Introduction by Chizuko Takao
9:05-9:45 Chizuko Takao
“Jewish Question” and Anti-Semitism in the Far East during the Russian Civil War
9:45-10:25 Taro Tsurumi（Saitama University）
Russian Zionism in Exile: Harbin's Russian Zionist Periodical in the Early 1920s
10:25-11:05 Takeshi Nakashima (Tokyo Metropolitan University)
The Formation of the Russian Fascist Party and its Growth in Harbin
11:05-11:45 Mari Nomura (Kanazawa University)
Manchuria : a Crossroads of Russians, Jews and Japanese
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C2: Russia around “The Time of Troubles”
Room: A301 Time: 14:30-17:30 Moderator: Koichi Toyokawa（Meiji University）
14:30-14:35 Introduction by Koichi Toyokawa
14:35-15:00 Chizuru Kusaka（Soka University）
Oath and Ordeal in medieval Russia
15:00-15:25 Hiroshi Miyano（Gifu Shotoku Gakuen University）
Justifications for Inheritance of Power under Mikhail Romanov
15:50-16:15 Atsuo Nakazawa（University of Toyama）
Image of Russian Sovereign Ruler for Contemporary Historians in “The Time of Troubles”
16:15-16:40 Kiyoharu Miura（University of Electro-Communications）
Smuta ("The Time of Troubles") as a Religeous War:
Religious Tolerance and Intolerance of Baltic Sea Sphere
Discussants: Akira Asano（Yamagata University）& Taku Minagawa（University of Yamanashi）

D1: Marine Information Literacy:
With Regard to Sailing Vessels and Seamen in the Atlantic Ocean
Room: A304 Time: 9:00-12:00 Chair: Kikuyo Tanaka（Kwansei-Gakuin University）
9:00-9:15 Introduction by Kikuyo Tanaka
9:15-9:40 Yujiro Aga（Kwansei-Gakuin University）
The Slave Trade in Napoleonic Period: Its Profits and Information
9:40-10:05 Toshikazu Kasai（Nagoya University of Foreign Studies）
Shipping, Seafarers, and Intelligence in Eighteenth-Century America
10:05-10:30 Shusaku Kanazawa（Kyoto University）
Survival Strategies of Shipwrecked Mariners in Modern Britain:
Re-reading The Mariner’s Chronicle
Discussants: Yoshikazu Saho（Tokai University）& Masahiro Furugawa（Doshisha University）

D2: Reviewing the Concept of the ‘Migration’ and the Global History
Room: A304 Time: 14:30-17:30 Moderator: Akeo Kitamura（Japan Women’s University）
14:30-14:35 Introduction by Akeo Kitamura
14:35-15:-05 Kyoko Aoki（University of Toyama）
The Logic of the Internal Migration and the Migration Policy in Russian Empire:
An Analysis of the Migrants’ Places of Origin and Their Destinations
15:05-15:35 Natsue Hirano（Japan Women’s University）
The Belgian Immigrants in France and the Creation of Difference:
A Case of a Coal Mine City during the Second Half of the 19th Century
15:35-16:05 Naoki Sakiyama（Chiba University）
The Formation of the Irish-American Network during the Irish Land War:
The Resonance of Anti-Imperialism and Women's Movements
16:05-16:35 Hikaru Tanaka（Osaka Kyoiku University）
Activities of Russian Jewish Anarchists in the United States from 1905 to 1920
16:35-17:05

Toru Shinoda（Waseda University）

How trans-Pacific Movement History Narrates the IWW Life
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Poster Session
13:00-15:00 Ancient I
Room：X201

Moderator：Yoshiyuki Suto（Nagoya University）

13:00-13:10 Akiko Moroo（Chiba University of Commerce）
Athenian Interstate Relations in the Time of the Delian League:
Honorary Decrees for the Allied Cities Revisited
13:10-13:20 Misato Takeo（Chukyo University）
The Athenian Diplomatic Policy of the Aegean in the Fourth Century BC.
Focusing on the proxenia between Athens and Delos
13:20-13:30 Shimpei Aoki（Kansai University）
Punic Cultures in Sardegna of Roman Provincia
13:30-13:40 Yusuke Tanabe（Ph.d cand., Aoyamagakuin University）
Reign of Emperors as Seen in Coinage Images of Gods ―Early Principate―
13:40-13:50 Satoshi Otani（Research Fellow, JSPS）
Intents of the Issuing Certificates of Sacrifice in the Decian Persecution:
An Investigation of the Certification Papyri
13:50-14:00 Makoto Ezoe（Keio University）
The Relationship between Pompey’s Theater and the North Theater of Gadara
14:00-14:10 Tomoo Mukai（Centre Camille Jullian/CNRS, Aix-en-Provence）
Mehr Licht! Observation on the Luminaire of a Neighborhood of Pompeii
before 24 October 79

13:00-15:00 Ancient II
Room：X202

Moderator：Yoshifumi Kuwayama（Kyoto Women‘s University）

13:00-13:10 Ryosuke Tsutsumi（Ph.d. cand., Osaka University）
“Salubritas urbis” in Principate Rome
13:10-13:20 Takashi Hasegawa（Research Fellow, JSPS）
Merchants Engaged in Trade between Gaul-Germania and Britain
in the Second and Third Century CE
13:20-13:30 Miki Tanda（Ph.d. cand., Hosei University）
The Mills of Imperial Rome: Focus on the Trastevere Area
13:30-13:40 Satoshi Urano（Rikkyo University）
Valuable Numerical Numbers in the Roman History:
A Case Study of the Corn Supply and the African Economy
13:40-13:50 Shiori Kobayashi（Koran Women's School）
Some Remarks on the So-Called “N” Documents in Late Antique Egypt
13:50-14:00 Yuki Kontani（Ph.d cand, University of Tokyo）
The Legislation on Eunuchs in the Later Roman Empire
14:00-14:10 Toshiaki Hayashi（Ph d. cand., University of Franche-Comté）
The Signification of Aurelius Victor, Liber de Caesaribus 42.24-25:
Through the Identification of Persons and his Writing Intentions
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14:10-14:20 Shunsuke Kosaka（Tohoku University）
On the Sources of Socrates’s Ecclesiastical History :
Did Socrates of Constantinople Use the Res Gestae of Ammianus Marcellinus?
14:20-14:30 Shoichi Sato（Emeritus Professor at Nagoya University）
Odovacer Revisited

12:30-14:30 Medieval I
Room：X206

Moderator：Masahiko Yamada（Kyoto Women‘s University）

12:30-12:40 Satoshi Tada（Chukyo University）
Religious Instruction of the Christian People and Cult of Saints in Medieval Europe:
Orléans and Liège in the Carolingian Period
12:40-12:50 Kosuke Nakada（Ph.d. cand., University of Tokyo）
Byzantine Eastern-Frontier Policy in the Late 9th and the Early 10th Centuries
12:50-13:00 Ryoko Isaka（Ph.d. cand., University of Tokyo）
Church Ruins in Medieval Alania
13:00-13:10 Karen Hamada（Ph.d. cand., University of Tokyo）
Nerses Shnorhali’s Negotiation and Apologetics
in the Project of the Greek-Armenian Church Unity in the 12th Century
13:10-13:20 Akihiro Takahashi（Ph.d. cand., Waseda University）
Sicily as a Frontier in the Late Medieval Mediterranean World
13:20-13:30 Soki Oda（Ph.d. cand., University of Tokyo）
The Mission of Papal Legate Guido, Cardinal Priest of S. Lorenzo in Lucina
13:30-13:40 Masayuki Furukawa（Waseda University）
City as “a Ship/Boot” on Medieval City-Seal
13:40-13:50 Takashi Oshio & Tsuguru Nomura（Ph.d. cands., Chiba University）
Covered “Tradition” : The Conversion in Ancient Italy and Early Modern Spain

12:30-14:30 Medieval II
Room：X207

Moderator：Michiya Suzuki（Toyo University）

12:30-12:40 Takeshi Ikeno（Ph.d. cand., Tohoku University）
Ritual-Feast Culture and Development of the Chambers of Rhetoric
in the Cities of Fifteenth-Century Southern Netherlands
12:40-12:50 Midori Haraguchi（Ph.d. cand., Ochanomizu University）
‘Morisque’, a Popular Dance at the French Court in the 15th Century
12:50-13:00 Takako Kamiya（Ph.d. cand., Nagoya University）
Citizens in Late Medieval Fribourg:
Some Reflections on the Introduction of the Second Bürgerbuch（1416）
13:00-13:10 Mayumi Kojo（Fukuoka University ）
Women and Disputes in the Fifteenth Century England: the Paston Case
13:10-13:20 Daisuke Yokokawa（Sapporo International University）
The Second Election of King Sigismund（1411）and the “Golden Bull”
13:20-13:30 Eriko Nakada（Ph.d. cand., Kyoto University）
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Universities, Learned People and City Administration in Late Medieval Germany
13:30-13:40 Shuhei Inoue（University of Bonn）
Theory and Practice of Phlebotomy in Early Modern Germany
13:40-13:50 Hiroshi Nakahori（University of Miyazaki）
Testaments of Philip the Good, Duke of Burgundy of the House of Valois

12:30-14:30 Early Modern I
Room：X208

Moderator：Kei Nasu（International Christian University）

12:30-12:40 Yoshiyuki Kato（Tokyo Christian University）& Minoru Ozawa（Rikkyo University）
State, Controversy, Intellectuals: A Comparative Study on the Generation of Texts
in the Context of the Seventeenth-Century Kingdom of Denmark and Dutch Republic
12:40-12:50 Akihiro Yamane（Ph.d. cand., Rikkyo University）
The Life and Death of King Richard the Second and the Radicalization of Political Thought
in Early Modern England: Richard Ⅱ as a Devastator of the ‘Common-wealth‘
12:50-13:00 Kazuhisa Takeda（Shumei University）
The Organisational Change Effort Advanced
by the Newly-Established Presbyterian Church Government after the Glorious Revolution
13:00-13:10 Takehiro Saito（Ph.d. cand., Saitama University）
Interest in the Problem of the Imported Salt by Swedish Mercantilist:
A Case Study of Swedish Mercantilist Anders Nordencrantz
13:10-13:20 Tomohiro Tanifuji（Ph.d.cand., Rikkyo University）
The Debate over the Subsidy to Hanover, Hesse-Cassel in Parliament in 18th Century Britain:
The Case Study about British-Hanoverian Personal Union
13:20-13:30 Tomoko Hoya（Japan Women’s University）
The Expansion of Eighteenth-Century London and its Topographical Representations
13:30-13:40 Mitsuko Hayatsu（Ph.d. cand., Meiji University）
The Court Society of the Habsburg Monarchy before the Country System Reforms
of Maria Theresa in Kaiserin Maria Theresias Politisches Testament
13:40-13:50 Ryohei Oshio（Ph.d. cand., Waseda University）
Theatrical Life of the Aristocracy at the Viennese Court Theatre
in the Late Eighteenth Century and its Socio-Economic / Cultural Background.
An Analysis of Subscription at the Josephinian National-Court Theater

12:30-14:30 Early Modern II
Room：X209

Moderator：Shusaku Kanazawa（Kyoto University）

12:30-12:40 Kyoko Yamada（Ph.d.cand., Tohoku University）
Rembrandt’s Eyes for the Orient
12:40-12:50 Kazuhisa Takeda（Waseda Institute for Advanced Study）
Military Instructions in the Jesuit-Guarani Missions:
The Transference of Military Techniques to the Atlantic World
12:50-13:00 Yuichi Hiono（Ph.d. cand., Waseda University）
Merchants and Bounties in British Atlantic Commerce in the Early Eighteenth Century
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13:00-13:10 Kazuo Kobayashi（Ph.d. cand., London School of Economics and Political Science）
The English East India Company and the Atlantic Slave Trade:
The Case of the Late Eighteenth Century
13:10-13:20

Kaori Aoyagi（Oita University）

The Church of England and Slavery in the 18th Century: Sermons Preached before
the Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts at their Anniversary Meeting
13:20-13:30 Mie Shikano（Ph.d. cand., Rikkyo University）
Henry Dundas’s Influence, 1783-93: Indian Policy in the 18th Century Britain
13:30-13:40 Raku Nagamine（Ph.d.cand., Rikkyo University）
A Role of Press in Extra-Parliamentary Movement of Eighteenth Century England:
The Case of West India Committee in American Revolution
13:40-13:50 Satomi Ohashi（Senshu University）
Foundation of the General Hall in London:
British Cotton Industry and their “Marketing“ in Late 1780s
13:50-14:00 Kumiko Masuda（Surugadai University）
Women Writing Liberia: How White Middle-Class Women Propagated
Back-to-Africa Narratives in the Antebellum North

12:30-14:30 Modern I
Room：X301

Moderator：Chikashi Sakashita（Tokyo Women‘s University）

12:30-12:40 Yuki Kusuda（Ph.d. cand., University of Tokyo）
The Politico-Cultural Meaning of the King’s Trial in the French Revolution:
The Speech of Jean-Paul Marat at the King’s Trial (3 December 1792)
12:40-12:50 Takanobu Itakura（Ph.d. cand., Waseda University）
Hundred Days and the Abolition of the Wartime Income Tax in Britain
12:50-13:00 Yoko Onodera（Ph.d. cand., University of Tokyo）
Light Horse Volunteers of London and Westminster during the French Revolutionary Wars
13:00-13:10 Kunihiko Kanasaki（Ph.d. cand., Waseda University）
The Impressment of the Royal Navy during the French Revolutionary and Napoleonic Wars
13:10-13:20 Nao Tsunoda（Research Fellow, JSPS）
Clothing Production-Distribution Structure in Paris at the Turn of the 18th-19th Centuries:
Custom-Made, Secondhand, and Ready-Made
13:20-13:30 Hiroaki Yaguchi（Ph.d. cand., Tohoku University）
International Relation over Rhine Crisis (1840)
13:30-13:40 Keisuke Masaki（Ph.d. cand., The University of Edinburgh）
Forging a Harmonious Relationship to the Working Classes:
Toryism in the Press in Early-Nineteenth-Century Britain
13:40-13:50 Soichi Nagano（Ph.d. cand., University of Tokyo）
The Law of Coalition in 1864: Social Policy of Napoleon III and its Ideological Background
13:50-14:00 Toshiyuki Tamura（Ph.d. cand., Rikkyo University）
Treatment of Syphilis in the Middle of 19th Century Britain:
Average Number of Hospitalization days in London Lock Hospital
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12:30-14:30 Modern II
Room：X301

Moderator：Atsushi Otsuru（Kobe University）

12:30-12:40 Aya Saeki（Ph.d. cand., Nara Women's University）
Habsburg Monarchy and Galicia in the Second Half of the Nineteenth Century
12:40-12:50 Kansuke Kagitani（Ph.d. cand., Kwansei Gakuin University）
The Establishment of Authority by the British Jockey Club, the Governing Body
of Horse Racing in the Late Nineteenth Century: A Study of the Era of Admiral Rous
12:50-13:00 Izumi Tamari（Kagoshima prefectural Koniya High School）
Who Can Get a Qualification for Voting ? What Can Read by the History
of British and French Electral System in the Nineteenth Century?
13:00-13:10 Eri Shimizu（Ph.d. cand., École des Hautes Études en Sciences Sociales）
Diversity Regarding the Judaism among Paris and the Provinces
in the Middle of the 19th Century’s France
13:10-13:20 Ryota Kitagawa（Ph.d. cand., Okayama University）
The Navy Reorganisation Plan by the Navy Minister H. C. E. Childers and British Empire
13:20-13:30 Takahito Inukai（Gakushuin University）
The School Hygine under the Third Republic in France: The Case of Primary Schools in Lyon
13:30-13:40 Yuka Yamauchi（Ph.d. cand., Kyoto University）
On the Education of Religion for Girls in the 19th Century France
13:40-13:50 Saki Uchiumi（Ph.d.cand., Hitotsubashi University）
The Reception of Fashion in ‘a Consumer City’ in the Mid-Nineteenth Century:
By Focusing on the Relationship between Servants and Women of the Bourgeoisie
in the Victorian Age
13:50-14:00 Shutaro Suzuki（Hitotsubashi University）
Women Wearing Corsets, Making Corsets: Female Workers in Worcester Corset Company

12:30-14:30 Contemporary I
Room：X306

Moderator：Yoshiro Ikeda（University of Tokyo）

12:30-12:40 Eiko Tsuchida（Hokkaido University）
Science, Technology, and Swedish-American Identity:
An Immigrant Acculturation in Chicago, 1890-1935
12:40-12:50 Masayo Sagehashi（Ph.d. cand., Hitotsubashi University）
The History of the Japan-U.S. Relationship Seen from Pearls: Development of Mikimoto Pearl
in the United States from the End of the 19th Century to the Outbreak of WWⅡ
12:50-13:00 Hiroaki Kanazawa（Meiji University）
Functions and Roles of the U.S. Political Cartoons at the Turn of the 20th Century:
Visual Paradigm Analysis of American Representations
to Others inhabited in the Outlying Territories
13:00-13:10 Teiichiro Owaku（Kawamura Gakuen Woman‘s University）
Controlling Skilled Labour‘s Working Hour in Sheffield:
An Experiment and Effect of Labour Policy in the First World War Britain
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13:10-13:20 Toshihiro Suzuki（Ph.d. cand., Hitotsubashi University）
Finnish National “Culture” to Be Trimmed:
Reading Hidden Racial Discourses Generated in American Socio-Historical Context
13:20-13:30 Aiko Kino（Ph.d. cand., Waseda University）
The Profiles of the Participants of the Nazi-“Euthanasia” Program
13:30-13:40 Daigo Kikuchi（Ph.d. cand., University of Tokyo）
The Helmut von Gerlach Society in GDR (1948-1953)
13:40-13:50 Ryohei Tsukamoto（Ph.d. cand., Keio University）
Development of the Drug Policy in West Germany.
Debates on Amendment to the Narcotics Law from the Late 1970’s to the Early 1980’s

12:30-14:30 Contemporary II
Room：X307

Moderator：Yumiko Hamai（Hokkaido University）

12:30-12:40 Fumio Kinefuchi（Ph.d. cand., Tohoku University）
August Sartorius von Waltershausen’s View of Trade Policy toward U.S.
at the Turn of the Twentieth Century
12:40-12:50 Takuya Momma（Ph.d. cand., University of Tokyo）
Nationalism on the Croatian Fascist Movement in 1930s
12:50-13:00 Yuri Hoshino（Ph.d. cand., Waseda University）
The Results of Option and Emigration in South Tyrol in 1939-1943
13:00-13:10 Kim Hong Gun（Ph.d. cand., Osaka University ）
The Korean Dispatched Nurses in Germany 1957-1976
13:10-13:20 Yasuna Hashimoto（Ph.d. cand., University of Tokyo）
Institutional and Personal Continuities
in Foreign Labor Politics of the Third Reich and Federal Republic of Germany
13:20-13:30 Momoko Harada（Ph.d. cand., Tohoku Gakuin University）
The Britain’s Immigration Policy and Shift “from Empire to Europe” in 1970s
13:30-13:40 Yoshitaka Okamoto（Ph.d. cand., Queen Mary, University of London）
British Foreign Policy under the Callaghan Government and the Cold War, 1976-79
13:40-13:50 Takeyuki Hasegawa（Ph.d. cand., Tohoku University）
A Study of the Political System Design in the Post-Soviet Russia:
Focused on the Decision-Making Structure of the Foreign and Security Policy
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TEL. 03-3293-7975 FAX. 03-3293-7977
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慶應義塾大学出版会

〒108-8346 東京都港区三田2-19-30 ［図書目録送呈・価格税抜］
http://www.keio-up.co.jp/ Tel 03-3451-3584 Fax 03-3451-3122
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四六判３３１頁︑
３７００円

太陽王時代のメモワール作者たち
嶋中博章 著

政治・文学・歴史記述

歴史・政治・思想

ルイ 世時代の政治と文化の交錯を回想録を読み解きな
がら考察︒
歴史と文学の新たな関係の構築を目指す意欲作︒

フランスの肖像
四六判４２５頁︑
３２００円
Ｍ・ヴィノック 著︑ 大嶋厚 訳
政治史・思想史の泰斗がやさしく書き下ろした全 章︒
﹁フランスとは何か﹂を歴史から読み解く１冊︒

ユダヤ人一斉検挙の夜
Ｂ・シリュルニク 著︑ 林昌宏 訳

│

カタルーニャの大地から世界へ
細田晴子 著

四六判３４２頁︑
２３００円

四六判２５６頁︑
２４００円

巨匠カザルスが没して 年︒激動する世界を生きた偉大なる
チェリストの生涯を︑スペイン近現代史家が丹念に追う︒音
楽と政治をめぐる研究の新境地︒

国民国家

構築と正統化

政治的なものの歴史社会学のために

イヴ・デロワ 著／中野裕二 監訳︑
四六判２２０頁︑
２２００円
稲永祐介・小山晶子 訳
史学と社会学の断絶から交差へと至る過程を理論的に跡づけ︑
近代国家形成︑国民構築︑投票の意味変化について分析︒政
治社会学の再建！

グラッドストン
政治における使命感
１９６７年毎日出版文化賞受賞作に︑気鋭の英国史家の﹁解題﹂を付して復刊︒

四六判５０８頁︑
４０００円

憎むのでもなく︑
許すのでもなく

30

ナチスから逃れた６歳の少年は︑トラウマをはねのけて長い
戦後を生き延びた
︒フランスの精神科医が自らの壮絶な
過去を綴った１冊︒世界 カ国以上で翻訳刊行︒
﹃夜と霧﹄
﹃アンネの日記﹄をしのぐ︑ 世紀のベストセラー︒
朝日︑日経にも書評掲載！
21

カザルスと国際政治

10

40

神川信彦 著︑
君塚直隆 解題

（表示価格は税別）
102-0072 東京都千代田区飯田橋1-6-4 幸洋アネックスビル3F
TEL：03-6272-9172 FAX：03-6272-9173 http://www.yoshidapublishing.com/

吉田書店

14

トゥルン・ウント・タクシス

その郵便と企業の歴史

ヴォルフガング・ベーリンガー著 髙木葉子訳
「郵便制度の創始者」
。歴代ローマ皇帝、ゲーテやシラーの書信
を輸送したタクシス郵便とはいかなるものだったのか。企業史
の全貌を厖大な史料を駆使して明らかにする。 ◎ 6200円＋税

【シリーズ・作品とコンテクスト】

メンツェル《サンスーシのフルート・コンサート》
美術に見る歴史問題
ヨスト・ヘルマント著 神林恒道＋三浦信一郎訳
伝説の啓蒙絶対君主フリードリヒ大王を描いたこの絵は、近代
ドイツの歴史に翻弄され様々に解されてきた。綿密な考証をも
とに、ドイツで最も著名なこの絵の真意を探る。◎ 2200円＋税

東ドイツ外交史

文化遺産としての中世

1949 ―1989

近代フランスの知・制度・感性に見る過去の保存

ヘルマン・ヴェントカー著 岡田浩平訳
ベルリン問題の本質、ハンガリー動乱、ベルリンの壁の建設、
「プラハの春」
、ブラント政権の「新東方政策」
、ポーランド騒
擾……、現代世界史の真相が生々しく迫りくる。◎ 8400円＋税

泉美知子著
国家として、国民として、どのような遺産を継承するのか。大
革命後の破壊を契機にその問いに直面したフランスにおける
「文化遺産」という思想生成の道程を検証する。 ◎ 5000円＋税

ヴァイマル イン ベルリン

可視性をめぐる闘争

ある時代のポートレート

戦間期ドイツの美的文化批判とメディア

マンフレート・ゲルテマーカー＋プロイセン文化財団映像資料館編
岡田啓美＋齋藤尚子＋茂幾保代＋渡邊芳子訳
帝国終焉からヒトラーの全権掌握に至る黄金の1920年代ベルリ
ンを多面的切り口で記述、貴重な写真で再現。 ◎ 5800円＋税

前田良三著
近代というフレームに織り込まれた「地」と「図」を読み解き、
言説と実践の両面における視覚の「20世紀化」がはらむトラン
スカルチュラルな布置を浮かび上がらせる。
◎ 2800円＋税

No.17 特集「記憶と忘却」

西洋美術研究 No.16 特集「美術と検閲」（各 ◎ 2900円＋税／既刊好評発売中／定期購読承ります）

【定期刊行】

三元社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-36 鳳明ビル
電話 03-3814-1867 ファックス 03-3814-0979

http://www.sangensha.co.jp

BACH’ S BIBLE
蔵書中、唯一現存する

『バッハ愛用
カロフ聖書』
解説書付 )
復 刻 版・全 ３ 巻 ( 解説書付

これまでになかった、バッハの心に触れる喜び
バッハが愛用し、作曲の際にも大切にした聖書が
限定部数で復刻されます。
日本における輸入総代理店として、喜びをもって
皆様にご案内させていただきます。（株）教文館

国内の特別先行予約期間
2014 年 7 月 18 日（金）まで 以降は通常価格
特別価格
￥790,000（8％消費税込）
￥731,482（本体価格）

通常価格

①

CD プレゼント

オルガン四手連弾を収録した 5 枚の CD です。

②

別冊解説書にお名前が掲載されます

￥980,000（8％消費税込）

ご希望される方のみ、お名前とご住所をご予約者芳名一覧（List of Subscribers) に

￥907,408（本体価格）

掲載致します。ご注文時に記載の可否をお知らせください。

祈る思いの音楽
徳善 義和
（ルーテル学院大学・
日本ルーテル神学校名誉教授）

バッハはこの『カロフ聖書』を 1733 年に入手して、
サインした。歴代誌までの第１巻に多くの書き込み
が見られるが、その関心は「礼拝とは」、「音楽とは」
なにかに集中していたようだ。歴代誌 下（5：13）に
付した書き込み「祈る思いの音楽には常に神がその恵
みをもって現在なさる」には、晩年の彼の教会音楽、
いや音楽全体への思いが込められている。その意味で
ここでの書き込み全体は晩年の彼の音楽全般を理解す
る鍵のひとつとなろう。

バッハの音楽を
愛する人への朗報
鈴木 雅明

（バッハ・コレギウム・
ジャパン音楽監督）

J. S. バッハの受難曲や多くのカンタータに魅せられた
者は誰しも、その信仰について、彼の心を覗きたい、
と思うに違いない。1934 年にアメリカ・ミズーリ州で
J. S. バッハが所有していた『カロフ聖書』が発見され、
その聖書に多くのバッハ自身の書き込みが確認されて、
彼の心を解く重要な鍵が与えられた。教会音楽につい
て、あるいは二重合唱について、バッハ自身が、出エ
ジプト記や歴代誌から啓示を受けていたのだ。その聖
書がこの度レプリカとして出版されることは、バッハ
の音楽を愛するすべての人へのこよなき朗報である。

輸入総代理店

（株）教文館

（株）教文館

〒104-0061 東京都中央区銀座 4-5-1
TEL 03-3561-8449
FAX 03-5250-5109
http://www.kyobunkwan.co.jp

先行予約特典

Euwe de Jong / Sybolt de Jong の二人によるバッハのカンタータ

洋書部

TEL 03-3561-8449
FAX 03-5250-5109
e-mail / fbooks@kyobunkwan.co.jp
特設ホームページ：

http://www.kyobunkwan.co.jp/bach-bible/

◆世紀転換期の世界の新聞・雑誌に掲載された時事・社会風刺漫画大コレクション◆

世紀転換期の世界 ― 万国風刺漫画大全
復刻集成版（全 3 巻＋別冊）

編集・解説：橋本順光（大阪大学文学部）
●予定刊行日：2014 年 9 月
●判型：Ｂ５判 ●総ページ数：約 1,200 頁
●予定価格：118,000 円（＋税）
●ISBN：978‐4‐86166‐186-0

■『評論の評論』誌（The Review of Reviews）の
風刺画コーナーに収載された、世界各地の
新聞・雑誌漫画 数千点 を集成。■
世界各地の新聞や雑誌から記事を選択、ダイジェストした月刊
誌『評論の評論』は、1890 年に英国で創刊された後、米国、オ
ーストラリア版も刊行され、世界の情報を通覧できる雑誌として、各地の英語圏の読者に広く受け入れられました。また同誌は、
第 2 巻より、時事、社会風刺漫画を特集するコーナーを設け、テキストだけでなく視覚的にも世界の情勢を伝えることに力を入れ
ました。ほぼ毎月約 20－40 点掲載される漫画は、英米だけでなく、独仏伊蘭やロシアなどのヨーロッパの雑誌、カナダ、オースト
ラリア、南アフリカ、そして日本、インドなどアジアで刊行されていた新聞・雑誌からも転載され、まさにその時々の世界の動向
がこれらの漫画を通して一目で理解できるよう編集されています。
本復刻出版は、この風刺漫画特集の始まった 1890 年の第 2 巻から 1905 年までに掲載された、本雑誌各号の漫画コーナー全頁を
復刻します。編者による解説とともに、各漫画に付されている英語キャプションとその日本語訳もリスト化し収載する予定です。
これらの風刺画の中には、世界各地の異なる文化が接触し摩擦を起こす、19 世紀末から 20 世紀初頭の帝国主義、人種やオリエン
タリズムの問題など、世紀末から世紀転換期の様々なテーマが視覚的に表わされており、西洋近代史、文化史の読み直しのための
貴重な視点を提供してくれます。
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