
 

 

中世地中海から現代世界を見る 
 

高山 博 

今日は、歴史学を生涯学習として学ぶ意義を考えるために、次の 3つのことをお話ししたいと思
う。1つ目は、私の研究についての話、2つ目は、私の研究者としての態度を形作った学生時代の体
験について、そして、3 つ目は、過去と比較することによって、現代世界の何が見えてくるのかに
ついてである。 

I. 私の研究 

私が中世シチリアを研究してきたのは、それが、私にとって、そして、私と同じ問題意識をもつ
多くの歴史家にとって、特別の場所だからである。地中海の真ん中にあるシチリア島は、中世には、
アラブ・イスラム文化圏、ギリシャ・ビザンツ文化圏、ラテン・ヨーロッパ文化圏のちょうど接点
に位置し、それらの文化が接触・交流する場所であった。12世紀に栄えたノルマン・シチリア王国
では、アラビア語、ギリシャ語、ラテン語が公用語として用いられ、それらの言語で書かれた文書
が現在も残っている。この島は、西欧の歴史家たちにとっては、ヨーロッパの辺境にすぎなかった
が、私にとっては 3 つの文化圏を比較し、3 つの文化の接触・交流を研究できる絶好の場所だった
のである。 
西欧の歴史家たちは、主として、次のような関心をもってこの王国を研究してきた。まず第 1は、

ノルマン人の冒険物語への関心である。ノルマン人によって建国されたシチリア王国は、長い間、
中世の血沸き肉躍る冒険物語の一部として語られていた。第 2は、モザイク画や赤い円屋根をもつ
建築物に象徴される異国趣味である。例えば、サン・カタルド教会、サン・ジョヴァンニ・デリ・
エレミティ教会などの赤い丸屋根が印象的なアラブ・ノルマン様式の建物は、傍らに植えられた棕
櫚の木とあわさって、強い異国情緒を醸し出している。この異国趣味が多くの研究者たちの好奇心
を刺激してきた。 
そして、20世紀になると、歴史家の間では、この中世シチリアが、ヨーロッパにとって２つの意

味で重要だと認識されるようになった。1 つは、このシチリアを通って、当時の先進的な文化、つ
まり、アラブ・イスラム文化とギリシャ・ビザンツ文化がヨーロッパに入ってきたということであ
る。このシチリアでは、プラトンやアリストテレスの著作を初めとして、多くのギリシャ語、アラ
ビア語の書物がラテン語に翻訳され、ヨーロッパに導入された。それをもとにヨーロッパ文明の基
礎ができたと考えられている。このように、ヨーロッパにとって、シチリアは、先進的な東方文化
を取り入れる場として、非常に重要だったと考えられてきた。 
ヨーロッパにとって重要だと考えられているもう 1つは、近代国家組織の原型となるようなもの

がこのシチリアで作られたという議論である。ヨーロッパの歴史学を発達させてきた原動力は、自
分たちの国がどうやってできたかという過去への探究心である。これが 19世紀のヨーロッパ歴史学
を飛躍的に発展させた。その時代、歴史家たちは、フランスはどうやってできたのか、ドイツ、イ
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ギリスの源はどの時代にあるのか、さらには、この 19世紀に世界をリードしているヨーロッパ近代
国家の源はどこにあるのかという問題意識をもっていた。19世紀の歴史家たちは、国の歴史の中心
に国王や国王の行政組織を据え、その近代的な要素がいったいどこから始まったのかという点に関
心を集中させていた。そして、時代を遡り、12・13世紀のイギリスやフランス、そして、シチリア
に辿り着いたのである。 
このように、歴史家たちは、一方では、このシチリア王国を西欧世界の辺境と見なし、西欧が東

方文化を取り入れる窓口として位置づけてきた。イスラム世界やビザンツ世界のギリシャ語やアラ
ビア語の著作がこの王国でラテン語に翻訳され、ヨーロッパに紹介されていったからである。しか
し、他方では、このシチリア王国が高度に官僚化した行政制度を持ち、ヨーロッパの近代的行政制
度の先駆けとなったと考えてきた。これらの二つの見方は、いずれも、ヨーロッパ史にとっての王
国の意味を求めたものである。 
しかし、私が大事だと思っている王国の特徴は、このような近代ヨーロッパの起源ではなく、ラ

テン、ギリシャ、イスラム文化が併存していたという点である。私が、この王国を研究してきた理
由はそこにある。そこではアラビア語、ギリシャ語、ラテン語の 3つの言語が使われており、その
3 つの言語で書かれた史料が現在も残されているからである。これは他の場所ではあまり見られな
い特殊な状況である。3 つの言語で書かれた資料が残っていると、単一の言語資料からはわからな
かったものが見えてくる。私が研究テーマとして具体的に焦点を当てたのは、シチリア王国の行政
機構である。行政機構は、王が人々と領地を治めていく要であり、権力構造を理解する上で不可欠
の重要な問題である。王国の行政機構には、3 つの文化的要素が混在しており、私の問題関心から
すれば理想的な題材だった。このシチリア王国の行政制度は、当時のヨーロッパ世界でもっとも官
僚化・専門化が進んだものと考えられ、西欧中世が達成した制度的偉業の記念碑と見なす歴史家も、
世俗的近代行政の先駆けと見なす歴史家もいる。そのために、王国研究の中では最も研究史の蓄積
が厚く、激しい論争が展開されてきた分野である。19 世紀、この行政制度に関する研究の多くは、
起源をめぐる論争に関わっていた。 
このような状況が変化するのは、1901年に、カルロ・アルベルト・ガルーフィの論文が刊行され

てからである。ガルーフィはビザンツ起源説を主張するためにこの論文を書いたのだが、彼が提示
した財務行政機構の構造は王国行政制度の先進性を示す重要な論拠となり、その後百年近くもの間
通説としての地位を占めることになる。ガルーフィが示した財務行政機構の行政の頂点には、王国
の最高の政策決定機関としての王宮評議会があり、この評議会が国王行政の全体を統括していた。
王宮評議会の下には、財務行政を統括するための特別の財務委員会が組織され、この財務委員会は、
ドゥアーナ・デ・セークレーティースとドゥアーナ・バーローヌムの二つの部局からなる財務監督
局を指揮していた。ドゥアーナ・デ・セークレーティースは王領地関係業務、ドゥアーナ・バーロ
ーヌムは封土関係業務を分担し、財務監督局には、財務局が従属し、その財務局には収益局が従属
していたというものである。ガルーフィの研究が出たあと、それを踏まえて多くの研究者の関心は
財務行政機構の構造に集中し、その構造についての様々な見解が出された。ガルーフィ説に対する
批判もなされたが、長い間、ガルーフィ説に取って代わる説が提示されることはなかった。批判の
多くは、彼が提示した財務行政機構の構造についての部分的な修正を求めたものであり、その大枠
を否定したものではなかった。結局、彼の説は多くの歴史家に受容され、通説としての地位を獲得
したのである。 

II. 学生時代の体験 

私が、国際学界や国際的研究水準を初めて意識したのは、1980年、東京大学大学院に進学した年

34　　�シンポジウム「哲学と歴史学とを生涯学習として学ぶ意義」報告



 

 

である。この年、私は西洋中世史の勉強を続けるとともに、本格的に修士論文執筆の準備を始めた。
どのようなテーマで修士論文を書くのかが第一の関門となる。現在の欧米学界の水準をクリアーで
きるものでないとだめだという、指導教官Ｋ助教授の言葉が、私の頭の中を回っていた。水準の高
い論文とはどのような論文なのか、欧米学界の水準をクリアーするとはどういうことなのか、どう
したらそのような論文が書けるのか。答えは出ない。ただ、研究者の間で論争が展開されているテ
ーマを扱い、その論争に参加すれば、水準の高い論文が書けるのではないか、と思った。そして、
自分が一番興味を持っている異文化の交流に関わり、研究者が激しい論争をおこなってきた、シチ
リア王国の財務行政機構をテーマに選んだ。財務行政機構には、アラビア語、ギリシャ語、ラテン
語で表される様々な役所があり、それらの役所では異なる文化的背景をもつ役人が働いていた。 
既に述べたように、王国行政制度の研究は、1901年、ガルーフィというイタリアの歴史家の論文

が出ることによって、全く、新しい展開を辿るようになっていた。彼は非常に複雑な財務行政の構
造を提示し、その学説は、王国行政制度の先進性を示す重要な論拠となり、100 年近くもの間通説
としての地位を占めてきた。ガルーフィの研究が出たあと、研究者たちの関心は、財務行政機構の
構造に集中し、この構造に関して様々な見解が出されていた。 
私は、まず、研究者たちの諸説を整理し、比較検討をおこなったが、どの説が正しいのか見当も

つかない。ガルーフィが提示した財務行政機構の構造は研究者たちに共有されているが、役所や役
人の機能、職掌については、様々な見解が出されていた。研究者たちの説を整理した後、アラビア
語、ギリシャ語、ラテン語の史料を読み始めた。修士 2年目の 1981年 5月頃には史料から抜き出し
た様々な情報を入れたカードができあがり、それらを何度も読み返しながらシチリアの財務行政機
構について考え続けた。9 月になると、一つの考えが浮かんだ。ドゥアーナ・バーローヌムは、ガ
ルーフィが考えたようなパレルモの王宮にある財務監督局の封土部門ではなく、半島部のサレルノ
にある出先機関ではないのか。そのように考えると、それまでの研究に存在していた様々な謎や矛
盾が解決することがわかった。ガルーフィは、先進的な中央行政機構がパレルモの王宮にあったと
考えたが、その重要な一角を占めるドゥアーナ・バーローヌムが半島部のサレルノにある出先機関
であったとすれば、ガルーフィが提示した専門化と官僚化が進んだ中央財務行政機構は誤りだった
ということになる。世界の誰もわかっていないことを、自分が明らかにしたのではないかという思
いとともに、体が震えた。中世シチリアに関する私の 30年間にわたる研究は、一言で言えば、この
否定したガルーフィ説に代わる、王国の新しい行政制度を提示することだったと言えるかもしれな
い。10 月の演習では、この新しい説についての報告を行った。Ｋ助教授は、「うーん。なるほど、
そうかもしれないな」と仰った。 
無事に修士論文を書き終えた私は、翌 1982年 4月に博士課程へ進学した。そして、Ｋ助教授の助

言にしたがって、この論文に関心のありそうな欧米の著名な中世史家を 10人程度選び出し、彼らの
所属機関あてに英文原稿をいっせいに送付した。12月末、暮れも押し迫った時期であった。これが、
私の国際学界との最初の接触となった。1983年の年が明けてまもなく、論文を送付してからまだ 3
週間もたっていないときに、プリンストン高等研究所のＳ教授から手紙が届いた。私は、この中・
近世史研究の世界的権威が、自分の論文を読んで手紙を書いてくれたというだけで、大満足だった。
震える手で封を開いた。Ｓ教授は、手紙の中で、この論文を称賛し、すぐに『スペクルム』へ送る
ようにという助言まで記してくれていた。『スペクルム』とは、アメリカ中世学会の機関誌であり、
アメリカで最も古く権威ある中世関係の専門誌と言えるだろう。翌日、この手紙をＫ助教授とＴ助
教授に見せ、この原稿を即座に『スペクルム』へ送ることにした。今から、考えれば、これが間違
いだった。当時の私は、せっかく手にしたＳ教授の手紙を同封することなく、論文だけを送ってし
まったのである。私は、Ｓ教授がこれほど絶賛してくれるのだから、採用まちがいなしと、固く信
じていた。しかし、これは、丸裸で戦場に出かけるようなものであった。まもなく、エディターか
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ら、不採用通知を知らせる手紙が届いた。「この論文は学問的には非常に水準の高いものだが、当誌
には専門的すぎるのでこのままでは掲載できない。以下の点に注意して書き直して再投稿するか、
もっと専門的な雑誌に投稿することを勧めます。」 
『スペクルム』のリジェクション・レターを受け取ってまもなく、再びそのエディターから手紙

が届いた。封を開けると、不採用の決定をした後、審査員から論文を高く評価する審査報告が届い
たので、『ヴィアトール』に投稿することを勧めるというものだった。私の投稿論文は、審査員の報
告を受け取る前に、エディターによって不採用の決定をくだされていたのだ。どうして、このよう
なことが起こるのだろうか。私は、エディターの日本人研究者に対する偏見が、このような措置を
取らせたのではないかと考えている。私の専門とする西洋中世史の分野に限って言えば、国際的に
名前を認知される日本人研究者は、当時はほんのわずかしかおらず、日本の西洋中世史研究は国際
的には存在しないに等しかった。そのような状況の中で、日本人学生の投稿論文が、審査報告をま
たずに不採用の決定を下されたのは、学界の厳しい現実を反映していたのかも知れない。 
『スペクルム』のエディターから 2度目の手紙を受け取ったとき、私は、自分の英語論文を公刊

することに対して、かなり悲観的になっていた。『ヴィアトール』は、西洋中世に関わるさまざまな
学問分野をカバーする『スペクルム』と違って、西洋中世に関する歴史学の論文を掲載する歴史学
専門誌である。しかし、やはり国際的に名の通ったアメリカの学術専門誌であることに変わりはな
い。私は、こちらに投稿してもどうせ不採用に決まっていると思い、そのまま放っておくことにし
た。数か月後、『ヴィアトール』のエディターから投稿を促す手紙が送られてきた。私は、それまで
に受け取っていた学者たちからのコメントすべてを添えて、英文原稿を送ることにした。投稿して
二カ月後、採用決定の通知が届いた。こうして最初の英語論文が『ヴィアトール』に掲載されるこ
とになった。 

1984年 9月、私は、東大博士課程 3年目の途中で、エール大学大学院博士課程に入学した。その
後エール大学で 5年間をすごすことになるが、最初の 2年間は、つらい思い出のほうが多い。授業
で課される週 1000ページあまりの宿題は消化できず、級友たちが機関銃のようにしゃべる討論には
参加できず、キック・アウト（強制退学）におびえながらすごした日々。各学期ごとに提出しなけ
ればならない 3本のターム・ペーパーの重圧。フランス語の認定試験に落ちた時の挫折感。クラス
メートに無視され続けた教室。毎日が憂鬱で、自分は、どうしてこんな惨めな生活を送らねばなら
ないのかと、夜になると涙が溢れてきた。 
しかし、そのようなつらい日々を救ってくれたものがある。1 年目のある日キャンパスの隣の墓

地を歩いていて見つけた日本人のお墓である。そのお墓には亡くなった時の年齢（20数才）と西暦
（1900年前後だったと思う）が刻んであった。何十年も前にこの異国の地に来て他界し、遺骨は日
本に帰ることなくここに眠っている人がいるというのは、衝撃だった。自分よりはるかにつらい思
いをした人がいるということを認識させられたからである。重い日本の期待を背負ってエール大学
に留学したこの人は、病気かノイローゼで亡くなったんだろうと思った。そして、この人に比べれ
ば自分のつらさなど取るに足りない、と思えた。今では、電話を使えばいつでも日本の家族、友人
と話すことができるし、帰ろうと思えば翌日には日本に帰り着くことができる。とにかく、ずっと
以前に、この地で自分よりはるかにつらい生活を送った人がいるということがわかっただけで、ず
いぶん気が楽になったのである。論文を仕上げるまでにそれからほぼ 5年の歳月を費やすことにな
るが、この日本人のお墓との出会いがなければ終えることができたかどうかわからない。 

III. 歴史学を学ぶ意味 

さて、最後に、歴史や歴史学を学ぶ意味について、お話ししたい。結論から言えば、私は、歴史
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を学ぶということは、人類の経験を学ぶということであり、時間と空間の広大な広がりを含む私た
ちの世界観を形作ってくれることだと思っている。ただ、ここでは、具体的に、過去と比較するこ
とによって現代がどのように見えてくるのか、一つの例をお示ししたいと思う。 

1000年前のフランスと現在の日本社会を比較したら、現在の日本はどのように見えてくるだろう
か。紀元 1000年頃のフランスは、カペー朝フランス王国の時代だが、国王を中心に、現在の日本の
ようなまとまった一つの国があったわけではない。フランス王国の一部をなすノルマンディとフラ
ンドルにはノルマンディ公、フランドル伯という非常に強力な君主がいた。彼らはフランス王より
もはるかに大きな力をもち、その支配する広い地域は王権の干渉を受けない独立の国であった。し
かし、それ以外の地域は、ノルマンディ公やフランドル伯ほどの支配力をもたない大小の諸侯と数
多くの城主によって治められていた。フランス王はパリ周辺しか治めることができず、王国の大部
分は、実質的に城主支配圏に分割されていた。城主支配圏というのは、城主が城を中心に治める数
キロメートル四方の範囲のことである。この時代は、戦いが日常化しており、基本的には戦乱の世
だったといってよい。 
人口は希薄で、都市はほとんど存在せず、人々は広大な森の中に孤島のように散在する集落に住

んでいた。人口の 99パーセント以上は農民であり、領主を中心とした村の共同体のなかで生活して
いたのである。隣の集落とのあいだには未開の土地が広がり、人々の往来はほとんどなかった。こ
のように孤立した状態のなかで、人々は非常に縮こまって生活していた。農業生産性は低く、つね
に食糧が不足していた。農村の生活は、現在の私たちに比べれば、非常に単調なものである。太陽
が出たら活動を始め、沈んだら眠る。夏は日が長く活動的で、冬は日が短くあまり活動しない。1
年は季節に応じた農作業と皆が参加する祭りによって区切られていた。基本的には自然に合わせた
生活である。 
それに対して、現在の私たちはまったく違った環境の中で生活している。私たちは皆が決まった

暦で動いてるわけではないし、全員が参加する祭りもない。現在では、皆が共有する祭りの代わり
に、各人が好きなときに行ける祭りの空間が恒常的に存在している。たとえば新宿や渋谷は一年中
祭りの空間だとみなすことができる。そのように考えれば、会社は、一年中働く空間となる。つま
り、現在の私たちは、共同体の他のメンバーと生活のリズムを共有しているのではなく、1 人 1 人
が、地理的に分化した機能の場を移動しながら、個人のリズムを作って生活していると考えること
ができる。これは、都市化の一側面なのかもしれない。都市化が進み、かつては人間が時間によっ
て区分していたものを、地域や場所によって区分しているのである。 
紀元 1000年頃のフランスの農村に住む人々と現在の私たちとでは、活動する範囲も大きく異なっ

ている。20世紀にはいる以前は、世界のほとんどの地域で、人々の活動範囲は徒歩圏に限られてい
た。徒歩で行ける距離は 1時間にわずか 4キロメートル、6時間休まずに歩いたとして 24キロメー
トルである。それに比べて、私たちの行動範囲は驚くべき広がりをもっている。3 時間もあれば新
幹線で東京から大阪や京都に行けるし、飛行機をつかえば沖縄まで行くことができる。それどころ
か、12時間ほどでニューヨークやロンドン、ローマに行けるのである。全世界の人々と電話で話す
ことだってできる。しかし、もちろん、これは私たちの潜在的な行動範囲が驚異的に拡大したとい
うことを示しているのであって、すべての人々が実際に世界中を飛び回っているわけでも、世界中
の人々と電話で話しているわけでもない。多くの人たちは、自分の足で動ける範囲、あるいは、電
車・バスなどの公共機関で動ける範囲で活動している。つまり、現在は、行動範囲も日常的な活動
域も、個人ごとに大きく異なっているのである。 
私たちの社会は、1000年前のフランスの農村共同体のように閉じた共同体を形成しているわけで

もない。1000年前のフランスの農民は、自分の村の住民のほとんどを熟知していたし、村で生じた
事件や問題となっている事柄を把握していた。しかし、現在の私たちは、自分が属する社会でどの
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ような人が活動し、どのような出来事が起こり、どのような変化が生じているのか、ほとんどわか
らない。自分のまわりを、どのようなモノや情報が行き交っているかも把握していない。1000年前
のフランス農村に比べると、私たちは、自分の認識能力をはるかに超えた広がりと複雑さをもつ社
会のなかで生活しているのである。 
テクノロジーの進展により、人間の行動範囲は驚異的に拡大したが、自らの住む社会の状況を把

握することは非常に難しくなっている。まるで、私たちは、見えない世界の住人となってしまった
かのようである。このことは、自分の生きる社会や世界と、自分の実体験とが大きくかい離してい
ることを意味する。グローバル市場も、現実に存在しているにもかかわらず、多くの人にとって仮
想でしか認識されない。直接関わっている一部の人たちをのぞけば、ほとんど意識されることも実
感されることもないだろう。 
どのように社会が変化しようと、私たちの活動が物理的な制約を受けることに変わりはない。し

かし、現在生じている変化によって、この物理的な制約も変わりつつある。この変化は 2つの要因
によって、うながされたものである。1 つは、交通手段と交通網の発達により、私たちの活動域が
飛躍的に拡大したということである。かつては、大多数の人が同じ狭い地域のなかで活動していた
ため、そのなかで共有される文化や慣習、価値観が容易に形成された。しかし、人的流動性が高ま
り、人々の活動域が特定の地理的範囲に限定されなくなると、人々の意識のレヴェルで、そのよう
な地理的まとまりが形成されにくくなっていく。 
他方、情報・通信技術の発達により、物理的な隔たりを越えた新しい結びつきが生まれてきた。

たとえば、人々はインターネット上に作られた仮想の街で活動する機会を与えられ、仮想空間のな
かで他の人々と接触することができるようになった。そこでは、仮想のコミュニティが生まれ、そ
こに属する者の間にはかつての地域共同体意識のような共属意識が芽生えつつある。つまり、現実
には、全く異なる地点にいる者どうしが、インターネット上の仮想空間のなかで、特定の集団への
共属意識、連帯意識をもつようになってきたのである。 
小さな農村共同体のなかで生活しているときには、私たちの人格は共同体のほぼ全員によって認

知されている。しかし、都市化が進み、家庭や学校や仕事場や遊び場を移動するようになると、場
所ごとに異なる人々によって認知される自分が生まれてくる。たとえば、現在の私も、ある特定の
共同体の中で全人格的に認知されているわけではない。大学では教師として、書物を読んでいる読
者にとっては著者として、私という人格の一部分を認知されているにすぎない。このように、私た
ちの人格は多様な側面をもっているが、現実の世界においては、特別の場合を除き、その特定の側
面だけがクローズアップされて意識のすべてを支配し続けるということはない。私たちは、人と関
わりながら、自分自身の人格の統一性を保っているのである。しかし、ヴァーチャルな空間の拡大
は、人格の統一性の維持を困難にする可能性がある。特定の関心によって人格がますます細分化さ
れ、その細分化された人格で他の人と結びつくことが容易になっていくからである。私たちは、自
分の人格を統御することがこれまでよりはるかに難しい環境におかれようとしているのである。 

おわりに 

さて、中世と比較して現在の社会の特徴をいくつか紹介してきたが、これらは、私が思いつくま
ま記したほんの 1例にすぎない。過去と比較することによって、現在のさまざまな特徴が見えてく
る。もちろん、過去と現在との比較には、個人、社会、国、環境、人類史など、異なるレヴェルが
ありうるが、10年前との比較、100年前との比較、1000年前との比較では、それぞれ浮かび上がっ
てくる特徴が異なり、現在の変化の度合が大きければ大きいほど、比較対象とする時代を遠く取る
必要がある。 
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歴史家は、私が中世シチリア王国を研究してきたように、一方では、さまざまな史料を用いて過
去の特定の社会の実際の姿を知ろうとする。可能なかぎりの方法を用いて、失われた過去の社会を
再現しようとするのである。しかし、他方では、社会の変化を見極め、時代の流れを認識しようと
する。現在のように社会が大きく変化するときには、短期的な変化しか予測しえない現状分析は、
将来への有益な指針を与えることができない。そのために、過去から現在にいたる人間の活動や人
間集団の変化を認識しようとしてきた歴史家が、時代の目となることを強く期待されているのだと
思う。 

これから起こる社会の変化を読み解くのは容易ではない。しかし、その変化を見きわめて将来に
対する指針をもたなければ、激しく変化する社会のなかで自分を見失ってしまう。歴史学は、この
時代の変化を長い時間のなかにおいて見据え、社会の進む方向を教えてくれる学問である。決して、
過ぎ去った過去を記憶したり、なぞったりする学問ではない。緩やかに流れる時代にあっても激動
する時代にあっても、歴史学は私たちの行く手を照らしてくれる一条の光なのだと思う。  
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