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文献一覧

はじめに1)

既に我国でも概略が紹介されている通り（渡

辺[1996]), 近代国家の形成過程をめぐる諸問

題がヨーロッパ学界で盛んに取り上げられ，と

りわけフランスの国立科学研究所 CNRSの

テーマ別活動プログラム ATPにおいて， 80年

1) 本稿では文献を引用する際，末尾に掲げた文献ー一＾

覧をもとに編著者名・刊行年次・頁建を必要に応

じて，文中にカッコで挿入して示す。なお，学説史

的整理という本稿の趣旨をなるべく活かすため，い

ささか異例の仕方ではあるが，学会報告録を文献•一
覧中 Actesの表記で統一し，各々の刊行年と開催年

の順に配列した。

代半ばから多くの業績が生み出されてきた。そ

れらの大半は，学会での成果をまとめた会議録

の形で世に問われており，基本的に 7つの側

面一—①文化とイデオロギー，②領域・法・政

治システム，③徴収と分配，④プロソポグラ

フィーと国家，⑤教会と国家⑥都市・市民と

国家⑦国家と貴族一→からするアプローチが

主軸となっている叫

筆者は，これまで南ネーデルラントとりわけ

ブリュッセルを中心地域として「中世都市の持

続的生命力」を幾つかの観点から考察してきた

（藤井[1991]:[1994]: [1995]: [2000])。その中

で改めて課題として浮上してきたのが，都市と

上位権力（＝国家）の接点としての有力市民（＝

都市貴族）の存在およびその機能の分析であ

る3)。そこで本稿では，中世後期のブリュッセ

ルと領邦国家（ブラバント公・ブルゴーニュ公）

2)末尾文献一覧 Actes[ 1985] ~ Actes [ 1990c]を見よ。

なおそれら80年代の活動は， Actes[ 1990c]において

いったん総括された。その後も Actes[l993a・b]:
[1996]: [1997]といった活動が継続している。本稿

では以上の動向を中心に概観するが，それ以外にも

例えば CNRSとは別系統の研究プログラム（後注15
参照）や，近代国家形成過程を論じた論著の刊行

(Tilly [ 1994a])のあることを記しておこう。

3)最近の拙稿（藤井[2000])では，中世後期ブリュッ

セル市政における有力市民層の隆替が，ブラバント

公・プルゴーニュ公という上位権力との複雑な政治

力学的絡み合いの中で進行したことを論じた。「都

市と国家」とを正面から扱った論考ではないが，そ

の問題意識が拙稿全篇を通底していることは一読し

て判別できよう。
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との関係をめぐる予備的考察として，‘エリー

ト＇をキーワード 4)に「都市と国家」という上

記西欧学界のテーマに学説史的な接近を図

る叫

とはいえ，近代国家形成史をめぐる議論全体

を見通すことはもとより，「都市と国家」とい

う命題に限ってみても，そこで提示されるすべ

ての問題を取り扱うことは，筆者の能力に余る。

以下では，「近代国家形成史論における都市工

リート」および「方法論としてのプロソポグラ

フィー」に検討範囲を限定することで，上記学

会を中心に研究動向を整理し，そこから，南ネー

デルラントの「都市＝国家関係」におけるエリー

ト論の可能性6)を追求したい7¥

1 近代国家形成史論とエリート研究

1-1 中世都市論と近代国家論―—前提一—

「家族が，地理的・局所的な社会の結合単位

とするならば，（中世）都市はそれ自体として

人的社会的結合体である。中世都市は，物的・

法的に区分された空間であり，その内部では‘隣

4)'エリート＇の語と概念は，実は種々の問題を抱

えてはいる (Derville[1997]p.119)。詳細は，本文後

段 1-3において触れる。

5) その趣旨から，本稿では史料分析にもとづく実証

と，南ネーデルラントとりわけプリュッセルをめぐ

る研究史の詳細な追跡は割愛した。そうした作業に

ついては別稿を予定している。

6) その理由は，ヨーロッパ学界全体で都市と国家を

めぐる中世都市のエリート研究が隆盛な割に，都市

的現象が顕著だったとされるベルギーおよび北フラ

ンス地域についてはそれが，以下の例外はあるもの

の相対的に少ないということにある (Stabel[ 1992] / 
Derville [ 1983] : [ 1997] /Prevenier[ 1998b] /Godding 
[ 1997] /Pe till on [ 1999])。ただし本文後段で論じるプ

ロソポグラフィーに関する研究史の総整理 (De
Ridder[1993])と，電算処理という技術的側面をめ

ぐる論文集が発表されている (Goudriaan[ 1995])こ

とは，特に記しておかねばならない。

7) なお筆者の専門領域と問題関心からして，本稿で

の考察の地理的重心がフランスと南ネーデルラント

に置かれることも予めお断りしておく。

第 66巻第5・6号

人社会’が成立している」 (Derville[l997]p.121) 

という， A.デルヴィルの極めて抽象的な表現

はともかく，中世都市の概念規定は古くて新し

い問題として常に我々の前に存在する。

もちろん，本稿では近代国家の生成過程とい

う視点からのそれを問題とするのであるが，そ

の場合も，「（中世都市は）都市国家・イングラ

ンドのバラ・フランスのコミューン都市，帝国

都市，王国の首都都市，商人都市など，多様な

姿を示し，（その意味で）近代国家との関係も

一様に捉えることは難しい」 (Genet[ 1988a] p. 

340)。

しかしながら他方で，都市と国家をめぐる

様々な議論においては，人口を一応の目安とし

て大小の都市が措定され見その中から大きく

次の見通しが与えられているのに気づく。即ち，

人口 3万を越えるような大都市は，その複合的

な機能によって，ある地域内部と外部世界との

連結を実現し，自己に向けた階層的都市網を作

り上げていく，との前提を置き (Blockmans

[1988]p. 172-173), その上で，北イタリアの「都

市国家」型と，南ネーデルラントおよびドイツ＝

ハンザに見られる「商業都市ネットワーク」型

との 2つの大きな体制を想定するのである。

前者について贅言は要すまいが，後段で詳述

する通り，例えば中世後期イタリア都市におい

て，最上位の貴族的行政テクノクラートと中位

の市民的行政テクノクラートのもつ，都市国家

体制の形成力 (Crouzet-Pavan[ 1997] p. 26-27)と

いった点が，都市と国家をめぐる議論として浮

8) 一応 2千人規模の定住地を都市と規定し，中世後

期までの西欧において人口桐密地帯つまり大規模都

市群の存在を，北イタリアと南ネーデルラントに求

める w.プロックマンスや M.ボーネ (Blockmans
[1988]p. 171/Boone[1991]p. 839), および托鉢修道

僧の数で都市の類型区分を試みる J.)レ＝ゴフ (Le

Goff[l997]p. 452-453)がそれである。
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上している。

後者については，近代国家形成過程における

代表制という観点から，都市の商工業的有力層

が果たした役割を解明しようとする側面の 1つ

を示しており (Boone[1991]p.841), 交通の要

衝という経済的地理条件が生み出した，南ネー

デルラントや北部ドイツの商業ネットワーク 9)

が，集権的国家形成過程へ与えた影響という論

点に収倣しているのである叫

＊ 

＊＊  

「はじめに」で触れた「都市・市民と近代国

家」を主題とする85年の研究集会 (Actes[1988 

a]) では，理念型像としての近代国家一—即ち

英仏を中心に既に13-14世紀に出現し，君主と

家臣との非封建的関係の確立，代表制の成立，

国家税制の導入，法と戦争遂行に対する国家の

集中的関与，国家に関するイデオロギーの出現，

政治的自立一を措定し (Genet[1988a]p.339-

340), 封建制を脱却して出現した‘近代’国家

を対象としている（渡辺[1996]p.63)。

とはいえ，この学会では近代国家の定義や時

期区分を中心目標に据えている訳ではない。

1950年代に J.ネフの唱えた「中世末近代国家

の形成」という説をめぐり，中世史家と近現代

史家との間で国家概念に関して生じた混乱を戒

めとし， 13世紀から18世紀までという大まかな

時代射程を除いては，厳密な概念規定を予め行

うようなことはしないという宣言をしているの

9) 12-13世紀南ネーデルラントに出現したロンド

ン＝ハンザと XVII都市ハンザ，および中世盛期以

降のドイツ＝ハンザがそれである (Blockmans[1988] 
p. 173-174)。

10) ただし，都市ネットワークおよび都市と国家それ

ぞれの機能分担については，なお今後の課題だとさ

れている点には，充分留意しなくてはならない

(Genet[1988a]p. 351-352)。

である (Bulst[ 1988a] p. 8-9)。

とはいえ，各論者がそのことで制約を受けて

いる訳ではない。近代国家システムに内在する

競合性を強調した 0.ヒツェや，カロリング期

フランス王国の独占的権力強化を主張する P.

エリアス，領邦国家と国民国家の同質性を論じ

た F.ブローデルなどを批判的に回顧し，中世

後期には多様な国家(Genet[l988a]p.340) -

都市国家・領邦国家・複合国家II)一が同時併

存していること，近代国家が実は非近代性をそ

の最大の属性としていること，の 2つの認識か

ら出発して，新しい国家論のパラダイム構築の

必要性を説<w. ブロックマンス (Blockmans

[1988])を見れば，それは明らかであろう。

以上述べた点を基盤として，都市・国家・エ

リートをめぐる諸問題がどのように扱われてい

るか，ということが以下の考察対象となる。

1-2 国家をめぐる都市一ー親和と対立一

85年学会では， 19世紀の自由主義史学あるい

は M.ウェーバーによる都市への楽観主義以

降，近代国家形成過程における都市という視点

は後景に退きはしたものの，今や中近世都市の

封建的属性さえもが検証され，その中で都市が

近代国家の萌芽と緊密に絡み合っているのだ，

ということが改めて強調された (Bulst[ 1988a] 

p. 7-8)。この絡み合いとは，経済的側面での資

本主義の形成• 発展過程，政治的側面では近代

国家における市民社会の成立過程（渡辺[1996]

p. 62), 別言すれば，都市の技術的な意味での

‘近代性’ーもちろん時代・場所によって非近

11) 都市国家については本文前段で述べた。ブロック

マンスによる領邦国家の弁別指標は，領邦君主の存

在とその基盤となる法的領域（バン）であり，複合

国家とは，領邦国家を超え，皇帝・国王・大公など

による複数領邦の統合体である (Blockmans[ 1988] p. 
169)。
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代性を示す場合もあるのだが一ーと，殊に17世

紀以降顕著となる国家の自立的な法制・官僚制

整備と都市・市民のそれらからの排除を内実と

する，と言うのである (Genet[1988a]p.345-347)。

こうした視座のもと，国家と都市の関係をめ

ぐる描写は，両者の親和性と対立といういわば

楯の二側面として，次のように把握することが

できる。まず，中世都市と封建国家とがアプリ

オリに敵対的なものではなく，前者は後者に

よって特有な機能を持つものとして認識される

存在であり (Genet[1988a]p.341), 同時に都市

がその内部要素に近代国家形成の先導的メカニ

ズムを持つことが主張される (Bulst[ 1988a] p. 

10)。

つまり，政治的側面において国家が都市を互

恵的対象と見定め，一定の政治的協調システ

ムー国家権力の行使者派遣．都市の代表制召

喚制など―ーを作り上げ，他方社会経済部面で

は，都市が，財政支援を通じた王国の防備・強

化，徴税・造幣，法執行，あるいはそれらの人

的資源の源泉となるという機能を発揮するので

ある。逆に都市は，独自の租税を導入すること

など，国家からの自立と不干渉を特権として享

受する。こうして両者は，相互補完機能を保持

し結合する12),と言うのである (Genet[ 1988a] p. 

341-343/Blockmans [ 1988] p. 178/渡辺[1996]p.

63-64)。

これらのことは，中世を通じて遍在する国家

が，とりわけ13-14世紀交の‘近代’国家の装

置形成期において，戦争・租税・ 政治的対話と

いう 3要素をめぐり，貴族や社会的エリートに

12) ただし，両者にそのようなコンセンサスが確立し

ていないときその関係は単純に互恵的とは言えな

いものになる。例えば，社会・政治的な面では法廷

開催権をめぐる都市と国王との対立が生じる場合が

あるからだ(Genet[ 1988a] p. 343-344)。

第 66巻第5・6号

対して租税分配機能を果たす一方で，近代国家

としての正当性や法的秩序の貫徹を彼らに要求

するという，庶子的封建制13)の名で端的に呼ば

れる様相とも捉えられる (Genet[ 1996a] p. 11-

12)。

都市とは国家が経済的営為と出会う場であ

り，都市の経済力は自らの特権の源泉であった。

従って，中世後期以降の経済成長停止は都市の

政治力弱化を招き，近世以降国家による軍事的

支配の貫徹が，それまで都市の有していた軍事

的・商業的な空間の掌握能力を次第に減少さ

せ，国家が都市に重くのしかかっていくことに

なる (Genet[ 1988a] p. 344-34 7)。その具体的な

事例として J.-P. ジュネは，都市（市民）と封

建貴族の利害が相反し，都市国家の支配構造が

問題となった中世後期のフィレンツェと14世紀

のフランドルにおける類似の状況を挙げている

が(Genet[l988a]p.342), 後者の状況について，

更に M.ボーネが，中世後期ヘントの一部エ

リートによる支配体制一旧来の都市貴族・小

規模手工業者53職，毛織物関連職一が，内部

ではなく外部からの衝撃，つまりブルゴーニュ

公国成立とそれへの大きな財政負担という外的

軋礫を経験した (Boone[1991]p.856)として，

都市と集権的国家とが対峙していく事情を描

いた。

ブロックマンス (Blockamans[ 1988])となる

と，西欧全体との比較を念頭に置きつつ，南ネー

デルラントについて同じ方向でかつ以下のよう

に詳細な議論を展開する。即ち，近代国家形成

過程においては，とりわけ貨幣と商業が集権的

国家出現において重要な要素となっている。そ

13) ここで庶子的封建制について詳細に論じる準備が

ない。差し当たり， Coss[1989]/Crouch [1991 ]/Hicks 

[1995]を見られたい。
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の意味で，都市の存在は初め君主国家の成長に

とって必要である。しかし都市的発展が，君主

国家を阻害的と見なすようになると，両者の協

調は逆に次のようにして対立へと変転してい

く。

ドイツ＝ハンザや北イタリア諸都市の，そし

てとりわけ領邦国家や複合国家の出現以前に成

立していた南ネーデルラントの都市ネットワー

クは，商業資本主義を形成する強い志向を持ち，

領邦国家に対して自己の自立性を初発から主張

し続ける。そして，商工業において複合的な機

能をもつ中核都市は，調達・販路ともに遠隔地

市場を必要とし，それを後背地とともに利己的

に編成しようとする。

他方，戦争を自己目的とする封建国家におい

ては，それが他の封建的メカニズムの動力源と

もなっている。その結果，財政圧迫・官僚制度・

政治的腐敗などを通じて，商業資本主義的な本

性を持つ経済的中心地たる都市を次第に蝕むこ

とになる。国家による不断の戦争状態に対して，

反対して滅亡するか，その中で身を処していく

かの選択を都市は迫られるのである。

かくして，アントウェルペンの陥落が象徴的

に示すように，中核都市と周辺の都市ネット

ワークの存在は，近代国家とは相容れないもの

となる。それどころか「過度の都市化（ネット

ワーク）は従って，国家権力の伸長には阻害的

でさえある。都市は，法的・経済的・税制的・

外交的な自立組織を整えているからであり，そ

うした都市の能力は，中央集権的な国家におい

ては有害ではないとしても，余計なものとな

る。」という結論をブロックマンスは下す

(Blockmans [1988]p. 176) 14¥ 

中世都市の成長が，やがては近代国家と衝突

する運命を辿るとしても，少なくとも当初は都

市に近代国家形成を導くメカニズムのあること

が見出された。その一翼を担うのが市民の存在

である。前述したように，国家が都市を対話者

として認識する時，接点となってそれを具現化

するのは都市において権力を持つ者すなわちブ

ルジョワジーだからである (Genet[ 1988b] p. 

342)。そこで，都市と国家との成長過程におけ

る都市エリートの役割の考察が次の作業となる。

1-3 都市と国家をめぐるエリート

(1) 都市エリートー—その性格一

市民とエリートに関しては，前節で見たよう

に，都市と国家をめぐって市民＝エリートの問

題を研究することの重要性を 2つの問題提

起一資本主義の確立に，近代国家の成長はど

の程度関わりがあるか，市民文化と国民国家に

おける臣民＝市民の出現とは果たして相容れる

かー (Genet[ 1988a] p. 340)から示した85年の

学会(Actes[ 1988a]) , 後段で別途取り上げるプ

ロソポグラフィーという方法論に力点をおいた

91年学会(Actes[1996]), それらを経由した後，

主として地域的相違と比較 (Crouzet-Pavan

[1997]p. 10/Le Goff[l997]p. 450)とを目標とし

た96年の学会(Actes[ 1997])へと至る潮流を見

ることができる15)。

エリートなかんずく都市エリートの概念は，

実は極めて幅広く (Braunstein[ 1997] p. 37), 必

14)ブロックマンスのこうした結論は，ティリーの主

張(Tilly[1986]: [ 1990]: [1993]: [ 1994b])に共感しつつ

93年や印象的な表題を持つ94年の論文 (Blockmans
[1993b]: [ 1994])でも堅持されている。

15)本稿で主として取り上げているフランスの CNRS
を母体とした研究プログラムとは別個に，「13世紀

から 18世紀ヨーロッパにおける近代国家の起源」を

基本テーマとする 7つの分野別研究集会とその成果

がある。これは，ヨーロッパ科学財団 ESFがスポ

ンサーとなって進められたもので，そのうちの 1つ

『パワーエリートと国家形成』 (Reinhard[1996])が

刊行されている。
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ずしも確固とした特定の内容を指し示している

訳ではない。従って，都市エリートを観察しよ

うとする場合それはある特定の社会や集団を

通すことによってのみ可能となる (Derville

[1997]p. 119)。そこでこの96年学会では，「出

自・富・名声によって都市支配を実現する少数

者」と一応これを規定し (Gauvard[1997]p.7-

8) 16)' これを受けて， E.クルーゼ＝パヴァン

(Crouzet-Pavan [ 1997])が，一定の限定を行な

えば，誰がどのようにエリートたり得るかとい

う形で主題を狭めることは可能であるとしなが

ら，都市エリート研究における 2つの課題を提

示する。

まず，アプローチ自体の再確認である。例え

ば，資産とその動き，政治的影響力とその変遷

代表性の序列などが挙げられ，同時にそれらは，

エリートを他から区別する仕方そのものとも緊

密に関ってくる。つまり，衣服•生活様式・婚

姻関係・儀礼，そして社会的地位がそれである17¥

第 2 は，強権を伴うエリート支配の構造一—支

配と服従の隠蔽と正当化のメカニズムー—その

ものである18)。

以上のような前提のもとで，研究者たちは社

会・文化的および政治・経済的機能とに着目し

つつ (LeGoff[1997]p. 445), 各地域の都市工

リートの動態を次のように示す。

まずフランスの都市エリートから出発して諸

地域の比較へと導く議論から見ていこう。ク

16)むろん現実にはこれら 3指標がすべてそろった人

間を見ることは殆どなく，またこうした属性を持つ

少数エリート層は，かかる階層として不動のもので

もない。階層内部では対立，暴力的排除と抗争ある

いは不平等が常に存在するからである (Gauvard
[1997]p. 8/Braunstein[1997]p. 31-32)。

17)都市エリートにとって重要なのは，概観と威信で

ある。彼らは子供の教育や騎士・貴族風の生活に意

を注ぎ， しばしば帝王をシンボル化する鮮紅色を装

いの色とした。また，壮麗な邸宅も都市エリートの

象徴であった (LeGoff[l997]p. 446-447 /Braunstein 

第 66巻第5・6号

ルーゼ＝パヴァン (Crouzet-Pavan[ 1997])によ

れば，フランス都市のエリート史研究において

は，都市支配層の通時的かつ動的な隆替現象が

特徴として摘出できる。つまり，パトリシア支

配，次いで名望家・富裕層寡頭専制，そして権

カ・文化的支配層の成立という，何よりもその

経済力に源泉を持つ「都市の門閥集団」による

統治が常に見て取れる点が重要だとする。そし

て，ペスト流行などによる14世紀の市民階層の

血統継続の混乱の後， 15世紀初めには新エリー

卜階層が形成され，それは16世紀末まで王権と

都市との接合機能を果たした，と言う。

中世後期における新旧都市エリート層のこの

交替において，注目すべき点の第 1は，それが

さほど大きな対立と反発を生じずに行われたこ

とである。多くの都市では大きな紛争を見るこ

となく，権力の移譲なり分割が行われている。

第 2は，エリートと権力の関係の変遷である。

つまり，初期パトリシア時代には，富と社会的

地位にある者（商人層と貴族層）が，都市の政

治権力を握っていたが，後に寡頭専制支配期に

至ると事態は逆転し，都市の政治権力を保持す

るものが，社会的地位にあるものとなり，更に

その中から上記の新エリートが分出してくるの

である。

こうしたフランスの状況と比較してみると，

イタリアの事例はまた別個の特殊性を示す。と

いうのも，イタリア都市史においては，階層性

[1997]p.34)。

18) もしも「公共の利益」という意識が都市エリート

の自己正当性の基盤となっているのならば，それこ

そが研究すべき事柄である。彼らの支配なり存在の

正当性は，彼ら自身の「都市を導くための摂理によ

る存在」という意識によって成り立っているからだ，

と言うのである (Crouzet-Pavan[1997]p.28)。この

点で，都市エリートは教会的機能を果たし，都市の

鐘の生産を通じて市内の‘時＇の支配と管理を行なっ

ていた，とのル＝ゴフの指摘(LeGoff [ 1997] p. 453-
454)は興味深い。
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がそのまま政治性を意味しており，フランスで

のように制度と政治とを区分する必要がないか

らである。コムーネ期以前から看取できる都市

エリートは，経済的営為に成長基盤19)を置きな

がら，やがて貴族化する家系の出現とともに権

力を纂奪・保持していく。彼らは政治権力と不

可分の存在であり，このことがイタリアの特徴

となっている。

また，中世後期に至って貴族と上層市民との

区分線が非常に曖昧となることも，イタリアで

のもう 1つの特質である。 15世紀を通じて，両

エリートの融合がイタリア諸都市で進行した。

そうした中ヴェネチアを典型例として，一方で

特定の貴族家系が商工業をも営みつつ，行政テ

クノクラートとして上層に君臨し，社会・政治

的支配層を形成していたこと，他方で，それに

次ぐ第 2の階層として，下部の行政職を担当す

る市民的行政エリートが存在したこと，が示さ

れる。

イギリスについて，クルーゼ＝パヴァンはま

ず，ロンドンを典型例として， 13世紀初頭から

の商人エリートによるギルド結成と13世紀後半

以降の彼らの市政寡占体制の成立，および16世

紀までのその構造の安定的存続を特徴として強

調する。この過程では商人のジェントリ化と

ジェントリの商人化という相互流動性も出現す

る，と言う。イギリスでは，都市エリートが権

力と不可分であること，その社会（資産）状況

によっては，「ジェントリ」のように別の呼称

が与えられ得ること，都市の後退・不況がエ

リートの階層的隆替をもたらさないこと，が確

認されるが，他方で，ロンドン以外の諸都市に

19) イタリア都市エリートの経済的基礎は商工業と土

地所有であり，中世盛期から後期にかけて農業投資

が拡大している，と言う (Crouzet-Pavan[ 1997] p. 25-

26)。

ついては，商人ジェントリではなく都市ジェン

トリとしてのエリート研究がなお未開拓の分野

であることを指摘している。

E. マシュケや u.ディルルマイヤーなどの研

究を引用しつつ， P.ブラウンシュタイン

(Braunstein [ 1997])は，上部ドイツおよびドイ

ツ＝ハンザ諸都市の事例を次のように区分して

叙述していく。例えば15世紀以降のニュルンベ

ルクにおいては，市民の上層と下層とを決定的

に区別することは困難ではあるが，他面で，手

に職を持たず都市支配者として存続し続けた家

系を識別することは可能である。彼らは，都市

貴族として一定の内実をともなった富20)をその

地位の象徴として示すことで同時代人に認めら

れていた。

他方， リューベック・ダンツィヒ・リガなど

ドイツ＝ハンザ諸都市では，都市主導層は決し

て少数の特権集団ではなく，職能的集団であり

ながら，社会・経済的状況に応じて変動し得る

ものとして存在したことを指摘し， ドイツ＝ハ

ンザ圏であるスウェーデン諸都市やノヴゴロド

でも，中世後期において上部ドイツとは異なっ

た都市主導層の高い社会的流動性を述べるので

ある叫

さて，最後に北フランス・南ネーデルラント

の都市エリートに関する諸見解を整理しよう。

まず，市政とアンバハト内部での政治的機能，

社会・経済的機能，ブルゴーニュ公政府と関連

20)例えば，かつての鉱山や胡椒の所有は15世紀には

重視されず，都市の定期金や市内の土地所有に地位

の象徴がかかっている (Baunstein[ 1997] p. 34)。

21) このことは，都市内の閉鎖的支配集団の不在を想

定しているのではない。この点，ハンザ都市におけ

る‘市民闘争＇という視点から，市政参加の有無で

分断された市民上下層を想定する高橋[1980]p.242-

243ならびに，同じマシュケを引用しながら，中世

後期ハンザ都市での市民抗争における商人層支配の

連続を確認する斯波[1997] p. 175-178, 192を各々参

照せよ。
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する財政的側面，の 3点からヘントのエリート

を観察する M.ボーネの論文 (Boone[l991]:

[1996a])を起点に据えよう。彼によれば， 14世

紀初頭に内乱の結果成立した都市手工業者の政

治参与は，内部に不均質・不統一を卒みつつも，

フランドル都市統治に手工業組織 Ambachtを

不可欠のものとしていった。それは都市の支配

集団として確固たる地位を占め，アンバハトの

幹部も各々経営全体の統制者であると同時に，

市政代表者ともなり，都市の軍事・宗教・社会

的諸側面において重要な意義を占めるに至った。

大衆の怨嵯の的であった売買税など高率の間

接税は，手工業者政権下においても存続した。

それどころか，プロソポグラフィー研究によっ

て，一部政治的エリートとその周辺家系の人間

は，間接税の徴税請負を長年に渡って寡占して

いる事実さえ把握できる。 15世紀半ばブルゴー

ニュ公によって打倒されるまで，ヘントのエ

リート層は都市財政へ寄生する存在だと言うの

である22)。実際，このボーネに依拠しつつ，ク

ルーゼ＝パヴァン (Crouzet-Pavan[ 1997] p. 24) 

も，ヘント手工業者エリートは中世盛期までの

都市貴族と同じ運命を辿ることになる，と述べ

るほどである。

こうして，かつての G.エスピナや H.ピレン

ヌの説を乗り越え， 14世紀初頭の出来事が決し

て民主的な革命などではなく， 14-15世紀にお

いてもサン＝トメールやアラスといった諸都市

でヘントと同様隆替はあったにせよ，都市工

リートによる市政支配の構造に根本的変化はな

い，というベルギー学界での現在の主張点がデ

ルヴィルとともに再確認できるのである

(Derville[l997]p. 126-127)。

22) ボーネのこうした論調は，その後も基本的に堅持

されている (Boone[1996c])。

第 66巻第5・6号

(2) 国家とエリート＿その機能＿

85年学会で課題の 1つとされたのが，都市工

リートと国家官僚との人的関係（絡み合い）の

解明ということであった。このことは，国家と

都市の対立と親和性という本稿1-2での論点と

接続する議論なのであるが，新興の有力者層の

台頭がどのようなメカニズムで政治権力に転化

するのかについての検討も不可欠であり，近代

国家を支えた‘貴族制'(広い意味でのエリー

ト）の実態と歴史的性格が問題となる（渡辺

[1996]p. 66-67)のである。

都市エリートは，政治経済的側面だけでなく，

都市独自の文化一ー特に学校的知識のそれ＿

の涵養者であり，かつその享受者でもあった。

つまり，都市や市民が読み書きソロバンという

知識を集積・拡大することで，場合によっては

その能力を国家への反抗の道具とすることも可

能であったが，他方国家も官僚制の整備という

側面で，大衆の知識拡大を利用することができ

た。ここから，都市エリートと国家官僚との人

的関係という問題が浮き彫りとなってくる

(Genet [ 1988a] p. 350-351)。

既に触れた通り，フランスにおいては14世紀

の支配的市民階層の血縁的継続の混乱の後， 15

世紀初めには新エリート階層が形成され，大学

卒業資格を持つ市民が多く国王官僚23)となって

都市に配置された (Bulst[1996a]p.117-118)。

彼らは国王により貴族への列席が許されるなど

(Le Goff[1997]p. 452), 16世紀末まで王権と都

市との接着機能を果たしたとされる (Crouzet-

Pavan[1997]p. 17)が，一般に聖俗の上位君主

権に属した都市ほど，その動機・要因・戦略は

231その他に同時期バーイ・セネシャル・プレヴォと

いった貴族官僚の急激な増加も，市民エリートにつ

いてと同様プロソポグラフィー分析によって示され

ている。詳細は，本論後段2-3(2)を見よ。
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様々であれ，教養・職能エリートが政治権力へ

参与する度合が大きいとされる (Braunstein

[ 1997] p. 37)。

この点で最も典型的な例を見せるのがイタリ

アである。フランスと同様，イタリアについても，

都市貴族家系は世帯間で流動性が大きく，個人

や家系の社会的上昇が，領邦国家ないし都市国

家形成におけるあの行政テクノクラートの需要

を満たすことに寄与したのである (Crouzet-

Pavan [ 1997] p. 26-27)。

他方，都市（エリート）と国家との人的関係

という点で，対照的な議論が提示されるのが，

イタリアと同様に高次の都市的現象を見せる南

ネーデルラントについてである。即ち，ピレンヌ

的中央集権国家論への批判的対応として， 60-----

70年代にかけて浮上した近代国家論一—それを

財政史および代表制という見地から捉えようと

する一の中で，中世盛期から近世初頭まで，

とりわけブルゴーニュ公治世期の国家権力の都

市的経済力（財政）への依存という観点を強調

し(Boone[1991] p. 840-841, 859-860), 中世

後期に台頭した新興都市エリートによるブル

ゴーニュ公政府官僚としての成長が，まず説か

れる (Prevenier[l998b]p.77-78)。

しかしながら，アントウェルペンに収倣して

いく中核的都市の成長論理と近代国家の成長論

理とは最終的に矛盾をきたす。なぜなら，イタ

リアとは違った意味で政治経済的一体性を保つ

南ネーデルラントの都市的成長システムは，都

市を代表して国家権力と折衝するエリート（商

工業者）自身の経済成長にその基礎をおいてい

たため，ブルゴーニュ公やハプスブルク家の中

央集権的な志向は，都市の政治的自立性の主張

とやがて相容れなくなるからである (Blockmans

[1988]p. 173, 178-179/Boone[l99l]p. 860-862)24¥ 

2 エリートと国家論をめぐるプロソポグラ

フィー

2-1 プロソポグラフィーの変遷と概要

個人を意味したギリシャ語プロソポン

Prosoponに由来するプロソポグラフィー

Prosopographyの語は， 18世紀あるいは16世紀

にまで遡るとされるが (Nicolet[l970]p.1210, 

n. 3/Bulst [1996b] p. 467), 歴史研究の方法論と

して形を整えるのは19世紀末から20世紀前半に

かけてのことである。 50年代以降には人物史の

体系的な分析が開始されたが(Emden[ 1959] : 

[1963]), 古代ローマ期を対象とした C.ニコレ

と A.シャスタニョルによるアンケート分析法

の出現(Nicolet[1970]/Chastagnol [ 1970])および

L. ストーンによる詳細な方法論上の批判的接

収(Stone[1971])が，この技法の史的研究にとっ

て1970年を大きな画期にすることとなった

(Buist [ 1996b] p. 46 7 -469)。爾後70年代を通じ，

とりわけイギリスとドイツにおいて貴族と高位

聖職者をめぐるデータ集積と研究とが顕著と

なっていったのである (Beech[l980]p.3)。

そして，「プロソポグラフィーと国家史」と

銘打った79年ゲッチンゲンの研究集会におい

て， 70年代末に至る研究の経過と成果，課題が

明らかにされるとともに，「制度史，政治史，

政治思想史と，その出発点において分野上多少

の相違はあれ，我々研究者はみなプロソポグラ

24)本稿脱稿後，「中世後期ネーデルラントの諸都市

と国家」を取り上げているヘント大学教授 w.プレ

ヴニール退官記念論文集(Blockmans[ 1999a])を手に

した。細部を紹介することはできないが，とりあえ

ずプルゴーニュ公国家に関わる都市代表制と都市工

リートの問題を実証的に扱ったブロックマンス

(Blockmans [ 1999b])とボーネ論文(Boone[ 1999])の

あることを記しておく。
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フィーの必要性について見解の一致を見た」と

する F.オートランの記念碑的宣言 (Autrand

[198la]p. 43-45)が，いわば80年以前と以降を

分かつという意味でも，プロソポグラフィーの

持つ多様な可能性の新たな一歩を刻んだので

あった(Demurger[l986]p.289)。修道士，大学

人，国王官僚，商人と都市エリート，法曹家，

知識人，聖堂参事会員といったプロソポグラ

フィーの拡幅された分析対象が，中世史家を捉

え始めた。こうして，フランスやアメリカ学界

へも大きな影響を及ぼしつつ，諸社会集団の歴

史的探求がいっそう模索されるようになったの

である (Beech[l980]p.3-4/Autrand[l986]p. 13-

14) 25)。

このような学問的高揚が，専門誌『中世プロ

ソポグラフィー』 MedievalProsopographyを必

要とするまでに時間はかからなかった26)。とは

いえ， 80年代初頭の時点では中世史家にとって

プロソポグラフィーは，なおその名称とともに

全面的に受容されるものとはなっていなかっ

た叫そうした中， 80年代に入って立て続けに

催された学会 (Actes[l986a]:[1986b]: [1988b]) 

において，オートラン(Autrand[ 1986])や N.ブ

ルスト (Bulst[ 1986a]) , ジュネ (Genet[l986b]: 

[1988b]), R. B. ドブソン (Dobson[ 1986]) , J. 

ヴェルジェ (Verger[l986])といった先駆的な研

25)むろん，英独仏米の学界に比べると，例えばスペ

イン，デンマークといった諸国での立ち後れは否め

ず (Verger[1986]p.347), 必ずしも欧米全体でプロ

ソポグラフィー研究が同一水準にあるという訳では

ない。

26)同誌の初刊は1980年である。その概要については，

宮松[1993]p.362,396,n.29を参照のこと。

27) 70年代以前は，近代史家が CollectiveBiography, 
社会学者が Multiplecareer-line analysis, 古代史

家が Prosopographyという語を使用していた

(Stone[1971]p. 46)。また，英米仏学界でプロソ

ポグラフィーが一月般化した後も， ドイツでは

Personenforshungの語法が用いられる傾向にある

(Beech[1980]p. 6)。

第 66巻第5・6号

究者たちが，プロソポグラフィーと歴史研究の

結合が果たす意義を強調するとともに，そのこ

とを，フランス身分制議会(Buist[ 1986b] : [ 1988 

b])あるいは大学史(DeRidder-Symoens [ 1986] / 

Verger[l 988])といった，各自の専門領域にお

いて実証して示したのである。

90年以降となると，後述するような方法論的

批判と困難を乗り越え，分析対象の柔軟な拡が

りによって，歴史研究におけるプロソポグラ

フィーは確固とした地位を確保していく。そし

て90年代半ば頃から，ブルスト (Buist[ 1996a] p. 

111)の言う通り，単なる技術的な意味での方法

ではなく，史的接近そのものであるとして認知

度を更に高め，その射程を緩やかにかつ幅広く

取りつつ定着してきている28)。

＊ 

＊＊  

プロソポグラフィーとは人間の「外形的諸特

徴の記述」，つまり物的要素の集合的特徴をも

とに諸個人を把握しようとするものである（渡

辺[1996]p.70)。それは「人間集団の行なう史

的営為の共通基盤となる特徴の分析を，集団に

属する諸個人の生きざまを吟味することで行な

う」 (Stone[l97l]p.46)ということであり，こ

うした点で，広い意味で連関はあるにせよ，個

別評伝に重点をおくバイオグラフィー Biogra-

phyとは大きく異なっている (Buist[l 986c]p. 

iii)。

プロソポグラフィーが大量の統計的・数量的

処理を必要とするということから (Autrand

[1986]p. 14), 一方で諸個人に関するデータ収

28)最近では，オックスフォード大学のライナークル

カレッジ LinacreCollegeにおいて，プロソポグラ

フィー研究所 TheUnit for Prosopographical Research 
が設懺され， PROSOPONというニュースレターが

インターネットをも通じて配信されるほどになって

いる (www.linacre. ox. ac. uk/research/prosop/)。
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集と分析過程において，複数の研究者による協

カ体制が大きな特徴となる (Beech[ 1980] p. 4)。

他方で，コンピュータ利用という問題が浮上し

てくるのも自然な成り行きであった。そもそも

中世史家の目をプロソポグラフィーに引きつけ

る契機となったのが， 1971年に始まり74年には

コンピュータ化された，大学人名録集 (Emden

[1959]: [1963])の索引作成作業なのである。こ

の結果もたらされた膨大な索引は，中世史学に

とって極めて有益であることが検証された

(Evans [ 1986])。70年代には「中世史学とコン

ピュータ」との命題でドイツを中心に相次いで

研究集会が開催され，それはすぐにプロソポグ

ラフィーと電算処理という課題へと連なること

となる (Bulst[l986c]p.v)29l o 

むろん，人名リストやカタログ作成は新規な

方法ではない。しかし，作成されたリストの諸

項目を相互に関連させながら分析しようとする

プロソポグラフィーのためには (Buist[ 1996b] 

p. 472-473), 様々な資料から得られたデータを

電子コード化し，大量・高速処理することを可

能にするコンピュータが極めて有力な道具なの

である (Autrand[l981a]p. 46-47)。この時重要

かつ困難なのが，歴史的資料とりわけ諸個人名

のデータ化という基本作業，および蓄積された

データの柔軟な史学史的応用， という 2つの技

術的な問題の解決である (Genet[ 1986b])。こ

れらを乗り越えるべく，歴史家と情報処理技術

者との協カ・連携によって，以下のようなプロ

グラムとデータベースの作成計画が実現し

た30¥

29) ここではそうした成果の代表として Actes[ 1981] 
とりわけ Autrand[ 1981a]を挙げる。なおここで，歴

史学研究舟笈にコンピュータの利用が不可避である

ことを慧眼にも説いた，故 L.ジェニコの言葉

([ 1984] p. 3-26)を想起せよ。

70年代を通じて既に，幾つかの散発的なプロ

ソポグラフィー向けデータベースシステム構築

が進行していたが31)' その後ドイツとフランス

で大規模な計画が立ち上がった。一方は， B.

グネが先導し，その後ジュネが引き継いだパリ

第一大学での計画で， PROSOP という処理系

に名称の由来をもつものである (Genet[l980]:

[1996b]p. 9-10)。他方は，宮廷と中央権力の関

係およびジェントリと在地権力の関係を追及す

る目的で開始された，レーゲンスブルク大学の

G. ロット率いるグループの計画で，データは

マックスプランク歴史研究所 Max-Planck

Institut fiir Geschichteのデータベースシステ

ムKLEIOに蓄積されている。

PROSOPは，プロソポグラフィー向けに作

成されたソフトウェア全体の名称であり，コー

ドを自動的に生成することによって，プロソポ

グラフィー的人名辞書の作成を基本機能として

いる。これによって，他の統計処理プログラム

でもデータを利用することが可能だと言う。 H.

ミェ (Millet[ 1988])は，ラン聖堂参事会員のプ

30)筆者には情報処理論の専門知識は欠如している。

従って，以下の記述はすべて歴史家の視点からする，

プロソポグラフィー的電算処理技術の整理である。

大きな誤解を犯していることを恐れつつ，有益な指

摘を乞う次第である。

31)例えば， RESEDAは，中世後期フランスの初期啓

蒙主義的代表者に関するデータベースシステムであ

る。特殊言語が開発され，歴史家が一般的に行なう

ような仕方で史料検索が可能となっている。しかも

RESEDAでは，元データを全く損なうことなく，あ

らゆる情報を入力したり，処理したりすることがで

きると言う (Omato[ 1986])。本論で述べるドムル

ジェ (Demurger[ 1986])のバーイやセネシャル人名

簿の処理などが実現されている。また，フライブル

クとブライスガウで作られてきたデータベース

(UNIVACデータ処理システム）は (Geuenich
[1986]), 中世手稿原典から起こされた約40万人の

個人名が収納されている。人名記述が異なっても対

応できる見出し語作成プログラムによって，異なっ

た原典中に，同一あるいは類似の綴りで出現する個

人やグループを機械的に検索できるようになって

いる。
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ロソポグラフィー的研究のアンケート調査およ 初は歴史研究者自身の間で混乱やとまどいが

びカタログ作成の，また，ジュネ (Genet[ 1988 あったこと，また，コンピュータ処理という技

b])は， PROSOPの特別モジュールを使った 術的問題に関心が置かれがちであったことも手

データ整理とインデックス作成機能の実例を示 伝って，プロソポグラフィーの概念や方法論に

している32)。 疑問を提示する論者たちも存在した。

KLEIOは，ある人物集団の他のそれへの関

連の記述という，プロソポグラフィーの本質的

な方法論に対して，情報処理論でいうレコード

結合法で応えるものである。つまり，史的諸個

人のデータを突き合わせて，複数の資料から 1

人についての結合結果が得られた後，その各個

人をめぐる全データを 1件ごとに作成し，一覧

にすることでカタログを作成する。この時，各

個人データの突き合わせ（レコード結合）を「名

寄せ結合」 nominalrecord linkageと呼ぶ。こ

の「名寄せ」が，単なるレコード結合を超えた

プロソポグラフィー特有の方法となるのであ

る。こうして KLEIOは，歴史研究において新

たな可能性を示したが，とりわけ，歴史的諸個

人の比定・識別の能力，最終分析のための膨大

なデータ処理能力ということに加え，①研究者

の意思決定が可能か，②史料の生命が保てるか，

③不定形に存在する歴史データを非定形的にう

まく処理する方法があり得るか，といったプロ

ソポグラフィー研究者の様々な要請に応えるこ

とを可能としている点も，特筆すべきであろう

(Becker[I996]p. 51-53, 57)。

以上のように，プロソポグラフィーは中世史

学の史料処理に新しい路を切り拓いたのは間違

いない。しかし他面では，前述したように，当

32) 政治・文化・宗教史の各分野で成果が相次いだ

PROSOPの初期の成果については， Autrand[1981b],

Millet[l 982]を見よ。なお，コンピュータとプロソ

ポグラフィーに関するミエの記念碑的な仕事(Millet

[1985])は，手を尽くしたが，絶版のため本稿執筆

までに参照することが叶わなかった。残念という他

ない。

2-2 プロソポグラフィーの限界

プロソポグラフィーの限界なり制約を列挙す

る議論は，おおよそ次の 3点に集約できる33)0 

まず第 1は，優れて技術的な側面についてであ

る。例えば，前述したように氏名のレコード結

合を行なおうとする際，実は別名や二重氏名・

職と身分名による代位といった，様々な形で史

料に存在する氏名をどのようにデータコード化

するか，という点の指摘である。実は個人名確

定において生じる諸問題は完全に解決する方途

は存在せず，氏名元綴を不定形のままに処理し，

研究者の意思決定の余地をなるべく残すことの

できる柔軟なソフト開発によって，こうした不

利を最少に留めるしかない，とされる (Becker

[1996]p. 53-57)。

他方，より一般的に数量的処理をめぐる限界

について，次のような仕方で留保が行われてい

る。即ち，エリートや近代国家形成史論におけ

るプロソポグラフィーは，ある集団の政治・経

済・文化といった諸要素の絡み合いを数量的あ

るいは統計的に追究することを要請する。しか

もそのことは更に，諸個人と集団の間あるいは

集団相互間の有機的な関係の解明を必要として

くるが，心性や精神構造といった人間（集団）

33)プロソポグラフィー研究の発展過程において，例

えばその可能性を部分的に受容しつつ，他方で鋭く

限界を指摘したストーン論文(Stone[ 1971]) を—-例

として，積極的な支持論者の間にさえ慎重な姿勢を

要請する論調の続いたことが，実は結果的にプロソ

ポグラフィー手法の確立へ寄与したのは，いささか

皮肉な出来事であった。
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の持つ定性的な部分や(Autrand[l986]p.15-16/ 

Lewis [ 1986] p. 284-286) , 極めて流動的で可変

的な現実を，プロソポグラフィーがそう単純に

定量的手法で割り切って整序できるのか，と

いっだ懐疑である (Crouzet-Pavan[1997]p. 13-

14)。

データ分類によるインデックス作成において

も，普遍的な分類法というものが存在しない以

上，項目を横断する諸個人を時系列的に比較を

しようとする場合などには，よほど細分類を適

切に行なわないと，分析自体が無価値なものと

なってしまう，という指摘も痛烈であった

(Stone [1971] p. 60-62)。

さて第 2は，史料利用上の問題点である。こ

れは更に量的側面と質的側面とに分けて考察し

なければならない。まず前者から見てみよう。

史料不足の問題はもちろんプロソポグラフィー

に限ったことではないが(Bulst[ 1996b] p. 480-

481), 人間集団の社会的諸側面を浮かび上がら

せようとするこの方法において，史料欠如は極

めて深刻なことは論を待たない（金尾[1998]p.

46)。事実， 16世紀以前についてはデータが少

な過ぎるため，プロソポグラフィー研究は不可

能だ，とまでストーン(Stone[l97l]p.58-59)は

過激に論じている34¥

他方でまた，データの過剰も大きな問題を卒

む。というのも，大量データの統計的な処理を

前提とするプロソポグラフィーは，必要十分な

量の史料の収集を研究者に要請するが，そのこ

34) これに対しては，史料の散逸と希少性は歴史研究

において不可避であり，それを以って分析を過小評

価するのは短絡だ，とブルストは反駁する (Bulst

[1996b]p. 481-482)。そして，依拠すべき数値デー

タが少ない場合には，それを補完する他の史料を探

索・収集し，プロソポグラフィー的な再構成に利用

しなければならない。むしろそうした仕方こそがプ

ロソポグラフィーの意義でもある，と説くのである。

と自体可能かどうかということと，多様な形で

関連しあう個人と集団のデータは，異なる版を

も含めて時には遍在さえしているという状況に

あり，そうした膨大なデータの分析を果たして

完全に行ない得るのか，という疑問が提示され

るのである (Lewis[1986] p. 282-284)。

次いで，質的側面について最初に挙げられる

のが，目的とする分析にとって適切で有用な史

料群をどのように選択するのか，という点であ

る。なぜなら，人間集団に関わるデータは重点

の置き方によって，分析結果が全く異なってく

るからである (Bulst[l986c]p.vNerger[l986]p. 

348, 351/Lewis[l986]p. 281-285)。また家系名

や個人名に関する浩禰な史料が存在するとして

も，プロソポグラフィーは均質な社会集団の分

析には有効であっても，階層横断的な性格の人

名録が映し出す不均質な集団を把握するには不

十分ではないか，とも言うのである (Derville

[1997]p.128)。こうした点に，プロソポグラ

フィーに有用となるはずの史料類型一例え

ば，系図学・家紋学•印章学でのそれあるいは

遺言状など―ーになお手つかずのものが多く残

存している (Buist[ 1986c] p. v-vi) , という指摘

を付け加えよう35¥

以上の指摘は，実は技術面と史料面各々に狭

く限定されるのではない。いずれも，プロソポ

グラフィーの方法と目的がそもそも何なのかと

いう，最も重要な次の第 3の問題とも深く結び

合っている (Lewis[1986] p. 287-288)。

これについては，初めに抽象的な次元での批

判を取り上げよう。いずれも先の史料選択の問

題と密接に関わっているのだが，ブルスト

35) もちろんブルストのこの指摘は， 86年段階のもの

であることに注意が必要である。本文で既に述べた

ように，その後のプロソポグラフィー研究の進展は

処理する史料類型の範囲を大きく広げてきている。
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(Buist [ 198 6c] p. iv-v)やヴェルジェ (Verger

[1986]p. 348-349)によれば，プロソポグラ

フィー研究にはまず政治・経済・文化といった

集団の属する分野の特定が必要であるが，この

属性は研究者が仮想的に創造することも可能で

ある。しかしその際生じる恣意性は，本来可変

的で動的な史的現実を，固定した形で切り取る

ことで個別的・例外的な現象を捨象してしま

い，血肉の通った歴史像を失う危険性を持つ，

と言う。それと同時に，仮想的に創出された集

団の性格と成立メカニズムは何か，という社会

学的見地との異同が問題として浮上し，結局プ

ロソポグラフィ一方法論そのものの意義が問わ

れることとなる。

プロソポグラフィーの持つ‘集団的’対象に

対する‘静態的’方法への批判は，より具体的

な側面で次のように展開される。一方では，そ

れが蝶や切手・タバコラベルと同類の単なる収

集趣味に過ぎず(Stone[l97l]p.49)36), しかも

それがエリートにのみ偏る危険性がある

(Genet[1996a]p. 10)というものである。プロ

ソポグラフィーが政治的エリート史研究の分野

で実りあるものとされるにしても (Buist[ 1996 

b]p. 470), 史料から判明するのは，静態的なグ

ループの個々人による政治的機能のみである。

従って，個人の属する集団全体の思考と行動様

式を，集積したデータから再構成していくのは

極めて困難であることが強調されるのである

(Lewis [1986]p. 282)。

他方，プロソポグラフィーは近代国家形成史

の問題と結びつくことでどのような寄与をした

か，と自ら問いかけ，国家をめぐる多様な人間

36) むろん，この批判は誇張に過ぎると同時に，プロ

ソポグラフィーそのものとそれを基盤にした解釈系

とを混同している，とプルストは強く反論している

(Bulst[l996b]p. 471,481)。

第 66巻第5・6号

集団を選択することの困難性，従来型の定性的

史料分析の優位性をオートラン(Autrand[ 1986] 

p. 13-16)は改めて指摘する。また， P.ルイス

(Lewis[l986]p. 286-287)は，（国家）制度とは

ヒトそのものであり，しかも制度の真のダイナ

ミズムは，いわばプロソポグラフィーの創造す

る仮想現実的な集団の思考と行動ではなく，そ

の制度の中で運動する個々人の営みから生じる

ということを強調し，またジュネ(Genet[ 1996a] 

p. 14)も，プロソポグラフィー研究が，史料の

うち一部にのみ焦点を当てるという方法を採る

ということからして，誤った像をつくりあげる

危険性はないのか，国家を他の社会的諸関係か

ら切り離して見せることになりはしないか，と

自問し，そうしだ懐疑には常に謙虚である必要

がある，と述べる。

以上のように，プロソポグラフィーは伝統的

史学の方法を簡便化してくれるものではなく，

またその方法論としての制約も無視することは

できない。しかし，上述の批判諸点に建設的に

応える姿勢を取りつつ，その慎重な利用と他史

料の徹底した補完とを期すならば (Verger

[1986]p. 349-350), その可能性もまた以下のよ

うに大きいことが分かる見

2-3 プロソポグラフィーの可能性

(1) 抽象的可能性

プロソポグラフィーの意義と可能性に対する

主張について，まず最初に一般的な次元で語ら

れるものから見ていこう。 70年代以降のプロソ

ポグラフィー研究の成果と意義は，単なる雑多

な個人の集合ではなく，現実に同時代に存在し

37)実際プロソポグラフィーに対する種々の疑問点と

いうのは，その史的方法論としての意義という点に

おいて表裏体を成している。そのことは，以下行

論の過程で明らかとなるであろう。
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知覚された集団であれ，歴史研究者が創造した

グループであれ，固有な集団を取り上げ，その

本性と機能，営為とを明らかにし，社会的変化

に隠された役割を摘出し，体系的に叙述しよう

とする点である (Autrand[ 1981a] p. 45-46/Bulst 

[1986c]p. vi/渡辺[1996] p. 70)。

先に記した通り，史料選択の問題と並んで集

団の選定自体に疑問が提示されてはいるが，あ

る特定集団を構築する過程ー一それはブルスト

ら(Buist[ 1986c] p. v)によれば，化学者が実験

を準備する作業に等しい一で，その集団の枠

組みを構成する理論が明確に用意されるなら

ば，職業・学歴といった限定されたパラメータ

の範囲で行われる集団間の比較分析には，プロ

ソポグラフィー手法が極めて有効だ，とされる

(Klapisch-Zuber [ 1988])。

しかもこのことは，対象とする集団の範囲が，

教区司祭・犯罪者・商人・農民といった具合に

極めて幅広く捉えられている現在38), なおさら

そうなのである (Genet[1996a] p. 14-15)。

プロソポグラフィーは，「歴史解釈系の多様

な基準に基づくデータの開拓と提供」を行なう

という意味で (Bulst[l996b]p.470), ドイツ学

界でいう Personenforshungも含めた人物学全

体の一部を成す (Genet[1986a] p. 9)と同時に，

痛烈な批判を繰り広げたあのストーンも認める

通り，それを超えて，従来の歴史学的区分を取

り払い，制度史と人物学，個別研究と統計処理

政治史と社会史，教養史と社会経済史・政治史，

歴史学と社会学・心理学，といった隣接諸科学

の融合という豊かな可能性を秘めているのだ

(Stone [ 1971] p. 71-73/Beech [1980] p. 6)。

38)対象集団の多様性については，教区司祭から犯罪

者にいたるまで扱った91年学会での成果 Hamon
[1996] / Bijsterveld [1996] / Gauvard [1996] / Bottin 
[1996]を見よ。

そもそも，しばしば誤解されてきたことだが，

狭い技術論的な意味でプロソポグラフィーにの

みに固有な方法論というものは実は存在しな

ぃ39)。それは社会史における問題提示のある特

殊な論述形態なのであり，ブルスト (Bulst

[1996a]p. 111: [1996b]p. 477-478)の決定的な宣

言を引用するならば，「プロソポグラフィーと

は，史料や課題に応じて変化する社会史的アプ

ローチそのもの」なのである。

(2) エリート研究と国家論における意義

前項で述べた抽象的可能性を前提とした上

で，本稿で主題とするエリートと近代国家の形

成に関わる議論において，プロソポグラフィー

はいかなる具体的可能性を示すだろうか。以下

国家・エリート・プロソポグラフィーをめぐっ

て行われた研究集会を軸に，大まかな流れをた

どることでそれを明らかにしよう (Verger

[1986]p. 345)。

79年の段階においては(Actes[1981]), それ

に先立つ20年以上の西欧中近世の歴史人口学の

総括が行われる一方で (Higounet-Nadal[ 1981 ]/ 

Dupaquier [ 1981]) , プロソポグラフィーに対す

る眼差しは必ずしも本格的ではなかった。オー

トラン (Autrand[ 19 8 la])が，プロソポグラ

フィー研究の現況を語ると同時に，パリ高等法

院構成員による血縁的ネットワークの形成とい

う，自らの最新成果を示しつつ，後に大きく開

花することになる A.ドムルジェ，ミエ，ジュ

ネといった若き研究者たちの先駆的業績を紹介

するに留まっていたのである40)。

82年ビーレフェルト研究集会(Actes[ 1986a]) 

39) この点に関して，いかに数的分析が巧みでもそれ

自体として歴史的方法論たり得ない，と逆説的に述

べたヴェルジェの言葉(Verger[1986]p.350)を見よ。
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こそが，研究史上の一大転機となった41)。そこ

では，それまでなお一定の枠内にあった史料基

盤と分析対象とをより柔軟に措定すると同時

に，エリート研究が，近代国家を構成する主導

的人間階層の構造を解明するのに重要であるこ

と，しかも中世史学においてエリートは優れて

政治的な，しかも広い意味でのそれとして把握

されてきたため，プロソポグラフィーがエリー

ト論でのアプローチとして極めて有用であるこ

とが認識され(Buist[ 1986c]) , 以下のような実

証的成果として示されたのである。

つまり，歴史人口学の射程と方法をプロソポ

グラフィーのそれと対比しつつ，「人間集団」

の処理が女性や社会的周辺群を取り扱う際に有

効なこと (Klapisch-Zuber[ 1986]) 42l, 従来定量

的な分析対象となってこなかった， 12-13世紀

ローマ教皇庁内部の人的結合のメカニズム

(Bagliani [1986])や，伝統的な社会学的方法で

はなく，通事的な集団間の比較という手法を用

いたフランス司教をめぐる周辺集団の対抗関係

の解明 (Saint-Martin[ 1986])がそれである。そ

して，大学史とエリートという命題のもと， H.

ド＝リッデル＝シムーンスが (De Ridder-

Symoens[l986]: [1996]), 大学知識人が国家・

都市・教会等の組織と制度の中でどのような機

能と社会的隆替を果たすか，という点で確固た

る分野を築き上げる契機となったことも特筆し

40)バーイとセネシ ャルに関するドムルジェ

(Demurger [ 1986]) , ラン聖堂参事会を素材として

高位聖職者集団を扱ったミエ(Millet[ 1988]), 国家

史研究とプロソポグラフィーとを方法論的に最初に

結合したジュネ Genet[ 1986b]が，その後の成果で

ある。

41) 国家と党派およびエリートの考究において，プロ

ソポグラフィーの可能性を前面に押し出したとし

て，この学会の意義を回顧したジュネ(Genet[ 1986a] 
p. 11-12)を参照せよ。

42)この可能性については，既に Beech[ 1980]の示唆

がある。

第 66巻第5・6号

なければなるまい。

80年代半ば以降は， 85年の学会 (Actes[ 1988 

b])でのように中世史研究におけるプロソポ

グラフィーの方法論的可能性の肯定的検証43),

といった模索状況はなお看取できるものの，近

代国家形成過程の研究という命題を，エリート

研究を仲立ちとしてプロソポグラフィー的に考

究することへの懐疑はほぼ完全に払拭されて

(Bulst[1988a]p. 10-11), 96年段階へ至ると考

えて良い。

まず「プロソポグラフィーと近代国家の生成」

と銘打った84年学会 (Actes[ 1986b])において

は，対象とする時間・空間・集団を一層拡大す

ることによって，‘国家の描写学’つまり国家

と諸個人なり社会集団の歴史を結合させて観察

し，系統的に記述する手段としてプロソポグラ

フィーを用いる (Genet[1986a]p.9-10), という

宜言のもと，分析集団の選定という前に記した

課題を強く念頭に置きつつ (Lewis[ 1986] p. 

43) 1468年から84年のフランス身分制議会の構成につ

いて，プロソポグラフィー的に分析することで， 1484
年の議員選出方法の変更が，両年での議会構成員の

ほぼ完全な相違を証明し，選出方法変更の理由，身

分制議会内部の政治闘争，代表者相互を結合する血

縁的・政治的関係網を，経済・社会・政治的諸問題と

いう広い視角から提示するブルスト論文(Bulst[ 1988 
b]), 13世紀末パリの6万人分の手工業者へのタイユ

課税記録を集団的人物史研究に利用しつつ，個人名

同定の問題について，他史料の併用をも伴わせるこ

とで，人名学や電算処理など新旧様々な処理系を駆

使して解消することが可能であることを結論する

L. フォシエの論文(Fossier[ 1988]) , アヴィニョン教

皇庁の営為に関係する諸会計• 財務資料に記録され

た1940の人名をリストアップし，これらの人物たち

が出現する史料を互いに突き合わせ，データをコン

ピュータに入力して相互に利用し，また場合によっ

てはアヴィニョン・ローマ・パリとの史料と関連さ

せることによって，プロソポグラフィーの完成度を

高めることを目指した A.-M.エイ (Hayez[1988]), 
あるいは，中世後期フランスの大学教員の構成を，

プロソポグラフィー的に考察し，教職者としての機

能が社会的にどのような条件のもとで果たされるの

か，を明らかにしたヴェルジェの議論 (Verger
[1988])を見よ。

- 58 -



近代国家形成過程における都市エリートの学説史的検討

285), 国家をとりまく集団の‘静態像’ではな

く，軍人や宮廷人世界への技術・知識の提供者

としての諸個人の‘動的’イメージが再構成さ

れ(Verger[l986]p.351-353)44), プロソポグラ

フィーによる国家の社会史，あるいは制度・権

カの社会学的解明への有効性が結論された45)0 

具体的に見るならば，先に見たようにジュネ

(Genet [ 1986a] p. 10-11)は，「庶子的封建制論」46)

つまり封建社会における‘近代的’国家という

二重規定性において，封建制を支える個人的結

合と近代国家の基盤を成す人的集団との交錯し

た関係を，プロソポグラフィー的に捉えようと

する。

他方オートラン (Autrand[ 1986])は，先に述

べたように，近代国家形成史論へのプロソポグ

ラフィーの適用というこれまでの状況を総括し

つつ，フランスにおける俗人化現象を取り上げ

て，その定性的分析部面での制約を認めた上で，

成果を次のように整理して示す。即ち，国家の

行政に携わる人間が聖界人から俗人へと変化す

る過程において，例えば王役人でありかつ聖職

者である人間の心性の変化を，肩書の使用方法

や墓碑銘などの分析を通じて，計量することが

できること。また，王役人の職務についた俗人

が，教会的資産という背景を持たないにも関わ

らず，どのようにして生計を立てたり，資産形

成や権力行使をしたかを明らかにし得ること。

つまり，国家を支える聖俗両界の数量的分析と，

さらにそこから派生して，両者をめぐる様々な

44) この点，より具体的な議論としては， 1480-81年
フランス国王財政から構築された国王側用人 pen-
sionersのほぼ完全なリストを基盤とする，国王の

同盟者団の確定といった内容である (Lewis[l986])。
45) この会議の全体的成果については，ヴェルジェ

(Verger[l 986])の見事な総括を参照されたい。

46)前注13参照。

条件の比較が可能だ，ということである。

またドムルジェ (Demurger[ 1986])も，国家

の政治権力は権力行使における諸階層の社会的

実力に依拠しているため，党派・集団・支持

層・非抑圧者層といったグループの探求が必要

だとして， 13世紀から15世紀にかけての，パリ

高等法院・バーイ・セネシャルといった各官職

について，官職保有の期間，保有者数の比較な

どの分析を通じて次の結論を導く。①高等法院

職の門閥のみに閉ざされた状態，②13世紀バー

イ職の貴族と市民とに比較的開かれた状態，③

バーイとセネシャル各職の階層における社会的

身分の均質性，④中世後期におけるバーイ・セ

ネシャル両職の騎士身分による独占，⑤中世後

期における貴族の後退と市民の上昇を強調する

旧定説の訂正。こうして，国家権力の支持基盤

となる社会層の機能解明にプロソポグラフィー

が極めて有効であることが強調される。

80年代以降のエリート研究をほぼ頂点に導い

たのは，近代国家とエリートを論題の正面に据

えた91年研究集会であった。それは， 80年代ま

でまま見受けられた批判的諸点への応答をほぼ

終え， 13世紀から18世紀にかけての近代国家形

成史の解明において，諸個人をめぐる大量デー

タの収集が，政治史・行政史・文化史といった

国家の諸側面の研究にとって意義があり (Buist

[1996b]p. 478), 同時に，①国家をめぐる人的

集団と制度を解明すること，②官僚制とそれに

基づく集団精神を縦横の人的な関係から分析す

ること，③決して均質でない国家権力の諸層（エ

リート）の動態を統計的手法によって明らかに

すること，の 3点からも，プロソポグラフィー

が最適な手法であることが改めて強調されたの

である (Genet[l996a]p.13)。

他方，史料基盤の一層の拡充ととともに
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(Genet[ 1996a] p. 14-15), 隣接科学との融合と

いうあの可能性も現実のものとしていく。例え

ばプロソポグラフィーの困難の 1つに，家族や

家系を詳らかにする作業があるが(Bulst[ 1996 

b]p.480), 中世後期のフランス国王家系の関係

を電算処理によって系図表として構築したオル

ナート (Ornato[1996])に見られるように，伝統

的な系図学や個人史・人口史とは別の切り口で

の接近が図られるようになっている。

そして，ブルスト論文(Bulst[ 1996a])におい

ては，一方でプロソポグラフィーは史的接近方

法そのものである，という方法論的問題に根ざ

したあの画期的な主張を前提に置きつつ，他方

で， 15世紀フランスについて，国王官僚に占め

る市民の増大という規範に逆行した現象を浮き

彫りにするとともに，彼らの一般市民からの乖

離を示唆し，そこから，学卒資格ある官僚的市

民の‘第4身分化＇という仮説を提唱したので

あった。

都市民と学歴および官職保有というこの議論

は，近代国家形成過程や政治・行政・宗教・文

化・教養各エリートの研究において，大学に残

存する諸文書を史料基盤とした，大卒者の経

歴・社会的機能，人的ネットワーク（家族・隣

人・共通思想・職業連帯など），地政学的・地

理学的意義の解明にプロソポグラフィーが有力

だとする，ヴェルジェ (Verger[1996])やド＝

リッデル＝シムーンスらの研究 (DeRidder-

Symoens [ 1996])に直結するものであろう。

近代国家形成過程の諸問題において，エリー

トの射程をなるべく幅広く取りながら，他面で，

例えば‘市民’や‘大学人’といったいわばミ

クロの次元で把握しようとするのが90年代から

の一大特徴であり，その成果の 1つが本稿前半

で述べた96年学会(Actes[1997])だと言える。そ

第 66巻第5・6号

こでは，プロソポグラフィーの限界にも依然と

して留保を行ないつつ，その大きな意義と成果

に対して次のように語られていることを最後に

記しておこう。

即ち，近年発展してきた近代国家形成史論に

おいてプロソポグラフィーに関する研究蓄積は

巨大である。フランスの場合，「国家史」は政

治権力（集団）の社会史であり，この集団は，

エリートに関する多くの史料からプロソポグラ

フィーによって種々の実態を明らかにされつつ

ある (Crouzet-Pavan[1997] p. 12-13)。従ってそ

のこと自体が，エリート論におけるプロソポグ

ラフィ一方法論の正当性を主張する根拠となっ

ている (LeGoff[l997]p. 455)。

そして，意義と限界とを計りにかけた時，プ

ロソポグラフィーは意義なり可能性の方が大き

い。例え限界があるとしても，他の史学的接近

法以上にことさらその制約をあげつらうべきで

はない。むしろ，プロソポグラフィーの持つ学

問間的対話の可能性や，普通の人々・周辺グ

ループの史的解明といった貢献に期待すべきで

ある。それに加え，最近では電算処理という新

しい技術的可能性も加わった。そうした道具を

めぐっては，手段と目的が転倒するようなこと

があってはならないのは当然であるが(Bulst

[1996b]p. 482)。

おわりに

本稿では，過去20年ほどの研究潮流を探り，

中世の都市エリートを媒介項として国家と都市

とが多面的に論じられてきていることを見てき

た。その中から浮き彫りとなった論点を整理す

ると，①プロソポグラフィーによる史的接近，

②形成期近代国家の二重構造性（＝封建制と代
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議制的近代性），③エリートの職能を通じた都

市と国家権力との接合，④高次都市化地域にお

ける都市と国家との衝突，ということになる。

冒頭で述べた南ネーデルラントにおけるエ

リート論の可能性に引きつけて，これら 4点を

検討することは不可能ではない。なぜなら，デ

ルヴィル(Derville[ 1997])に依拠しつつル＝ゴ

フが言うように，多義的で地域的相違も多い南

ネーデルラントの都市エリートではあるが，次

のように一般的な史的変遷を前提することがで

きるからである。つまり， 12世紀までの騎士的

存在としての都市エリートの成立， 13世紀商

人・文化的エリートの新規参入と新旧エリート

のせめぎあい， 14世紀危機の経験と手工業者エ

リートの台頭， 15世紀以降君主権力へのその官

僚的職能者としての結合，である (LeGoff 

[ 1997] p. 454)。

こうした大きな史的動向の中に，とりわけ上

記第4点，即ちあのブロックマンスやボーネが

しきりと強調する，中核都市の論理と近代国家

の論理との対決が，ブリュッセルとブラバント

公との史的関係にどのように現れるのか。ブ

リュッセルのエリート分析を通じてこれを明ら

かにするのが，筆者の次なる課題と考えている。
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