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清代江西省の社会状況一太平天国が勢力を維持した背景をめぐって－

谷家章子

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・東洋史）

欧米列強の'｢外圧」によって国家の秩序が混乱状態に陥っていた近代中国史上においても，成豊

から同治前半（1850～60年代前半）にかけての十数年間は，未曾有の「内乱」の時期であったとい

えよう。当時中国各地では，さまざまな反乱や蜂起が頻発していた。そのうち，もっとも大規模な

ものが太平天国による反乱であった。太平天国は広西をはじめとして，湖南・湖北・安徽・江西・

江蘇・漸江などの各省に及ぶ広範囲な勢力を築き上げ，長江下流域の古都南京を首都として，約十

五年にわたって国内における最大の反清的勢力でありつづけた。いわば「中央」たる清朝にとって

脅威であったのみならず，清末の地方社会に与えた影響の大きさ及びその範囲の広さにおいてもま

た特筆すべきものがある。

江西省は、太平天国の直接的な影響下にあった上述の諸省の中でも，広範囲にそして比較的長い

期間にわたって，勢力が存続していた地域の一つであった。太平天国が成豊3年（1853）に省内に

進出してから威豊8年（1858）に吉安府城が清朝の手に戻るまでの経過については，別稿にて整理

及び考察を試みた。その際，当時の「民風」 （＝民間の風俗，気風）が，結社的・反清的なものに対

してある種の親和性を帯びていたのではないか，と類推した。 「民風」は直接的には太平天国の活動

と結びつくものではないが，彼らが江西省において勢力を保つにあたって，その一つの要因となっ

ていたと考えられる。

そこで，本報告では，上記の推論を実証するために，太平天国登場以前の時期にさかのぼって，

史料から当時の「民風」をうかがわせる記録を整理し，考察をおこなった。特に，太平天国が省内

に進出する直前ともいうべき道光年間（1820～1850）末期を主な対象とした。

まず，江西省内の通志・府志・県志の「風俗」の項において， 「民風」に関連しているとみられる

記事を確認することができる。それによると，古来より江西省に住む人々の気風は「躁がしく勁し」

「票I軽にして怒りを発し易し」とみなされていた。そして，訴訟が多く，住民同士の争いが頻繁に

起こっていたとの記述がなされている。また，民間における，巫術・迷信の類に対する根強い信仰

も，この地域の風俗の特色であったとされる。しかし， 「民風」に対する具体的な記述が少ないこと

もあり，地方志のみからその実態について知ることは難しい。そのため，他の史料との併用が望ま

しいと考えられる。

ゆえに，地方志による記述を参考の一つとしつつも．本報告においては，より現地の実情を示し
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た史料として，道光21年（1841）か．ら28年（1848）にかけて江西巡撫の地位にあった呉文錆の

奏議・公績等を集めた『呉文節公（文錆）遺集』を検討した。この史料は一個人の文書であり，対

象となる時期が限定されるという制約はあるが，おさめられた文書類は数も比較的多く，現地の様

子をかなり具体的に伝えていると判断してよい。公臓の部には二百以上の文書が収録されており，

うち五分の四に相当する文書が江西省に関係した内容である。呉文錆の残した奏議・公憤を分析し

ていくと，下記のような当時の江西省における社会状況がみえてくる。

文書内において「教匪」と呼ばれる人々は，江西各地において事件を引き起こしているが，とり

わけ，省南部における活動が顕著である。 （｢教匪」は，一般的には民間宗教結社に対する呼称の一

つとして用いられた｡）また，文書で「会匪」と称される集団による事件も多くあった。 （｢会匪」と

は，一般的には秘密結社的な相互扶助団体や組織を指しており， 「会党」ともいう｡）それに加えて，

いわゆる「匪」とみなされる人々による事件とは異なる，民間人同士が起こしたいさかいによる殺

傷事件に関する訴状が存在することも， 目を引く特徴の一つである。これもまた，省北部に比べる

と，比較的南部の地域において多く報告される事例であった。同治『籟州府志』には，江西省南部

における「会匪」の勢力拡大が太平天国の滅亡後であることを示唆するような記述もみられる。し

かし，それが同治年間以後に発生した問題ではなく，その萌芽がすでに道光年間にあった事はこれ

らの文書から確認できる。さらに，政府の専売であった塩に関連した事件，省内の人間がアヘンを

密造したことを伝える記録等があり，また，親が子を「不孝」であるという理由で訴える内容のも

のや，一族内において発生した財産問題にまつわる文書も存在している。

地方志に散見する，江西省の「民風」として示される社会状況の中に，清代における天地会など

の「会匪」の流行へとつながる素地を見出すことはさほど困難ではない。実際に，呉文錆の残した

記録を検討してみると，それを裏付けるような事件や事実を具体的に確認できるのである。また，

「教匪」に関しては嘉慶年間（1796～1820）に何種類かの宗教的秘密結社が椙猟していたことを示

す史料も残されている。さらに今回確認したように，道光年間においてもそれに類した活動は，江

西省南部を中心に活発であった。こうした社会状況が，時期的にも近い威豊年間に大きく変化して

いたとは考えがたい。そして，威豊年間に至って，江西省に住む多くの人々が太平天国や広東から

入ってきた天地会に対して協力的な態度をとったのは， このような省内の状況が背景にあったから

だと考えられる。

筆者が示した推論については，さらに検討を加える余地があるとはいえ， これまでにあげた各種

の史料の分析を通じて，一応傍証できたように思う。これを太平天国期の江西省という「場｣，ひい

ては太平天国期の長江流域における各地域像に対する理解の一助としたい。
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ハワイ併合問題再検討-J･T･モーガンの膨張論と人種統治政策を中心として－

金澤宏明

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・西洋史）

本発表はアメリカ南部アラバマ州選出ジョン･タイラー・モーガン上院議員(JohnTylerMorgan,

1824-1907，民主党）を取り上げ，世紀転換期のアメリカ海外膨張における彼の膨張論とその実践

を考察する。その実証研究としてハワイ併合問題を対象とする。

モーガンは「地峡運河計画の父」として連邦議会において著名な膨張論者であり，ハワイ革命が

勃発した1893年時に上院外交委員会議長であった。このモーガンをハワイ併合問題の文脈におい

て考察する上で必要な視座は，次に挙げる四点である。第一に彼はハワイ併合を主張した併合論者

であった。第二にアメリカ上院議会に併合支持を主張した『モーガン･レポート』を提出し，かつ併

合後の統治政策を調査するハワイ委員会に所属し，マッキンレー共和党政権の対ハワイ政策決定過

程において主要な役割を果たした。第三にモーガンは南部アラバマ州の発展を唱導したセクショナ

リストであり，綿花や鉄鋼などの過剰生産のはけ口として海外市場の確保を望んだ。第四に彼はこ

うした南部利益を促進するためマッキンリー政権の海外膨張構想（市場中継地点（石炭供給港）の

獲得・地峡運河建設・海軍増強と海軍基地獲得など）を支持した。本研究は今後，視座三・四に焦

点をあてた研究及び同時期の島喚獲得地研究と連結し，モーガンをそれぞれの膨張論を緊密に関連

づけた「南部立脚の相互補完的な膨張主義」を唱道する膨張論者であると提起するが，本発表の射

程対象を視座一・二に限定し，ハワイ併合問題を再検討する。

ハワイ革命後，アメリカ政府は対ハワイ政策の策定に迫られた。アメリカ系白人を主体としたハ

ワイ暫定政府は合衆国への併合を提案したが，クリーブランド大統領はハワイの現状と革命時のア

メリカ海軍の役割を調査するため，全権特使としてブラウントを派遣した。彼の報告書『ブラウン

ト．レポート』は，ハワイ革命においてアメリカ海軍が利用されたこと，ステイーブンス公使が独断

でハワイ暫定政府を承認したこと等を報告し，ハワイ革命を不当であるとした。

一方，上院外交委員会議長のモーガンは，ブラウントの派遣は議会での承認を得ておらず，全権

を委譲されての訪布とそのヒアリング対象に疑問があることから，議会に再調査を行う決議案を提

出した｡モーガンはこの決議の可決後,再調査の報告書『モーガンレポート』を取りまとめた。こ

のレポートは『ブラウント・レポート』の結論を否定し，ハワイ革命におけるアメリカ公使と海軍の

役割をアメリカ市民の生命と財産を守るために肯定できるものとした。 『ブラウント・レポート』と

『モーガン.レポート』の併合反対および賛成の両主張が揃うと議会でのハワイ併合問題議論は一区

－4－



切りとなった。

『モーガン･レポート』は，先行研究で考察されたように，アメリカ議会内議論とハワイ問題を検

証する上で重要であるが，ハワイ革命期の併合論者によるレポートとして評価するだけでは不十分

である。同レポートは指導的膨張論者であり，また上院外交委員会議長であるモーガンが提議し，

まとめられたハワイ革命後の議会報告書で明記されたという観点，及びその中で併合目的のため人

種統治戦略を提示し，その戦略が後に採用されたという観点において再評価すべきである。

モーガンはアメリカ市民が，キリスト教とアメリカ文明によってハワイ人を文明化したと指摘し

た。その上で彼はアメリカの通商的・軍事的目的を念頭に，合衆国が米布互恵条約で外国勢力によ

るハワイ併合と政治的支配を排除することを既に明言していたと述べた。その意味において，ハワ

イに対する合衆国の態度は友好的な保謹者の態度であったと論じ，アメリカがハワイに干渉する特

権を有していると主張した。この特別な関係においてモーガンはハワイ併合が可能であると考えて

おり，それはまたハワイ人にアメリカ市民権を付与することを意味した。彼はハワイに住んでいる

ハワイ人のことを指すカナカ(Kanaka)というハワイ語を用いながら、文明化しアメリカ化した

「カナカ」国民に対する人種的な差別に反対した。加えて，ハワイを併合する上で，モーガンはハ

ワイにおける中国と日本からの労働移民が.アメリカの人種的偏見により障害になることも認識し、

白人とハワイ人の利益を慎重に保護する必要性を指摘した。そのため彼は「中国人と日本人は有権

者，ないし官公吏として政治に参加することから除外される」と主張した。すなわちモーガンはハ

ワイを併合するために白人とハワイ人中心の政府を作るべきであり，その障害となる東洋人種を排

除する統治戦略を『モーガン･レポート』の中で提起しているのである。

白人中心の暫定政府は1895年にハワイ共和国となり，その後も綿密にアメリカの膨張主義者と

関係を維持した。国勢調査により日本人移民の急増が明らかになると日本脅威論が生まれ，マッキ

ンレー大統領はハワイ併合を改めて促進したが，併合の阻害となったのがまさにこの安価な労働者

としてハワイに移民していた東洋人であった。しかしながらハワイのプランテーションにとって安

価な労働者は必要であり，彼らを排除することは不可能であった。この問題を解決するために採用

されたのが『モーガン･レポート』で提示された人種統治戦略であった。読み書き能力や財産資格な

どを口実とした市民権や参政権からの東洋人排除はニューランズ下院議員によって提出されたハワ

イ併合法でも採用され，併合が達成された（1898年） 。この戦略はハワイ準州の憲法にあたる基本

法にも明文化され，連邦議会はモーガンが唱導した人種統治を具体的な政策として実践したのであ

る。

以上のように,本発表はこのように人種統治戦略の視点からモーガン･レポートを再評価しつつ，
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ハワイ併合に対してハワイ固有の問題があり，その解決策として人種統治戦略を考察し，連邦議会

政策決定過程においてモーガンを中心としたハワイ併合問題の再検討を行った。モーガンはハワイ

併合問題に関し連邦議会議論で併合促進の立場から主要な唱道者であり，併合政策決定過程及びそ

の政策採用において中心的な役割を担ったのである。
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古墳時代終末期の関東一横穴式石室の分析を通して－

草野潤平

（明治大学大学院文学研究科博士前期課程・考古学）

はじめに

近年の古墳研究において，古墳時代後・終末期における造墓活動の重点が，墳丘・周溝・葺石・

埴輪などの外的要素から横穴式石室という内的要素に移行する点がしばしば注目されている。本研

究の主題は，ある特定の石室形態を選択するにあたって，造墓者側にいかなる意図があったのか，

さらには石室の系譜的なつながりが古墳消滅過程における地域間関係の形成にいかに関わっていた

のかを明らかにすることである。

ここでは7世紀代を中心とする古墳時代終末期の関東地方を対象領域として設定する。当該地域

における既往の研究は，一古墳群内の分析ないしは個別地域ごとの各論がほとんどであり，関東全

域を扱ったものは意外に少ない。勿論， 1つ1つの地域に根ざした研究が進められること自体は必

要不可欠であるが，統一的な基準によって巨視的に捉え直すことで各地の地域色や相互の関係を見

出すことも重要であろう。また扱う事例としては，砂岩・凝灰岩・安山岩などの加工石材を構築材

里りいしづみせきしつ

とする切石積石室に焦点を絞る。というのも，この種の石室が関東地方に高い密集度をもって存在

していることに加え． 自然石や割石を使用した石室よりも人の手が加えられた痕跡が明瞭であり，

上記の主題解明に有効と考えるためである。

関東地方における切石積石室の特質

切石積石室の分布を見てみると，その密集状況から上野・下野・常陸・北武蔵・南武蔵・下総・

北上総・西上総という8つの分布域に分けることができる。とくに下野・常陸分布域では，大型切

石数枚を組み立てた石室(｢謝若継墨)が盛行し,他の分布域に多く見られるような,切石を積

み上げて壁体を構築する石室（｢切石積石室｣）は疎らに点在するのみである。石室の変遷を見ても，

下野・常陸分布域の切石積石室は系列的なつながりが稀薄であり，個々の切石積石室の年代的位置

を点として認識しうるに過ぎない。

切石積石室の展開過程のなかで特に興味深いのは，大型切石を積み上げた石室の消長である。こ

れらが群馬県八幡観音塚古墳に代表される巨石使用の趨勢を受けたものであることは想像に難くな

い。大型切石を積み上げた石室のうち，玄室平面形が直線的なものは6世紀後半から7世紀後半に

どうば

至るまで連綿と営まれている。一方，玄室平面形が曲線的なもの（｢胴張り石室｣）は， 6世紀末葉

から7世紀初頭という限られた時期に営まれた後，中小切石を多用する石室に置き換わるかたちで
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7世紀前半には築造されなくなる。このことは，大型石材の利用が胴張り形態を創出するうえで合

理的でなかったことに起因するものと考えられる。少なくとも切石積石室に関して言えば，胴張り

形態が構造力学的合理性に基いて採用されたという従来の論法では説明し尽くすことができない。

大型石材に中凹み加工を施す埼玉県塩18号墳や，袖部に顕著なカーブを挾り出す茨城県八龍神塚

古墳の存在は，石室を構築するにあたって構造に優先するかたちで玄室平面形が採用されていると

いう，石室構築の1つの実相を示唆している。

胴張り形態の石室に限らず，玄室平面形を違えて特徴的な構築技術を共有しあう石室（例えば茨

城県八龍神塚古墳と同・前山古墳など）や，玄室平面形が酷似するにも関わらず構築技術を異にす

こが幻づか 撞もとうざん

る石室（例えば奈良県黄金塚古墳と群馬県宝塔山古墳など）が存在することから，平面形態と構造

的特質とがそれぞれ別個の論理を反映するものと理解でき，複雑多様な石室系譜の展開が想定され

る。

古墳時代終末期における地域間動向

分布域ごとに石室の変遷を整理してみると，石室系列の開始と断絶が6世紀末葉から7世紀初頭

にかけてと7世紀中葉の2つの時期を画期としていることに気づく。さらにこの時期には．分布域

を越えた石室構築に関わる交流が盛んに行なわれ，石室構造のうえでも大きな変化が生じている。

6世紀末葉から7世紀初頭にかけての動きとしては，上述した大型切石を積み上げた胴張り石室

さんｵ鵬Uづか

の消長だけでなく、第六天古墳（南武蔵）や金鈴塚古墳（西上総）に北武蔵で産出される緑泥片岩

が石棺材として供給されている点を指摘することができる。特に第六天古墳は石室平面形態の点で

も北武蔵との関連性が見られ，注目される。さらに金鈴塚古墳の石室に見られる特徴的な構築技術

が殿谷古墳（南武蔵）でも確認でき，技術伝播の可能性を考えたい。また， 7世紀初頭に築造され

た駄ノ塚古墳（北上総）の特徴的な平面形態・構築技術が，西上総の切石積石室に拠点的に採用さ

れている点も特筆すべき事象として挙げられる。

石室規模の拡大と簡略化が進行する7世紀中葉から後半にかけては，畿内からの影響を受けて成立

したと考えられる切石積石室墳が拠点的に築かれている｡宝塔山古墳(上野)や誉撹豊古墳(西上

総）は石室平面形態が畿内の石室と類似し，熊野神社古墳（南武蔵）は墳形・墳丘築造技術のうえ

で密接なつながりを持つ。畿内との結びつき方がそれぞれ異なる宝塔山古墳と熊野神社古墳は， と

もに国府造営主体との関連が想定されるものであり，律令体制に組み込まれていく過程での終末期

古墳の歴史的位置付けを考えるうえで極めて重要な存在と言える。
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戦前における電源開発と地方民営鉄道一電力資本と地元の対応を中心に－

清水孝治

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・地理学）

明治末期から大正期にかけての「軽便鉄道建設ブーム」とよばれる時期（1910年～1926年）に

は，民間資本による鉄道建設が全国各地において促進した。本報告では， この時期に計画・建設さ

れ，開業した鉄道のうち，電力資本と密接に関係する地方民営鉄道を事例としてとりあげた。そし

て，電力資本と地元とがそれぞれ鉄道建設にどのように対応し，それを実現していったのかに焦点

をあて，地方民営鉄道の計画から開業にいたるプロセスを検討しようと試みた。電源開発と密接に

関係した鉄道建設では，当然ながら計画それ自体には，地元よりも電力資本の利害関係が強く反映

されることになろう。とはいっても，双方の利害さえ一致すれば，そうした計画であっても鉄道路

線の沿線となる地元にとって，多額の費用を負担することなく鉄道建設を実現できる大きな契機に

なったととらえられないであろうか。そこで本報告では，岐阜県恵那郡北部における電力資本によ

る電源開発と，それにともなって計画・建設され，開業した地方民営鉄道である北恵那鉄道を事例

としてとりあげた。

北恵那鉄道（資本金：200万円，路線区間：中津町一下付知間, 22.2km)は1921年に免許を交

付され， 1924年に開業した。 「軽便鉄道建設ブーム」の後半期（1918年以降）に開業した民営鉄道

には，その資金調達や輸送において鉱・工業と密接に関係した，いわゆる「産業鉄道」的な性格を

有するものが多くなっている。開業時期からみるかぎり，同鉄道はまさにそうした民営鉄道の典型

的な例であるといえよう。また，同鉄道は企業史的にみれば，当時の大手電力資本（五大電力）の

ひとつである，大同電力の傍系会社に位置づけられる。このような，大手電力資本が地方民営鉄道

を直接の系列におさめるという形態は，当時でもほとんどみられない，特異なものであった。

以上のような性格を有する北恵那鉄道の経営状況には， 「軽便鉄道建設ブーム｣の後半期に開業し

た地方民営鉄道の「産業鉄道」的な特質もあらわれていた。その収入構成では，営業収入にしめる

貨物収入の割合が高くなっている。また，収支構成をみると，同鉄道では建設費の一部を借入金に

依存していたために，営業外支出として多額の支払利子が発生していた。同鉄道の経営状況は，営

業・収支係数値からみれば良好であったようにみえるが，現実には1925年度以降， 10年間にわた

って政府補助金の交付をうけており，それによって経営が維持されていた。

北恵那鉄道の沿線である恵那郡北部には，長野県との県境にまたがる豊富な森林資源（裏木曽御

料林）が分布し、豊富な水量をほこる木曽川も東西に貫流している。このことが．電源開発と密接
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に関係した鉄道建設の大きな要因となった。同鉄道の計画それ自体は，木曽川の電源開発にともな

って不可能となる，御料林から伐採される木材の輸送手段を確保するという，電源開発の前提とし

て大同電力に提示された条件にもとづくものであった。この条件に対して，沿線となる恵那郡北部

の地元は，鉄道建設に協力する代償として旅客・一般貨物をも輸送できるよう，さらには，鉄道路

線を地元に有利に選定するよう要求していった。他方で，大同電力はその資金調達において，地元

が株式（40,000株）の約半数（実際には約3分の1）を負担することを条件として，そうした要求

をほぼ受諾した。すなわち，恵那郡北部への鉄道交通の導入は，電力資本と地元との利害の一致に

よってもたらされたものであった。このことは電力資本からみれば，電源開発を進展させるための

条件を整備することに貢献した。とはいえ，地元からみれば，それは鉄道建設に必要な費用をすべ

て負担しなくとも，結果として鉄道利用の恩恵を享受できることになる。したがって，北恵那鉄道

の成立は，その沿線となる地元が，必要な建設費などの負担をできるかぎり最小限におさえながら

も要求を反映させ、鉄道建設を実現できたという，わが国の近代における社会資本整備のひとつの

形態を示唆しているといえよう。
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古墳時代終末期の関東一横穴式石室の分析を通して－

草野潤平

（明治大学大学院文学研究科博士前期課程・考古学）

はじめに

近年の古墳研究において，古墳時代後・終末期における造墓活動の重点が，墳丘。周溝・葺石・

埴輪などの外的要素から横穴式石室という内的要素に移行する点がしばしば注目されている。本研

究の主題は，ある特定の石室形態を選択するにあたって，造墓者側にいかなる意図があったのか，

さらには石室の系譜的なつながりが古墳消滅過程における地域間関係の形成にいかに関わっていた

のかを明らかにすることである。

ここでは7世紀代を中心とする古墳時代終末期の関東地方を対象領域として設定する。当該地域

における既往の研究は，一古墳群内の分析ないしは個別地域ごとの各論がほとんどであり，関東全

域を扱ったものは意外に少ない。勿論， 1つ1つの地域に根ざした研究が進められること自体は必

要不可欠であるが，統一的な基準によって巨視的に捉え直すことで各地の地域色や相互の関係を見

出すことも重要であろう。また扱う事例としては，砂岩・凝灰岩・安山岩などの加工石材を構築材

とする制若積若菫に焦点を絞る。というのも， この種の石室が関東地方に高い密集度をもって存在

していることに加え， 自然石や割石を使用した石室よりも人の手が加えられた痕跡が明瞭であり．

上記の主題解明に有効と考えるためである。

関東地方における切石積石室の特質

切石積石室の分布を見てみると，その密集状況から上野・下野・常陸・北武蔵・南武蔵・下総・

北上総・西上総という8つの分布域に分けることができる。とくに下野・常陸分布域では，大型切

石数枚を組み立てた石室（｢鮒若慰岩蚤)が盛行し,他の分布域に多く見られるような,切石を積

み上げて壁体を構築する石室（｢切石積石室｣）は疎らに点在するのみである。石室の変遷を見ても，

下野・常陸分布域の切石積石室は系列的なつながりが稀薄であり，個々の切石積石室の年代的位置

を点として認識しうるに過ぎない。

切石積石室の展開過程のなかで特に興味深いのは，大型切石を積み上げた石室の消長である。こ

れらが群馬県八幡観音塚古墳に代表される巨石使用の趨勢を受けたものであることは想像に難くな

い。大型切石を積み上げた石室のうち，玄室平面形が直線的なものは6世紀後半から7世紀後半に
どうば

至るまで連綿と営まれている。一方，玄室平面形が曲線的なもの（｢胴張り石室｣）は， 6世紀末葉

から7世紀初頭という限られた時期に営まれた後，中小切石を多用する石室に置き換わるかたちで
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7世紀前半には築造されなくなる。このことは，大型石材の利用が胴張り形態を創出するうえで合

理的でなかったことに起因するものと考えられる。少なくとも切石積石室に関して言えば，胴張り

形態が構造力学的合理性に基いて採用されたという従来の論法では説明し尽くすことができない。

大型石材に中凹み加工を施す埼玉県塩18号墳や，袖部に顕著なカーブを挟り出す茨城県八龍神塚

古墳の存在は，石室を構築するにあたって描造に優先するかたちで玄室平面形が採用されていると

いう，石室描築の1つの実相を示唆している。

胴張り形態の石室に限らず，玄室平面形を違えて特徴的な構築技術を共有しあう石室（例えば茨

城県八龍神塚古墳と同・前山古墳など）や，玄室平面形が酷似するにも関わらず構築技術を異にす

る石室(例えば奈良県費釜蓑古墳と群馬県螢澪脆墳など)が存在することから,平面形態と構造

的特質とがそれぞれ別個の論理を反映するものと理解でき，複雑多様な石室系譜の展開が想定され

る。

古墳時代終末期における地域間動向

分布域ごとに石室の変遷を整理してみると，石室系列の開始と断絶が6世紀末葉から7世紀初頭

にかけてと7世紀中葉の2つの時期を画期としていることに気づく。さらにこの時期には，分布域

を越えた石室構築に関わる交流が盛んに行なわれ，石室構造のうえでも大きな変化が生じている。

6世紀末葉から7世紀初頭にかけての動きとしては，上述した大型切石を積み上げた胴張り石室

＄んｵl恥づか

の消長だけでなく，第六天古墳（南武蔵）や金鈴塚古墳（西上総）に北武蔵で産出される緑泥片岩

が石棺材として供給されている点を指摘することができる。特に第六天古墳は石室平面形態の点で

も北武蔵との関連性が見られ，注目される。さらに金鈴塚古墳の石室に見られる特徴的な構築技術

が耀容古墳(南武蔵)でも確認でき,技術伝播の可能性を考えたい。また， 7世紀初頭に築造され

た駄ノ塚古墳（北上総）の特徴的な平面形態・構築技術が，西上総の切石積石室に拠点的に採用さ

れている点も特筆すべき事象として挙げられる。

石室規模の拡大と簡略化が進行する7世紀中葉から後半にかけては，畿内からの影響を受けて成立

したと考えられる切石積石室墳が拠点的に築かれている｡宝塔山古墳(上野)や曾撹農古墳(西上

総）は石室平面形態が畿内の石室と類似し，熊野神社古墳（南武蔵）は墳形・墳丘築造技術のうえ

で密接なつながりを持つ。畿内との結びつき方がそれぞれ異なる宝塔山古墳と熊野神社古墳は， と

もに国府造営主体との関連が想定されるものであり，律令体制に組み込まれていく過程での終末期

古墳の歴史的位置付けを考えるうえで極めて重要な存在と言える。
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歴史における｢武｣と武人



『歴史における｢武｣と武人』

-2003年度駿台史挫大会共通テーマ趣旨

2003年度テーマ

駿台史学会企画委員

氣賀澤保規

（明治大学文学部教授・東洋史）

人類の歴史は，一面で戦いの歴史といってよいかもしれない。人々は個人や家族，そこから広が

った地域や社会の集団や権力のために，防御にせよ攻撃にせよ，武器をもつにせよもたないにせよ，

様々な戦いに明け暮れてきた。そして21世紀を迎えた今日も，イラクやパレスチナを始めとして

世界の多くの地域で，激烈な戦闘が繰り広げられ， 日々数え切れない生命が奪われている。その一

方で，民衆たちが飢え疲弊するのを尻目に，軍事力だけを肥大化させ権力の延命に走る国々の存在

も知っている。文明の発達，情報化の進展によって世界は狭く緊密になり，戦争の無益さをますま

す認識させているにもかかわらず，私たちはこのように以前にもまして「荒ぶる」世紀に身を置い

ている。

このような現実の状況から，歴史の上に眼を転ずると，人類社会の上にはたえず「武」の問題が

大きくのしかかっていることを改めて思い知らされる。どのような権力であれその中心軸には，権

力を維持し正当性を与える装置＝軍（兵力）が存在し，兵士（武士）と武器がそれを成り立たしめ

る。またそれらを動かしていく戦術や指揮あるいは訓練，さらには資金（財政）などどこまでも広

がる問題がある。これら軍とその諸関係には，それぞれの時代（権力）のあり方が凝縮されている

といって過言でないだろう。 「武」の問題は歴史の根幹にかかわる重要な分野の一つなのである。

したがって， こうした「武」に関連した問題は，すでに各地域史や各国史の範囲で多様な角度か

ら論じられ，多くの蓄積ができている。だがそれらの範囲を踏み出し，比較史の視座から「武」の

問題を考察する試みといえば，これまで余りなされてこなかったように思われる。一例をあげれば，

中国の府兵制と日本の奈良平安期の兵制にしても，その問に影響関係が認められていながら，一堂

に会して議論される機会は少なかった。この直接の影響関係云々は別にしても，いずれの場にも関

係する「武」にかかわる問題を，狭い地域や時代を越えてながめることで， これまで見落とされて

きた側面に光があたり，新たな課題に気づかされるのではないか。世界史とのかかわりで歴史を考

える格好の材料が与えられることが期待される。

このような反省と関心にもとづいて．本年度は表記のような“｢武」と武人”を一つの共通項，緩

やかな前提として、歴史社会のもつ特質を比較史的に考察することになった。ここでとくに武人と
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出したのは， 「武」をとりまく諸事象がその担い手たる武人（兵士，武士）を介して現われるという

見方に立ち， 「武」のあり様を多面的に取り上げたいという意図からである。各報告でも， 「武」の

時代的特質を武人の面から掘り下げようとするところに共通性をもっている。

各報告の構成は，まず石川日出志氏が， 日本の縄文から弥生・古墳時代におよぶ武器の変遷をた

どり，それらを通じて本格的な権力（王朝）出現前のいぐさ（戦い）のあり方を明らかにする。こ

の上で上杉和彦氏が， 日本史における最初の武家政権＝鎌倉幕府の成立につらなる武士の系譜と権

力システム，それをとりまく武具や身分などの諸問題をとりあげ， 日本の武士の本質に迫る。つい

で，中国古来の兵制の頂点に立つ唐代の府兵制を，従来必ずしも十分論じられたとはいえない兵士

の側から論じ．制度の実態と兵士の新たな位置づけを氣賀澤が試みる。そして最後に，西洋史の原

点ともいうべきギリシア古代に目を転じ，ポリス市民が担ったとされる重装歩兵戦術の，あの重装

武具にこめられた社会的階級的意識や意義を捉え返そうとするのが，古山夕城氏の報告である。

以上，今日の「荒ぶる」状況にも関連して，本年度は「武」の問題を共通論題とし，歴史段階の古

代から中世期にそれを考える形になった。おそらく歴史社会における「武」の存在が，権力や社会を

律する大きな位置を占めることを確認することになるわけだが，だからといって今日の状況を追認す

ることにはならない。歴史上，武力だけに頼った権力が民力を疲弊させ，いかに脆く長つづきせずに

終わるかを知っている。今回のわたしたちの試みは，歴史に根ざした「武」の姿とそれにもとづく文

化を問題にしていることを了解いただきたい。

最後に，今回の共通テーマにあげた歴史上の「武」とは，具体的かつ直接的には次のような様々

な事象（領域）を含んだところのものとの理解に立っている。

武人，戦士，兵士，武家，騎士／徴兵，傭兵，募兵／戦争，警備，治安／戦法，兵法，用兵／武具，

兵器，装備，馬具，戦車／訓練，隊伍，伝達／組織，指揮，儀礼／税制，賞与，身分，称号，など
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日本における武器の登場といぐさ

石川日出志

（明治大学文学部教授・考古学）

武器や戦争の歴史を探求する作業は考古学においても盛んである。特にその出現が歴史記録の登

場よりもはるかに遡ることや，歴史時代でも考古学的事実によって戦時の状況を生々しく描ける場

合があり，各時代にわたる「戦争の考古学」が近年進展しつつある。ここでは，武器形品が登場す

る縄文時代から，組織的な戦いが本格化する弥生時代を経て，政治的社会が形成される古墳時代ま

での状況の一端を紹介しよう。

1．縄文時代の争いと武器形品

人類は，いつ，どのようにして戦争を始めるに至ったのか，様々な議論がある。動物の攻撃性か

ら説き起こして人類の登場当初から戦争があったとみる意見もあるが，個人的争いではなく，集団

的武力衝突としての戦争が本格的に始まったのは，農耕社会が成立してからだとみる見解が支持さ

れている。日本列島の場合も，潅概稲作が普及する弥生時代から戦争が始まったと考えられる。

しかし，縄文時代にも戦いを想起させる資料がある。福島県三貫地貝塚で壮年男性の骨盤に石錐

が刺さった例(後期)などを戦死者とみる意見もあるが,5000～6000体にも及ぶ縄文人骨のうち実例

がわずか10例にも満たない点から，偶発的な争いの犠牲者とみられる。むしろ．縄文前～後期の

北海道・東北地方で鯨骨・鹿角製の刀形や剣形品が注目される。青銅器の模倣品とみる意見もある

が，大陸でさえ青銅器出現以前であり，武器形の石製品や骨角器が模倣されて，儀礼用具として普

及したのであろう。さらに縄文後期後半から晩期を通じて，東日本を中心に石剣・石刀などの武器

形儀礼具が発達する。集団間の組織的武力衝突のない社会に，儀礼具ながら武器形品が存在する意

味を考える必要があろう。

2.弥生時代－実用的武器の登場一

佐原真氏は、守りのムラ(防御集落)，武器，殺傷人骨，武器の副葬，武器形祭器，戦士・戦争場

面の造形という，考古学的事実6項目をあげて，戦争のあった社会，戦争を知っていた社会を知る

証拠と考えた。上記のように縄文時代にも不確実な証拠があるものの，弥生時代になって明瞭とな

るので，弥生時代から組織的武力衝突としての戦争が始まったと考えられる。しかし，時期追って

変化し，地域ごとの違いもある。

弥生時代早期～前期初めには，環濠集落，磨製石剣・磨製石錐が骨に突き刺さった殺傷人骨，磨

製石剣・磨製石鎌の副葬が北部九州で明瞭となる。前期後半には環濠集落が濃尾平野にまで広まり．
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前期末～中期初頭には主に北部九州で青銅武器が出現して副葬され，中期後半には武器形青銅器が

祭器化し，戈をもつ戦士を描いた銅鐸や土器絵画が現れる。佐原氏の挙げた条件がようやくこの時

点で全て出揃うこととなる。

弥生中期には瀬戸内～近畿で大形化した打製石錐多数や打製・磨製石剣がみられることや高地性

集落の存在から， これらの地域も緊張状態にあったと理解されている。このうち打製石嫉は縄文時

代からの狩猟具が武器に応用・転換したもので，どの遺跡でも多数検出され集落構成員の誰もが

保持し得る武器と判断できる。しかし，北部九州で弥生早期に出現する磨製石剣と磨製石鍼は朝鮮

半島から導入されたもので，その保有が近畿方面と同様であったか，また北部九州での磨製石剣と

磨製石錐の保有状況も，検討を要するであろう。これらを副葬する習俗も，朝鮮半島から導入され

たもので，有力者層に偏って認められる習俗であるから，これら武器の保有が，近畿の打製石嫉と

同様とは考えにくい。次いで北部九州では，前期末から中期初頭になると，朝鮮半島から銅剣・銅

矛・銅戈の青銅製武器類がもたらされ，有力者層に限って保有され，特定個人が集中保有する場合

も出現する。福岡市板付田端遺跡の謹棺は墳丘をもち，吉武高木遺跡は青銅器を副葬する墓が一区

画に集まり，中心付近にある3号木棺墓が多鉦細文鏡とともに剣・矛・戈を保有する。青銅武器類

の保有がすなわちその所属集団内の位置を表示するものと考えられる。さらに弥生中期後半になる

と，福岡県三雲南小路1号爽棺や須玖岡本D地点のように，30面あまりの前漢鏡やガラス壁を保有

する突出した有力者が出現する。そこでは伝統的な青銅武器類の精巧な大形品(中細形)が伴うが，

立岩遺跡10号喪棺のように同時代のこれに次ぐクラスの甕棺には,小形素環頭鉄刀や鉄矛･鉄剣・

鉄戈など，大陸系および九州製鉄製武器が現れ始める。保有する武器の実用性が鉄器に移行する段

階とみてよいであろう。

それが弥生後期初頭になると,北部九州の有力墓には中国製の大形鉄刀が副葬されるようになり，

青銅武器類の副葬は姿を消す。こうした中国製大形鉄刀を倭人が入手したことについて，岡村秀典

氏は儀礼的な意味をもちながらも漢が倭人を外臣として冊封したことを象徴するとみなすが， とも

かく大陸との交渉の変化が北部九州の武器の変化を促した。

北部九州以外の地域にも有力者層に偏って特定の武器が保有される状況が明瞭となるのは，鉄製

武器が広く普及する弥生後期になってからである。従来，北部九州以外で死者に副葬品を添える風

習が見られるのは弥生時代最末期からと考えられてきたが，近年日本海側の諸地域で後期前半ない

し中頃から鉄製武器類の副葬が盛んになる状況が明らかになってきた｡京都府大風呂南1号墓では，

方形台状墓の中央主体部に鉄剣11点と銅釧13点を集中副葬し，周辺主体にも鉄剣や鉄錐1～2点

が副葬されている。こうした鉄製武器類の副葬が盛んになるのは，同時期の朝鮮半島南部で鉄刀．
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鉄剣・鉄矛・鉄嫉の副葬が盛んとなるのと歩調を合わせたものであり，鉄器や鉄素材の流通に参画

するなかで日本海側集団が受容した方式である。こうした鉄製武器の普及とその副葬は，瀬戸内～

近畿圏で不明瞭な段階に，その周辺地域で広く共通して認められるという顕著な地域差が認められ

る。

3古墳時代前期一軍事時代の到来一

古墳前期初頭には，墳丘企画から内部施設・副葬品に至るまで定型的な前方後円墳が北部九州か

ら瀬戸内・近畿に至る範囲に分布しており，考古学ではそこに各地の最有力者層の政治的連係を見

いだす。これを前方後円墳体制と呼び，古代国家形成を読み取る都出比呂志氏の見解もある。これ

らの古墳では，京都府椿井大塚山古墳で鉄甲1点・鉄大刀7点以上・鉄製短剣10点以上・鉄鍍200

点以上が副葬されていたように，魏の威信を背景とする器物である舶載三角縁神獣鏡とともに，豊

富な鉄製武器を保有する特徴を共有する。一方，弥生後期に鉄製武器が豊富であった日本海側一帯

は，その連係の中に組み込まれているとしても，同列に論じることは難しく，古墳前期初頭までの

間に政治的。軍事的な組替えと飛躍があったとみてよかろう。古墳時代の始まりは，武器の調達か

ら保有，さらにそれに携わる兵の組織化に至るまで，軍事が前面に出る時代の到来でもあった。
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武家の成立と日本中世社会

上杉和彦

（明治大学文学部教授・日本史）

本企画の主目的である， 「戦争」 「武人」 「武器」をめぐる地域･時代の枠を越えた比較検討という

課題に接した時， 日本中世史を学ぶ者として特に難しさを感じる問題がある。それは， 日本中世の

「武士」に関する学会の共通見解を提示し，比較考察の議論の俎上にのぼらせることの難しさに関

わる問題である。日本中世史学における武士諭研究には，外国（とくに西欧中世）の実態との比較

から得られた議論の蓄積があり，逆に日本中世の戦争および戦闘者の実態を，諸国史の比較検討の

対象として積極的に示す経験が，近年まで必ずしも十分ではなかったという事情も，問題をむずか

しくさせる要因の一つであった。

だが，そのような状況を根本的に変える研究が，最近になって数多く発表されてきている。本報

告では，それらの成果をふまえ， 10世紀から13世紀前半にいたる時期を対象に， 日本中世社会成

立過程の中で「武士」が生み出された歴史的背景と「武士」という社会身分の性格を説明するとと

もに， 「武士」身分の存在が，社会の中の「武」の実態とどのような関わりをもっているかについて

の見通しを示して，議論の一素材とすることをめざしたい。

前代の社会における武器と武装集団の存在を所与の前提にしながら，唐帝国の対外進出と朝鮮半

島情勢を対外的背景として，いわゆる「大化改新」と天武持統朝の軍制改革を画期として， 日本古

代の律令軍制は成立した。その軍制の基盤となる各国ごとの軍団は，計帳に基づく徴兵により召集

され，集団的訓練をほどこされた兵士（歩兵戦士）の集団であり，武装は自弁であった。

しかし，平安時代に入ると，大規模な軍制の維持が国家財政を圧迫したことにより，全国画一の

軍団制は放棄され，軍事的緊張が高い辺境地域，具体的には東国地域の軍備が，騎射による狩猟の

技術に優れた，戦闘を特定職能としうる特定の社会的身分集団に委ねられるという軍制上の変化が

生じた。このようにして，古代の兵士制は，武士団を中核とする中世軍制への移行が始まった。

「武士」が一つの職能身分であるとする社会意識は，鎌倉時代にいたるまで維持され，他の多く

の身分と同様に，その職能は家業として継承された。殺生という「罪業」行為と不可分である「武

士」は，ケガレに深く関わる身分とされ，社会の中で一定の差別を受ける存在であった。

ところで「武士」身分の成立は，実態としての戦闘行為と武器の使用が，特定の社会集団に独占さ

れたことを必ずしも意味しない。日本の中世社会は，武器と武装行為が社会の中に普遍的に存在す

る社会であり，そのような社会の中での「武士」身分の特質は，単に武装や戦闘行為の経験の有無
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からは把握できないのである。

「武士」身分は，その成立の当初より国家軍制と深く関わっていた。そのため，たとえば平将門

に代表される「朝敵」を追討するだけの武力を保持し続けることにより，国家軍制の中での公的位

置づけを得ることが， 「武士」身分を恒常的に維持するために不可欠であった。

そのような枠組みの中で「武士」は，いわばプロの戦士として不断に戦闘訓練と武器の性能強化に

力を入れた。その結果，朝廷の武官の帯する儀杖（儀式用の武具）と「武士」の兵杖（実戦用武具）

の分離が明確となり，ほぼ11世紀頃までには，重厚な騎兵用の装具としての大鎧卓越した威力を

発揮する「伏竹弓｣，反りのある太刀（湾刀。いわゆる「日本刀｣）といった，特化した「武士」の

武装が生み出され，視覚的にも他者との区別を可能とする「武士」の姿があらわれることとなるの

である。

なお，戦闘行為に注目した時，古代から中世にかけての「武」のあり方の変化は，班田農民を主体

とする集団歩兵戦からから中世武士の騎兵戦への移行と説明される。 「弓馬の士｣という表現からも

分かるとおり，武士の使用する武器の中では，特に弓射が重視されたが，その理由は，騎射による

狩猟技術が東国社会で伝統的に発達していたことによる。 「武士」の使用する主要な武器が．弓から

刀への変化したのは，ほぼ南北朝頃であったと思われる。

平安時代中期における，国家軍制・社会実態両面での「武士」身分の成立を背景として、それら

を全国規模で統率するだけの武威を有する「武士の棟梁」があらわれ，朝廷政治の展開の中で， 「武

家」すなわち国制の中で「朝敵」追討のための公的軍事システムを独占する「武士」集団の権力体

が成立した。平氏政権および鎌倉幕府である。

平氏政権と比較した時，鎌倉幕府は．将軍との主従制を基に， 「武士」身分を「御家人」身分に限定

する志向性を，とくに強く持つ権力であった。だが，それはあくまで「志向」にとどまり，鎌倉時

代以降に入ってから，長期にわたって，軍制としての「武士」身分と社会実態としての「武士」身

分の間にずれが生じるようになった。対モンゴル戦争に際しては，このずれの問題への対処に，鎌

倉幕府自身が苦慮することとなる。そのような「武士」身分の二重性は， 日本中世の「武士」の実

態認識を分かりにくくさせる理由の一つではないかと思われる。

本報告では，この点を重視して，非御家人や「僧兵」といった，鎌倉幕府の支配体制の枠をはずれ

た特殊な戦闘者集団の問題について，やや立ち入って考えてみる予定である。

〔参考文献〕

元木泰雄『武士の成立』 （吉川弘文館, 1994年）
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近藤好和『弓矢と刀剣』 （吉川弘文館， 1997年）

下向井龍彦『武士の成長と院政』 （講談社， 2001年）

五味文彦編『京・鎌倉の王権』 （吉川弘文館， 2003年）

上杉和彦『源頼朝と鎌倉幕府』 （新日本出版社，2003年）
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唐代における府兵制と兵士たち

氣賀澤保規

（明治大学文学部教授・東洋史）

府兵制は， 3世紀の中国・三国期以来の前史の上に，鮮卑北族の軍制もとりこみ，北朝後期の6

世紀中頃から8世紀前半の唐・玄宗期まで200年近くつづいた兵制である。中国史上の一つの頂点

を画する唐朝は， これによる軍事力を背景に国内を統合し，東アジアの中心に立った。日本古代国

家の“衛府一軍団制'’も， この唐の兵制を多くのところで継受している。

府兵制とは，地方各地に設けられた軍府（唐では折衝府とよぶ）を介して，兵士（農民）を登録

し，訓練を施し，都の禁衛（十二術。南衙禁軍ともよぶ）へ交替勤務（上番）や戦時への動員を行

うという独特の形態をとった。兵士は，軍府に所属することから府兵とよばれ，それが府兵制の名

の由来となるが，同時にかれらは各軍府が直属する中央の十二術に交替で詰めることから，通常衛

士と称され,皇帝に侍る武官の意味で侍官という名も用いられた。ちなみに衛士にせよ侍官にせよ．

本来栄えある呼称であった。

さて，軍府を基幹とする府兵制の上に．唐代さらに次のような条件が加わった。

①軍府総数は600を越え， 1軍府の定員1000人とみれば，およそ60万が唐の正規軍と推定で

きる。ただそれらは，都を中心とする華北に偏在し，全土に普置されなかった。

②また同じ地域内に有軍府州と無軍府州とが並存し，前者から後者に移住ができなかった。

③府兵は原則20歳から60歳まで，高戸多丁戸から出，武具や糧食などは自弁であった。

④かれらの勤務は都への上番のほか，季冬習戦の訓練に，防人3年勤務があったという。

こうした条件も含んで，唐代府兵制とその兵士のあり方に一つの共通するイメージが形作られて

きた。府兵制とは，自由民たる農民（民丁）が兵と農を兼ねる兵民（兵農）一致の徴兵制であると．

いう理解である。そう方向づけた浜口重国氏は（｢府兵制度より新兵制へ｣)，兵民の一致を，兵士の

負担日数が一般民の負担を雑徳日数にカウントした150日に相当することで裏づけた。しかし実質

的には負担は府兵の方が農民よりも重く，高戸多丁戸の兵士でも支えきれずに，兵役忌避の逃亡が

進んで崩壊に向かう。つまり府兵制はもともの崩壊の要因を内在させた歪んだ制度であった， とい

うことになる。

しかし考えてみると，府兵制は唐朝の根幹であり，兵士とは国軍の担い手，かれらの主体的積極

的な働きによって始めて軍事力として機能する。またかれらには日頃の訓練，専門性が求められ，

一般農民が労役の一つとして片手間にできるものではない。単に数だけ合わせて済む話ではない。
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加えて，浜口氏のごとく年150日も勤務すれば，かれらの日常生活・再生産の維持は到底不可能に

なる。いったい唐朝は，国軍の兵士を農民より低く扱うような体制を最初から組むだろうか。

そのような関心から，私もかつて府兵の立場に目を向け，府兵負担を日数で換算してみて，防人

勤務も合わせて，一般農民よりも軽く規定されていた事実を知ることができた（防人3年という決

まりも実態は不明)。負担率において農民と異なる上に，さらにかれらは手柄を立てたり，働きが良

好ならば，昇進や報酬の可能性があり，また上番などで移動し他の世界や情報に接する機会もあっ

た。一生土地に縛られた農民とはちがう有利さである。府兵制とは民衆側に与えられた唯一の上昇

志向を実現する手段ではなかったか。権力の側にしても，それを知るがゆえに農民とは異なる待遇

を府兵に用意した。わたしたちはそろそろ，府兵＝農民＝兵民一致（徴兵制）という固い観念から

解き放たれてよいのではないか。関連して，府兵制と租勝調制と均田制の三者を一体視する見方か

らも。

これまでの研究において，制度の枠組みや運用，軍府の所在状況や税体系としての府兵負担など

の問題が多く論じられたが，兵士そのものに焦点をあて、その具体的あり方から唐代府兵制の特質

を論ずることは必ずしも十分ではなかった。兵民一致論からの兵士像を描く試みはほとんどなく，

兵民分離の立場からもまだ明らかな姿が提示できていない。しかし農民と同一か否かにかかわらず，

府兵は時代を担った一方の柱であり，かれらの姿を浮き彫りにすることは唐という時代を知るため

にも必要な作業と考える。

本報告では，まず唐代府兵制の構造を軍府の面から整理した上で，その軍府に関わる兵士たちの

様相や社会的位置を考察し，また兵士たちの立場から従来残されてきた問題を少しでも洗い出して

みたい。ここで府兵兵士をみる目線の先には，農民とは異なる兵士像，兵民分離に立つ姿が意識さ

れていることを前もって伝えておきたい。
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重装武具と市民ｲデオロギー

古山夕城

（明治大学文学部専任講師・西洋史）

ギリシア古代のポリスが「戦士共同体」としての本質的性格を持つということは，ウェーバーの

指摘以来，ギリシアにおける重装歩兵戦術の採用と展開を単なる軍事史のレベルにとどまらず，ポ

リスの政治や文化の性格を決定づける根源的要因と認め，その歴史的意義を明らかにしようとする

研究の方向性を生み出してきた。

当初は，いったい重装歩兵戦術がいつ頃ギリシアに登場し，それがポリス発展の歴史にどのよう

に関わったのかという点が議論の中心を占め，その中で，重装武具とりわけ盾の椴造上の変化と戦

術の画期的変化との連関が問題とされ，また，そのような変化は政治史のおける革命的な展開をも

たらしたのかどうかということをめぐって研究が進められた。

重装歩兵の密集戦術を担う階層は借主台頭の支持基盤となって革命的大衆層を形成したとする立

場は，壷絵の戦士の持つ盾にポルパクス（腕輪）とアンティラベ（握り）が存在することに注目し

て，それが描かれ始める前7世紀初期には重装歩兵戦術は成立していたとする。これに対し，盾の

みならず武具一式を考察して，重装武具の登場から密集歩兵戦術の完成までにはおよそ1世紀の期

間を要したとする立場からは，戦術の段階的展開は中間層が重装歩兵として貴族の側に取り込まれ

ていく形で進行し，決して革命的大衆を生まなかったとする反論が提出された。

そして.1953年にアルゴス地方の前8世紀第4四半世紀の墓から重装歩兵の兜と甲冑が出土する

と，重装歩兵戦術への改革の開始時期をいっそう引き上げることとなり，それは短期間の革命的な

変革ではなく，長期にわたって漸進的に行われていった変化であったとみなされるようになった。

以上が重装歩兵戦術の出現と政治的性格をめぐる「発生史的議論」であったとすれば，近年はこ

れに代わって，なぜギリシアでは重装歩兵戦術が採用されたのか，重装歩兵はポリスの社会におい

てどのような意味を持つ存在であったのかという，いわば「発生論的議論」が提示されるようにな

ってきている。

たとえば重装武具の存在から密集戦術の採用を想定するという従来の見方を逆転させて，戦術の

性質が武具の形態変化を要請したという観点に立って，そのような戦術のもつ意味，ひいては重装

歩兵たるポリスの市民戦士の意識にまで考察の射程を延ばそうとする，ポリスの本質的側面への共

時的アプローチの試みがある。さらには，重装武具を復元し，それを装備した者たちでて密集戦術

を実際に再現させて，重装歩兵戦術の限界とその特異な性格とを実験的データによって検証し，そ
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こから戦列に参加した者たちが何を思い，どのように行動したかを推察するという試みもなされた。

このような議論の中でとくに注目すべきは，重装武具は単に戦術上必要な道具としての役割を果

たしていただけではなく，重装歩兵として戦列を組む者たちが自らを他の者たちと区別するために

具象化した手段としての意味をも持っていたとする見解である。すなわち，重装武具は，台頭して

きた中間層が，それまで社会的リーダーシップを握ってきた貴族たちと自分たちを，明確に識別で

きるように創りだした独自の武具であったと考えるのである。

おそらく， この見解をさらに敷術していけば，重装武具の出現は次のような歴史的意義を与えら

れることになるであろう。すなわち，そのような中間層ステイタスの具象的表現たる重装武具の登

場は，貴族の側にもそれに対応する手段を採ることを要請し，こうして社会の中に対抗しあう明確

な二つの階層が出来上がる。両者の軋礫は，貴族によるそれまでの伝統的なリーダーシップの発揮

によっては和解し得ないものとなり，新たな論理による社会の再編成が求められ，そのことがポリ

スという国家の成立に大きく作用した。

しかし， この非常に興味深い発生論的考察にも，いくつかの重要な観点が欠けている。重装武具

がある種のステイタス・シンボルとなったとすれば，それは彼らの上に立つ貴族層においてだけで

なく，中間層の下にいる存在においても対応を生んだのではないかという点である。なぜならば，

武装自弁の原則に立つ以上，武具を調達できない者たちは重装歩兵階層の結束から排除されていか

ざるを得ないからである。では，歴史の表舞台に登ることのない重装歩兵たりえない者たちに対し

ては，どのような視点を設定することができるのだろうか？あるいは，重装武具と重装歩兵戦術を

社会の内部に向けられた表象として理解するならば，それらの採用と進展は，その後のポリスの歴

史的展開とどのようにかかわっていったのかということが，改めて問い直されねばならなくなるで

あろう。

本報告においては，重装武具とそれに対応する戦術についての議論を整理して検討しつつ，重装

武具の持っていたと思われる社会的機能と，おもにアテネの状況を中心に，重装歩兵たる市民とた

り得ない市民のポリスに対する意識を歴史的に跡付けてみたい。
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