
2018 年度

駿　台　史　学　会　大　会
研究発表要旨

2018 年 12 月 8 日

駿　台　史　学　会

於　明治大学グローバルフロント グローバルホール

表１表４



表３表２

プログラム

午前の部
自由論題（9：30 ～ 12：00）
� グローバルフロント�1 階�グローバルホール

午後の部
2018 年度テーマ　『古代史における中心と周縁』
� グローバルフロント�1 階�グローバルホール
趣旨説明（13：00 ～ 13：10）
研究発表（13：10 ～ 15：40，一時休憩　14：40 ～ 14：55）
コメント（15：40 ～ 16：10）
討　　論（16：25 ～ 17：30）

全幹事会（17：30 ～ 18：00）
� グローバルフロント�1 階�グローバルホール
総会・懇親会（18：00 ～）
� グローバルフロント�17 階�グローバルラウンジ



研 究 発 表

自由論題

ナイフ形石器群終末期における尖頭器製作とその背景
　―石器製作とその遺跡間連鎖に着目して―� 山　地　雄　大　2

両大戦間期におけるドイツから日本への航空技術移転
　―国際武器移転と後発国の軍事的自立化―� 西　尾　隆　志　4

20 世紀初頭オスマン帝国における「3月 31 日事件」
　―「事件首謀者」の裁判記録を中心に―� 矢　本　　　彩　6

19 世紀後半のプラハの市民社会
　―ドイツ人大学生の協会活動を例に―� 宮　野　　　悠　8

2018 年度大会テーマ
『古代史における中心と周縁』

2018 年度駿台史学会大会�統一テーマ趣旨� 青　谷　秀　紀　12

日本古代における周縁地域への軍事対応の変容について
　―対蝦夷を中心に―� 中　村　友　一　14

周縁よりみた戦国秦の「帝国」化� 髙　村　武　幸　16

ギリシア古代史における周縁地域研究の意義と展望
　―クレタの状況を中心に―� 古　山　夕　城　18

１かくし
001　研究発表.indd   1 2018/11/15   8:29:19



2

ナイフ形石器群終末期における尖頭器製作とその背景
―石器製作とその遺跡間連鎖に着目して―

山地　雄大

　（明治大学大学院文学研究科博士前期課程・考古学）

　本発表の目的は，後期旧石器時代・ナイフ形石器群終末期を対象に，石器製作とその遺跡間連鎖に

着目することで，尖頭器製作が行われる背景について考察することである。

　日本列島における後期旧石器時代の石器群は，大局的にみるとナイフ形石器群，尖頭器石器群，細

石刃石器群の順に変化してゆく。本発表が対象とするナイフ形石器群の終末期には，ナイフ形石器と

尖頭器が一部並存しながら移り変わってゆく。

　こうしたナイフ形石器と尖頭器の共存をめぐっては，たびたび注目され，その背景が議論されてき

た。ともすればナイフ形石器と尖頭器の組成比は時間差と読み換えられることもあるが（白石

1995），素材選択の共通性に基づいて，両者の共存が積極的に評価されている（諏訪間 1989）。近年

では，必ずしも時間差として置き換えることなく，むしろ両器種を携えた狩猟採集民が遺跡間を移動

し，そのなかで多様な石器群が残されるに至ったと評価されている（国武 1999，島田 2008）。

　しかし，尖頭器とナイフ形石器の共存が積極的に認定されながらも，なぜ両器種が共存するのか，

なぜ遺跡ごとに組成差が生まれるのかという点には議論が及んでいない。こうした問題に取り組むた

めには，狩猟採集民が移動生活を行うなかで，石器製作がどのように進められ，多様な石器群が残さ

れてゆくのか，検討する必要がある。そこで，本発表では，ナイフ形石器群終末期の石器製作とその

遺跡間連鎖に着目することで，尖頭器製作が行われる背景について考察する。

　本発表では，資料の蓄積が進んでいる関東平野西南部（相模野台地・武蔵野台地）を分析対象地域

とする。分析方法として，はじめに「①ナイフ形石器群終末期の石器製作とその遺跡間連鎖を復元」し，

そのなかで「②尖頭器の残され方を検討」する。これに基づいて「③当該石器群に尖頭器が含まれる

背景を議論」する。

　①　�はじめに石器製作工程の分析とその遺跡間連鎖を検討した。この時期には信州産の黒曜石が活

発に利用されるが，それらは必ずしも各遺跡に均等にもたらされるわけではない。むしろ，特

定の遺跡に黒曜石の原石が搬入され，それを遺跡間にわたって徹底的に消費しながら石器製作

が進められている。黒曜石の原石が搬入される a類遺跡では縦長剝片の生産が行われるが，石

核の多くは遺跡内に残されておらず，それが次の b類遺跡，c類遺跡へと持ち越され，次第に

石材の消耗が進んでいったと考えられる。
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　②　�続いて各遺跡での尖頭器の残され方を検討したところ，黒曜石の原石が搬入される a類遺跡で

は，ナイフ形石器の製作が中心的に進められていた。一方の b類遺跡では，石材が石核の状

態で搬入され，尖頭器が製作される。さらに c類遺跡では，より石核が縮小した状態で搬入さ

れ，不定形な剝片を素材に小形化したナイフ形石器や台形石器が製作されていた。

　③�　�ここまでの分析をもとに b類遺跡を中心に尖頭器製作が行われる背景について考察した。a類

遺跡では，原石が搬入されるため，ナイフ形石器の生産に適した縦長剝片が多く製作されてい

る。それゆえ，その中から素材が選択され，軽微な加工を通じてナイフ形石器を製作すること

ができる。一方で，b類遺跡は，石核が縮小してゆく途上に位置するため，a類遺跡と同様な

素材を生産できるとは限らない。むしろ，厚みのある幅広な剝片や寸づまりの剝片が剝離され

る傾向にある。こうした素材を利用するためには，素材を大きく改変して，石器製作を行う必

要があったとみられる。その結果，周縁の部分的な加工に留まらず，ときには平坦な剝離を駆

使して尖頭器が製作されたとみられる。また，c類遺跡では，石核が大きく縮小した状態で搬

入されるため，小形の不定形な剝片しか生産できない。それゆえ，尖頭器の製作は行われず，

むしろ台形石器などの生産を中心に進めたと考えられる。

　このようにナイフ形石器群終末期における狩猟採集民は，遺跡間にわたって石核を持ち越しながら

移動生活を行ってゆく。その結果，原石を搬入した地点では，ナイフ形石器に見合う素材が充分に生

産されるが，移動の先々では石核が縮小し，そこから生産しうる素材に一定の制約が生じることにな

る。こうした状況に対応するために素材を柔軟に変形する尖頭器の製作が行われたと評価することが

できる。ナイフ形石器群終末期には，尖頭器が共存することになるが，そうした現象は，上記の移動

生活および信州産黒曜石の消費過程と密接な関係にあったことが理解される。

参考文献

国武貞克 1999「石材消費と石器製作，廃棄による遺跡の類別―行動論的理解に向けた分析法の試み―」

『考古学研究』第 46 巻第 3号，pp.35-55，考古学研究会

島田和高 2008「黒耀石のふるまいと旧石器時代の住まい―月見野期と田名向原住居状遺構―」『旧石

器研究』第 4号，pp.61-82，日本旧石器学会

白石浩之 1995「関東地方におけるナイフ形石器文化終末期の様相―月見野期を中心として―」『古代

文化』47，pp.14-29，古代学協会

諏訪間順 1989「ナイフ形石器文化の終焉と尖頭器文化の成立―相模野台地の石器群を中心に―」『旧

石器考古学』38，pp.93-102，旧石器文化談話会
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両大戦間期におけるドイツから日本への航空技術移転
―国際武器移転と後発国の軍事的自立化―

西尾　隆志

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・日本史）

　本報告の目的は，両大戦間期 1920~30 年代におけるドイツから日本への航空技術移転と，日本航

空機産業の模倣時代（20 年代）・自立時代（30 年代）における航空機開発・生産自立化との相互関係

に着目し，日本陸海軍・民間航空機製造企業が，当該期のドイツ航空機産業から先進的航空技術の広

範な移転を長期にわたり企図・実行し，それが日本の国産機開発能力の急速な向上を促していった過

程を一次史料に即して明らかにすることである。その歴史的事例を踏まえたうえで，国際武器移転の

「受け手」として国家主権保持のために欧米先進国からの軍用機輸入による航空戦力整備とそのライ

センス生産・国産化を追求した，近代日本や戦後の第三世界諸国など，後発国の軍事的自立化・兵器

国産化の意義と限界を，近年の武器移転史研究・兵器産業史研究で示された枠組みに依拠しつつ考察

する。

　第一次世界大戦終結時，日本航空機産業は軍用機の開発・生産能力において欧米諸国よりも大幅に

立ち遅れており，キャッチアップと生産基盤確立の一環として陸海軍は敗戦国ドイツの先進的航空技

術，とりわけ全金属製機やジュラルミンの製造技術獲得を企図した。ヴェルサイユ条約はドイツ航空

機産業に対して空軍禁止・軍用機製造禁止などの厳しい制限を課し，日本は戦勝「五大国」の一国と

してドイツに対する同条約履行の監視役を担っていたにもかかわらず，生産基盤維持のため外需獲得・

生産拠点の国外移転を進めるドイツ航空機産業との提携を積極的に模索した。1922 年には海軍・三

菱とロールバッハとの間で全金属製飛行艇の製造に関する契約が成立し，国内では海軍広工廠・三菱

により受容されたロールバッハの全金属製機製造技術は，後に海軍陸上攻撃機の開発へと受け継がれ，

日中戦争における戦略爆撃への道を開いた。さらに川崎とドルニエ，愛知とハインケル，三菱とユン

カースなど，日本航空機産業の「模倣時代」とされる 20 年代には日独民間企業間の提携・技術移転

が広範に行われたほか，多くのドイツ人航空専門家が日本に招聘され，堀越二郎・本庄季郎・土井武

夫など一群の若手日本人技師が彼らの指導により育成された。こうしたハード・ソフトを問わない航

空技術移転は，ワイマール期ドイツ航空機産業の生産基盤維持に貢献したのみならず，30 年代半ば

に日本航空機産業が世界水準の全金属製国産機の製造を実現するための一基底要因でもあった。ヴェ

ルサイユ条約に違反した一連の技術移転は，軍民両用（dual�use）の特質を有する航空技術が世界的

に拡散していった 20 年代「軍縮下の軍拡」の典型的事例でもあったのである。
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　1930 年代，日本陸海軍・民間企業が航空機産業の自立化すなわち設計・開発面での軍用機国産化

とその性能上の世界水準到達を企図・実現し，ドイツではナチス政権成立後，35 年の空軍再建に伴

い航空機産業が大規模動員される状況に至っても，ドイツから日本への航空技術移転は継続された。

日本海軍は米英との来るべき軍拡競争に際して，ドイツ海軍を日本に対する重要な技術供給源として

認識し，35 年には日本海軍が武器移転の「送り手」として空母建造・運用術をドイツ海軍に供与し，

その見返りとして海軍・愛知はハインケルから最新鋭の急降下爆撃機の技術導入に成功した。結果的

に，日本海軍の艦上爆撃機は全機種がハインケルからの技術移転を端緒として開発されるほど，日本

航空機産業の「自立時代」において海軍とハインケルはより密接な関係を構築したのである。1937

年の日中戦争勃発後，日本側はドイツへの単極的な技術的依存を深化させていくが，それはドイツと

並び日本に対する主要な航空技術供給源であったアメリカからの技術移転が絶たれ，30 年代におけ

る日本航空機産業の自立化を支えていた多角的な技術供給源が失われていった過程でもあったのであ

る。

　従来の日本軍事史・経済史研究では，両大戦間期において日本航空機産業の自立化が達成されたの

は機体・エンジンの設計技術に局限され，関連基礎工業や自動車産業の脆弱性から戦時の航空機量産

が阻害され，工作機械や装備品（プロペラ・照準器・航空機銃等）は輸入・ライセンス生産から脱却

できず模倣・外国依存を余儀なくされたなど，日本の経済基盤の狭隘性に起因する自立化の限界が強

調されてきた。

　一方で，国際比較を踏まえた近年の武器移転史研究・兵器産業史研究においては，近代日本や戦後

の第三世界諸国など，後発国の軍事的自立化（indigenous�armaments�production）を評価する際の

理論的枠組みが提示されている。特に，原材料調達・設計・開発・生産を全て一国内で完結させる，

伝統的かつ包括的な兵器の完全国産化モデル（self-sufficiency� in�arms�acquisition）に代わり，相対

的に狭隘な国内軍需産業・経済基盤に依拠した限定的な兵器国産化と，ライセンス生産や外国技術・

設計の多角的な輸入を両立させた，より現実的な防衛体制自立化モデル（self-reliance� in�defense�

equipment）を用いることで，後発国の軍事的自立化・兵器生産能力は近年再評価されつつある。欧

米先進国との単純比較により後発国の限界を過度に強調するのではなく，国家安全保障における戦略

的自立性と国内経済発展に対する防衛産業の波及能力に照らして，後発国の軍事的自立化能力を測定

する新たな方法論は，近代日本の軍事史・兵器産業史研究に対しても重要な一石を投じていると考え

られる。
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20世紀初頭オスマン帝国における「3月31日事件」
―「事件首謀者」の裁判記録を中心に―

　矢本　彩

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・アジア史）

　オスマン帝国（1300 頃－1922）における 19 世紀末から 20 世紀初頭は，時のスルタン・アブデュ

ルハミト二世（在位 1876－1909）の統治の下，専制的な政治のために暗黒時代と位置付けられなが

らも，文化・技術・交通・商業・教育などの多方面での目覚ましい進歩が評価される「近代化」の時

代であった。

　1908 年 7 月 23 日，アブデュルハミト二世の専制体制から帝国憲法と立憲政治を復活させるために，

若い知識人，将校らが組織した「統一と進歩協会」によって青年トルコ人革命が起こされた。青年ト

ルコ人革命は，トルコ語・日本語を含む諸言語で「革命」という言葉が用いられているのと同時に，

トルコ語では「立憲政の宣言」や「自由の宣言」ともいわれていた。またこの革命は，「統一と進歩

協会」によって憲法の復活が宣言されながらも，結果としてアブデュルハミト二世は帝国の統治者を

意味するスルタンの位から退くことも，また政治の実権を失うことも無かった。その意味においてこ

の一連の出来事に「革命」という言葉を充てることは不適当であると指摘できる。

　青年トルコ人革命の翌年，1909 年 4 月 13 日，帝国の首都イスタンブルで「3月 31 日事件」が発生

した。同事件は，当時のオスマン帝国でおもに使用されていた財務暦の 3月 31 日に発生したために「3

月 31 日事件（31�Mart�Olayı）」といわれる。先の革命を主導した「統一と進歩協会」および，彼ら

の政策へ対する政治的，社会的な反対運動として起こされた同事件は，しばしば「革命」に対する「反

革命」と評価されてきた。ただし，革命後の第二次立憲政期（1908－1918）に関する研究は，革命を

主導した「統一と進歩協会」に主眼を置いたものが多く，同事件に関する研究も革命に付随するもの

として論じられてきた。つまり「反革命」という名付け自体が同革命を推進した側からの一面的な評

価に他ならない。

　とくに事件首謀者として処刑されたデルヴィーシュ・ヴァフデティ（Derviş�Vahdeti,� 生没

1870－1909）に関しては注意が払われてこなかった。ヴァフデティは，自らが主幹を務めた『火山

（Volkan）』紙の記事を理由に処刑を命じられたにもかかわらず，同紙の重要性も等閑視されてきた。

そこで報告者は，『火山』紙の記事を一覧にし，各記事を政治，経済，文化，そして宗教などに分類

することで，同紙の性格を明らかにし，ヴァフデティをはじめとする事件の敗者の動向を紐解いてき

た。その結果として，ヴァフデティは決して立憲政治に反対することはしておらず，また同時代の他
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の知識人や新聞人たちと比較してもその主張に大きな差は見られなかった。ただし『火山』紙はあく

までヴァフデティの主観に基づく記事を掲載した新聞であり，すべてを鵜呑みにして結論付けること

はできない。また，「3月 31 日事件」におけるヴァフデティの役割を明らかにし，事件の本質を明ら

かにするには至らなかった。

　「3月 31 日事件」は結果として，青年トルコ人革命で成し遂げられなかったアブデュルハミト二世

の廃位と，実質的な「統一と進歩協会」政権の樹立を実現させた。つまり「革命」という意味を正し

く当てはめるのならば，従来いわれてきた 1908 年 7 月の革命から 1909 年 4 月の反革命までを広義の

「青年トルコ人革命」と捉えることが理にかなっている。そしてこの広義の「青年トルコ人革命」に

ついて議論するためには「3月 31 日事件」および，首謀者といわれたヴァフデティについて明らか

にする必要がある。

　そこで，本報告では「3月 31 日事件」の首謀者といわれたヴァフデティが死刑を言い渡された裁

判の判決文の読解と分析をおこなう。史料は，オスマン帝国の大統領府オスマン古文書館所蔵の軍事

勅令（İrade-i�Askeri）に分類される裁判記録である。事件後の 1909 年 5 月 25 日にヴァフデティは

逮捕され，約一ヶ月半後の 7月 8 日に判決が出された。それから間もなく，7月 19 日に，他の事件

参加者とともに絞首刑に処されている。この裁判記録の詳細を明らかにし，これまで客観性の乏しかっ

たヴァフデティおよび「3月 31 日事件」で処罰を受けた人びとに焦点を当て，事件の本質を追究する。

そして，ヴァフデティの動向を中心に，事件で罪に問われた人びとがいかなる活動をしたのか，そし

て最終的にどのような影響を及ぼし，罪に問われたのかを明らかにし，時代の敗者となった人びとの

動向を詳らかにすることへの一助とする。
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19世紀後半のプラハの市民社会
―ドイツ人大学生の協会を例に―

宮野　悠

（明治大学大学院文学研究科博士後期課程・西洋史）

　本研究の目的は，19 世紀後半プラハの市民社会において，ドイツ系住民がいかに市民的公共圏を

形成し，ドイツ文化を共有していたのかについて，プラハのドイツ人大学生を例に論じることである。

　19 世紀後半のプラハは，オーストリア =ハンガリー二重君主国のボヘミア領邦の中心都市であっ

た。プラハは，二重君主国のライタ河以西（以下，オーストリア）ではウィーンに次いで繁栄した都

市であり，多言語，多文化都市として歴史的に重要な位置を占めていた。世紀転換期には，芸術の分

野で花開き，画家のミュシャや音楽家のスメタナ，そして作家のカフカを生んだ都市としても名高い。

実際プラハには当時，ドイツ系，チェコ系，ユダヤ系の人々が混住して生活しており，このような多

言語・多文化的な状況が，プラハの文化的繁栄の土壌となっていたのである。

　こうしたプラハの状況は，19 世紀後半以降のハプスブルク君主国の変革とともに生まれたもので

もあった。すなわち普墺戦争での敗戦によるドイツ統一問題からの撤退を背景に成立した 1867 年の

アウスグライヒ（妥協）は，立憲君主制の採用と自由主義政治の促進剤となり，身分制社会の解体を

加速させた。これに伴って王朝的な国家秩序から諸国民の利害を調整した新たな体制への移行が進む

と同時に，市民的公共圏も拡大していくのである。二重制の成立以降，プラハの自由主義的な市民社

会の主たる担い手だったのはドイツ系住民であり，とりわけ政治や経済，さらには文化の面において

も相対的に優位な立場で社会の実権を握るブルジョワジーであった。しかしチェコ系ブルジョワジー

の著しい成長はドイツ系の経済的かつ社会的優位性を動揺させ，両者の間に国民的な意識の違いが顕

在化する。しかも 1880 年代以降は自由主義に対する信頼が揺らぎ，多言語，多文化都市プラハもま

た自由主義的な市民的公共圏が国民主義的な色彩を帯びるようになっていく。そうしたなかでプラハ

のドイツ系ブルジョワジー，すなわち教養市民層は，政治的には後退した自由主義思想を受け継ぎ，

これを日常的な協会活動や舞踏会やコンサートなどの社交を通して実践していたのである。その際，

プラハのドイツ系ブルジョワジーが同時に追求していたものこそドイツ性だったのである。本研究の

ねらいは，自由主義期に形成された市民的公共圏がどのような国民的な特徴を合わせ持っていたかを

明らかにすることでもある。

　プラハの自由主義的社会の担い手であった教養市民層は，高等教育を受けたエリートであり，そこ

で学んだ教養や人的ネットワークを協会活動の中で醸成して市民的公共圏を構築していた。そこで本
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研究では，プラハの自由主義社会の中でドイツ系ブルジョワジーとともに市民的公共圏の形成の一端

を担ったと考えられるドイツ人大学生に注目していく。とくに 1880 年代に着目し，教養市民層が教

養の醸成を行う場として大きな意味を持った高等教育において，ドイツ人大学生の国民的な意識形成

にどのような影響を与えたかを考察する。オーストリアにおける高等教育は，新絶対主義期のトゥー

ンの教育改革で「教授と学習」の自由が認められたことを発端に段階的に発展してきた。とくに自由

主義期には，より広範な社会層が高等教育の機会を獲得した。さらに，ギムナジウムにおける実科系

教育の導入に加えて，高等教育機関においても実科系の学問が重視されたことで，新たな産業エリー

トが生み出されていたのである。とりわけ1880年代に焦眉の課題となったのは，言語の問題であった。

1880 年に発布されたシュトレマイヤーの言語令や 1882 年のプラハ大学の分割は，「ドイツ人」の文

化的優位性を脅かしたのである。とりわけプラハ大学分裂はチェコ系，ドイツ系の両方の国民主義者

たちにとっては論争の的であり，協会や大学生組織の間ではドイツ文化の保持が問題になった。教養

市民層がもつ文化的なエリート意識は，決して個人の成熟のみに向けられたものではなく，同様の意

識をもつ人々の輪を広げ，その思想を「保護」していくことに向けられていた。そしてそれは協会活

動と結びつき，市民的公共圏の中で文化や教養を促進するための活動へ発展していくのである。
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2018年度駿台史学会大会統一テーマ趣旨

駿台史学会企画委員長

青谷　秀紀

（明治大学文学部准教授・西洋史）

　「古代史における中心と周縁」が本年度のテーマである。今回は，幸運にも明治大学文学部史学地

理学科の日本史，アジア史，西洋史それぞれの専攻に属する古代史研究者に報告をお引受けいただく

ことができた。そして，報告者との協議のなかで，古代という枠組みにおいて幅広い地域を横断的に

論ずることが可能な「中心と周縁」というテーマが浮かび上がってきた。各地域で「中心」と「周縁」

が相互に働きかけ，作用を及ぼすうちに一つの文化圏や政治空間が形作られる様を明らかにし，古代

における地域的な相違や類似を浮かび上がらせてみようというわけである。

　このような同時代の諸地域を対象とする比較史的テーマの設定，「中心」と「周縁」という分析概

念の採用は，現在隆盛を極める世界史あるいはグローバル・ヒストリーのパースペクティヴを想起さ

せるかもしれない。じっさい，グローバル・ヒストリーの淵源の一つとされる I・ウォーラーステイ

ンの近代世界システム論は，「中核」地域が「周辺」地域から経済的余剰を搾取することでヘゲモニー

を形成するという動態的な経済構造を描き出し，資本主義の世界史的展開を明らかにしてみせた。た

だし，この近代世界システム論に対しては，その後，様々な異論が提起されている。近世の中国をは

じめとするアジア圏を視野に入れた世界史の多中心的展開を指摘するK・ポメランツ，8つのサブシ

ステムにより構成された 13 世紀世界システムの存在を主張する J・アブー・ルゴド，5000 年前にま

で世界システムの起源を遡行させるA・G・フランクらにより，単一的な構造を想定した近代ヨーロッ

パ中心主義的な観点が批判されているのである。これらの批判は，そのまま前近代の世界史を各地の

「中心」と「周縁」という構図で考察することの可能性を示していよう。また，そうした可能性は経

済史の領域だけにとどまらない。毀誉褒貶が激しいものの、K・ウィットフォーゲルの東方専制社会論，

水力文明論もまた，古代ギリシアや日本を含む世界各地における「中心」と「周辺」，そして「亜周辺」

の地域区分に基づいた理論構成をもつことを思い出しておいてよかろう。

　もっとも，こうした前置きは，同じ古代という枠組みで洋の東西における「中心」と「周縁」の関

係を検討する場合，世界史的な展開を念頭に置くことが生産的な議論を生み出す一つの手段になりう

るだろう，という提言のようなものに過ぎない。そうした世界史的パースペクティヴをことさらに意

識しなくとも，豊富な事例と高度な実証性により構成された各報告から，個別に，多大な知的興奮を

味わっていただくこともまた可能である。
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　最初の報告者は中村友一氏である。中村氏は，日本の古代世界における中央と蝦夷の関係を問う。

繰り返される蝦夷の反乱に対して中央政府は征夷軍を派遣して対応するが，奈良時代末期から平安時

代初期にかけて確認されるそれら中央による対応の変化に，周縁への眼差しの変遷を見いだしうるの

かどうかが本報告のポイントである。紛争を政治的コミュニケーションの一つの様態と捉えるならば，

そうしたコミュニケーションにおける中央と周縁の動的な関係性をここに読み取ることも可能だろ

う。

　二番目の報告者である高村武幸氏は，帝国化にあたって秦と周縁世界の関係がどのように変化して

いったのかを考察する。戦国期においては，西北部の遊牧世界の経済的重要性を鑑み，緩やかな間接

統治という支配形態を採用した秦だが，帝国と化した後には全国的な画一的支配を指向するようにな

る。そして，こうした「帝国」化に伴い変化する周縁支配のあり方は，漢帝国へと引き継がれるとい

う。ここでも，中心と周縁が描く布置が歴史の推移とともにダイナミックに変化する様を見て取るこ

とができるだろう。

　三番目の報告者者は古山夕城氏である。古山氏は，まず戦後から現在までの日本における古代ギリ

シア史研究の傾向を概観し，かつてのアテナイ中心主義に対する周縁世界への着目という新しい傾向

が見られることを指摘する。これを欧米の事情とも比較した後，自身のクレタ島研究がそうした周縁

世界の研究にいかなる意味を持つのかを問う。クレタ島がギリシア世界で周縁に位置すると同時に，

ギリシア世界そのものが東方世界の周縁に位置づけられることを考えるならば，本報告には多層的な

意義が孕まれているといえよう。

　これら三報告に対して，佐々木憲一氏には考古学の分野からコメントをいただく。日本列島を主た

る研究対象としながらも，海外の考古学事情にも幅広い知見を有する佐々木氏からは，文字史料を中

心とした三報告の知見を補完する，あるいは相対化するような見解を期待しうる。これにくわえて，

フロアからも，私が冒頭に提示した枠に囚われない議論の切り口を提示していただければと思う。全

体での活発な議論を期待したい。
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日本古代における周縁地域への軍事対応の変容について
―対蝦夷を中心に―

中村　友一

（明治大学文学部准教授・日本史）

本報告の課題

　律令制前の阿倍比羅夫の遠征などより始まって，東北地方に居住した蝦夷を征討・恭順させながら

大和朝廷は版図を拡大してきた。日本古代史は一国史であったり，中央史観という偏った視点は，残

存史料の関係もあってなかなか克服できない課題である。

　律令制下において，北方の周縁地域にあたる太平洋側には多賀城から胆沢城など，日本海側では出

羽柵から秋田城などの城柵という拠点を造営した。それら拠点を基に，柵戸という移民を配する他，

蝦夷の内民化や徴税対象として熟させていく（公民化）が，周縁地域の視点から見れば侵略というよ

うに見えたことであろう。

　この大和朝廷による版図拡大は当然軍事行動を伴うものだが，平時においても不安定地域というこ

とで，その守備のため鎮兵などの余計な軍事力を必要とした。これらの律令軍制や臨時軍制の研究は，

東北地域に限らず進められてきた。

　臨時軍制の中心は，蝦夷の反乱に対処するための征夷使などの将軍を頂点とする軍隊派遣である。

この内実は，その時々により多少異なり，とりわけ奈良時代末期から平安時代初頭にかけては継続的

に征夷が進められていた。それら各個の検討も進められているが，本報告では比較対象として主なも

のを取り上げるのみにしたい。

軍事対応の変化

　対蝦夷戦争などとも呼称される大和朝廷の北進政策は，宝亀五年（七七四）に至って蝦夷が反乱を

起こすが，この後宝亀十一年には服属して活躍していた伊治公呰麻呂の反乱を誘発した。按察使の紀

広純を殺害するなど，中央政府にとってかなり衝撃的であったが，結局呰麻呂を取り逃がしている。

　平安京に都を遷した桓武天皇は，延暦二十四年（八〇五）に造都と征夷による財政疲弊を鑑みて徳

政相論を行わせ，藤原緒嗣の意見を容れて停止することになった。

　この間に多くの征夷使・将軍などが任命され，軍が編成されている。とりわけ大伴乙麻呂や坂上田

村麻呂らを輩出するが，この臨時軍制を概観し，律令国家の征夷や蝦夷反乱の対応を検討する。

　その後は，文室綿麻呂を中心にした征夷軍もなどもあり，実質的には弘仁二年（八一一）に三十八
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年戦争と呼ばれる征夷が一段落となる。

　以後，大和朝廷の成熟した各国へと移配された俘囚の反乱などが単発的に見られるが，周縁地域に

おける反乱は元慶二年（八七八）に秋田城を中心に起こった元慶の乱にまで降るが，最大級の規模の

ものとなった。

　この際の反乱調停にひときわ活躍を見せたのが，良吏の典型とされ，伝記も著された藤原保則であ

る。保則は当初，出羽権守として反乱の鎮圧に当たる。その他の人材も含め，律令国家が周縁地域へ

の対応を変化させたことが窺える格好の事例であり，比較検討する。

　これは，周縁地域への認識の変化か，軍事行動における意識の変化か，あるいは個別の事例による

単なる際だと評価できるのかを考えてみたい。

　さらに時代が降って永承五年（一〇五一）には，いわゆる前九年の役が勃発するが，この時の平定

行動をも鑑みて，前件の確認を行い蓋然性を高めたい。

おわりに

　時代幅を長くとり，臨時の軍制の各事例を取り上げ，律令国家の周縁地域への軍事対応を通してそ

の変化を看取することを第一とする。第二にそれが何に基づくことであるのか，どのような要因によ

ることなのかに言及して，当時の認識における辺境，周縁地域について私見を提示したい。
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周縁よりみた戦国秦の「帝国」化

髙村　武幸

（明治大学文学部准教授・アジア史）

　報告者はこれまで秦・漢帝国を周縁領域から検討してきたが，その際に中心的な時期として秦・漢

帝国が名実ともに「帝国」であった前 221 年以降を対象としたため，秦が「帝国」化していく過程で

周縁領域が果たした役割については論ずる機会を持たなかった。しかしながら，元来が自らも周王朝

の周縁に位置した秦が，戦国期に入って拡大していく過程で，秦の周縁領域が如何なる役割を果たし

たのかについての見通しを考察しておくことは無駄にはならない。

　秦が甘粛省東部の初期の本拠地から対外拡張を開始し，秦とは異なると認識される集団を支配下に

おきはじめたのは春秋時代のことであるが，それがより本格化したのは戦国時代中期の前 4世紀，恵

文君（恵文王，在位前 338 ～前 331）の時期からと考えられる。この時期に，秦は本拠地である関中

盆地（現・陝西省中心部）の範囲を超え，四川省・甘粛省～寧夏回族自治区方面へと支配領域を拡大

していった。このうち，四川省すなわち蜀方面への拡大過程については先行研究も多いのでそちらに

譲ることとし，本報告では甘粛～寧夏方面，すなわち義渠戎と称される集団を支配下に置く過程をみ

ていき，その結果として構築された戦国秦の西北周縁領域とその外部世界とを隔て／結ぶ役割を果た

した寧夏回族自治区固原市の戦国秦長城を，後の漢帝国の西北周縁領域支配の原型と位置付けて検討

したい。

　秦の北方に存在した義渠戎は，史料には 25 もの「城」（都市）を有し，都市の数だけであれば前 4

世紀半ばの秦（31 県ないし 41 県）に匹敵する勢力であった。『史記』によれば秦が義渠の攻勢を支

えきれなかった事例もみられ，秦が義渠の君主を一応臣下とした前 4世紀後期においても，秦軍を打

ち破ったという記録が残っている。義渠は東方の強国である魏ともかなり密接な関係を保っており，

秦は魏の勢力が東方に退いた前 328 年ごろからようやく義渠への圧力を強化できたと考えられる。秦

は義渠の領域を自己のものとするとともに，そこに暮らす異文化を持つ人々を比較的間接的かつゆる

やかに支配するため，特別行政区「道」を設置するなどの対策を取っていった。前 3世紀ごろには，

秦はいわゆる「帝国」としての実質を備えていったものと考えられる。

　この戦国秦の西北周縁が，現在の寧夏回族自治区固原市にあたる。ここは関中盆地から北上し，遊

牧民の暮らすオルドス（現・内モンゴル自治区南部）や黄河を越えて東西交易路へ向かう交通の要衝

であり，地形的に防衛ラインを設定しやすく，戦国秦もここに長城を設置した。現地実見の結果，単

なる防衛のための施設のみならず，河川沿いの交通路を管制できる位置に大型の城郭が設置されてお
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り，交通行政をも掌っていた可能性がある。この城郭と長城と交通路の関係は，後の漢帝国最西端の

関所として名高い玉門関や陽関と似ており，固原長城の遺跡群がその原型―少なくとも原型の一つ―

であったと考えられる。この固原長城の向こうには，当時強勢を誇った遊牧民・月氏がおり，史料に

は固原南方の商人が月氏と思われる異民族と貿易で財を成し，始皇帝に重んぜられたとの記事も残る

が，ここから伺えるように，戦国秦が，四川省の物産や寧夏・甘粛の異民族との交易が重要な役割を

果たしていた。秦の「帝国」化には，その過程で得た周縁領域の経済的利益などが関わっていたとみ

てよい。

　しかし，秦王政（後の始皇帝）期に入ると，「道」が廃止はされないまでも新規設置が行われなく

なり，それ以外の面でも全国的に画一的な支配を指向するようになっていった。並ぶもののない「帝

国」と化した秦にとっては，もはや間接統治政策や，服属諸国の存続政策は必ずしも積極的に続ける

必要性がなくなっていったのであろう。このように秦は，間接統治などを柔軟に用いることで周縁領

域の安定的な支配を実施し，国力の増大と「帝国」化したが，そのために周縁領域での間接統治政策

を必要としなくなっていった。この支配のありかたは，関所の設置といったハード面の施策とともに，

基本的には秦の後継王朝という側面の強い漢帝国に引き継がれることとなる。
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ギリシア古代史における周縁地域研究の意義と展望
―クレタの状況を中心に―

古山　夕城

（明治大学文学部准教授・西洋史）

　わが国のギリシア古代史研究は，近年アテネ以外の地域を主な研究対象とする論考の増加傾向が映

し出すように，周縁あるいは周辺地域への関心の高まりを示してきているとみなされている。

　高畠純夫「戦後日本におけるギリシア・ローマ史の歴史」『東洋大学人間科学総合研究所紀要』（15

号 2013 年）は，1950 年代から 2000 年代までの発表論文に対する定量的分析の中で，非アテネ地域

を対象とする研究は全体では 30％であるが，経年的趨勢としては徐々に増加する傾向にあり，90 年

代以降はアテネ研究とその他の地域の研究がおおよそ 2対 1の割合になる，と指摘している。

　そして，古典期に限定しても「アテナイ一辺倒と言って好いような状態であった 1970 年代までの

状況が，80 年代以降少しずつ変化し，2000 年代になると 4分の 1近くがアテナイ以外の研究である

という状況になってきた」（36 頁）という。

　このような現状分析は，図らずもわが国のギリシア古代史研究における意識構造の問題を浮かび上

がらせ，それと同時に，周縁地域研究の重要性とそのあり方を改めて考える必要性を提示している。

　本報告ではまず，高畠による定量分析以降の時期 2010－17 年のわが国の研究状況を追跡し，「近年

におけるギリシア史研究の地理的・時代的広がり」（師尾晶子，「2015 年の歴史学会－回顧と展望－

ギリシア」『史学雑誌』125 編 5 号 2016，311 頁）の進展が，具体的にはどのような性格と性質を持

つものであるかを，前古典期・古典期・後古典期の 3つの時代に整理・分析して明らかにする。

　ついで，今世紀に入ってからの欧米における周縁地域研究の動向を概観し，アテネ中心史観

（Athenocentoralism）・ポリス中心史観（Poliscentoralism）・西洋中心史観（Occidentalism）�に対す

る批判と新たな視座の模索を参照する。また，文字を主たる手がかりとする歴史学研究と，出土遺物

や遺構を主たる研究対象とする考古学との関係に関し，わが国と欧米との比較から，周辺地域研究の

方法上の課題を考える。

　最後に，クレタ研究がそうした研究の現状のもとでどのような位置を占め，ギリシア古代史研究に

対していかなる意義を持ちうるのかを考察し，あわせて，ギリシア古代史における周縁地域研究が抱

える問題と障害についても言及し，クレタ研究の見地から今後の周縁地域研究を展望してみたい。
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表３表２

プログラム

午前の部
自由論題（9：30 ～ 12：00）
� グローバルフロント�1 階�グローバルホール

午後の部
2018 年度テーマ　『古代史における中心と周縁』
� グローバルフロント�1 階�グローバルホール
趣旨説明（13：00 ～ 13：10）
研究発表（13：10 ～ 15：40，一時休憩　14：40 ～ 14：55）
コメント（15：40 ～ 16：10）
討　　論（16：25 ～ 17：30）

全幹事会（17：30 ～ 18：00）
� グローバルフロント�1 階�グローバルホール
総会・懇親会（18：00 ～）
� グローバルフロント�17 階�グローバルラウンジ
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