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Ⅰ．はじめに

「キリスト教文明とイスラーム文明の接触」が、
古今の世界情勢を考える上で欠くことのできない
重要な視座の一つであることは論を待たない。ム
スリム共同体はビザンツ帝国とはより早期から接
触を持っていたが、西欧のキリスト教徒との本格
的な接触がなされたのは、7世紀末のイベリア半
島においてであった。イスラーム勢力のイベリア
半島遠征はキリスト教徒・ムスリムの併存という
固有の状態を半島に形成し、その文化的意義は高
く評価されてきた。
その一方で、同時期の政治状況に関する研究者
の関心は相対的に低かったといえる。本書が対象
としている11世紀から13世紀初頭は後ウマイヤ
朝末期から第一次群小諸侯期、ムラービト朝支配
期、第二次群小諸侯期、ムワッヒド朝支配期まで
に相当する。これはイブン・ルシュドを始め数多
くの学者を輩出した時期であり、思想史・文化史
上の重要性は疑うべくもないが、この時代の政治
制度や社会の状態について実証的な分析を行うこ
とは、文書史料の欠如、同時代史料の不足といっ
た理由からイスラーム史研究者にとっては困難な
状況にある。したがって、境界を接するキリスト
教圏の文書研究に日本語で容易にアクセスできる
ことは様々な点で有益である。また著者が本書で
提起している「結局のところ、800年に及ぶイス
ラーム勢力との対峙は、スペインにどのような影
響を与えたのか」との問いについても、キリスト
教圏の研究者とイスラーム圏の研究者とが共有し

てゆくべき問題であるが、バルセロナ伯領・アラ
ゴン連合王国の研究史と実態の双方を包括的に把
握できる本書は、キリスト教圏以外の研究者に
とっても利用しやすいものである。
さて本書は、主に11世紀から13世紀のイベリ

ア半島・バルセロナ伯領（1137年アラゴン王国と
同君連合を形成し、以降はアラゴン連合王国）を
対象として、レコンキスタ期における政治・社会
体制の実態と推移を分析した著作である。
バルセロナ伯領・アラゴン連合王国はフード朝

サラゴーサ王国と境界を接しており、カスティー
リャ・レオン王国と同様にイスラーム勢力圏への
征服・入植活動を通じて聖俗領主や都市といった
中間権力の形成が進んだ地域である。「序章　問
題の所在と研究史」で仔細に述べられているよう
に、1980年代以降にアントニ・ビルジリらが提
唱した見解によれば、アラゴン連合王国では征
服・入植を通じて教会勢力への土地の集積が進行
し、王権に対して自立的な教会所領がトゥルトー
ザをはじめ各地に形成された。その結果、教会領
主を中心として社会の封建化・王権との間で分権
化が進み、領主は時に王権側の政策を阻害する要
因ともなっていた。これはカスティーリャ王権が
征服活動を通じて中央集権化を進め、中間権力へ
の統制を強化していったのとは全く対照的な現象
である。このように「イスラーム勢力との対峙」と
いう共通の状況が、国家形成において異なる帰結
に至った過程に著者は大きな関心を寄せ、ここに
「イベリア半島の多様性」の一端を見出している。
これがアラゴン連合王国を分析対象に選択した大
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きな動機であることが読み取れる。その一方で、
著者はビルジリらの見解に対しても疑義を呈する。
これらの研究では使用史料が教会側の文書に偏っ
ている点、伯側の主体的政策を検討していない
点、政治状況や外交関係といった視座の欠如を指
摘し、複合的視座に基づく再検討の必要を説く。
そうした問題意識の下に執筆された同書は、副題
には「王権と教会」とあるものの、実際にはバルセ
ロナ伯と各地の司教座に加えて俗人領主、ローマ
教会、教皇、テンプル騎士修道会、ムデハル（キ
リスト教徒支配下に残留したムスリム住民）・ユダ
ヤ共同体といった多様な勢力の実態を、多種の文
書史料を駆使して解明した力作となっいる。

Ⅱ．本書の構成・内容

では、実際に本書の内容をみていこう。本書は
以下の通り、序章と七つの章、及び「結論と展望」
から構成される。各章はさらに複数の節に分けら
れているが、紙幅の都合上ここでは省略した。

序章 問題の所在と研究史
第1章  征服活動に先行するカタルーニャの

歴史的経緯と地域的特徴
第2章  グレゴリウス改革期のバルセロナ伯

領における統治構造の転換――伯と
教会の関係を中心に

第3章  カタルーニャにおけるグレゴリウス7

世、ウルバヌス2世の政策とその帰結
――地中海におけるローマ教会進出
の一事例

第4章  12世紀におけるバルセロナ伯と司教
座の関係の変容――タラゴーナの事
例

第5章  辺境地帯における統治構造――王権
とテンプル騎士修道会の関係

第6章  辺境社会の成長過程――入植者の経
済的状況と社会的状況の可能性

第7章  ムデハルとユダヤ人の境遇――異教
徒集団の社会的統合プロセス

結論と展望

序章において、著者は中世スペイン史研究の歩
みを次のように総括し、また研究対象としてアラ
ゴン連合王国の政治体制を選択した理由を提示す
る。すなわち現在に至るまで、スペインの学界に
おいてはスペイン史＝キリスト教世界の発展とい
う文脈の中でイスラーム勢力を「他者」と捉える
傾向にあるのに対し、外国人研究者は主に文化面
におけるイスラーム文明のポジティヴな影響を強
調してきた。しかし両者に共通する特徴として、
心性や文化的側面への注目と、政治的側面への相
対的無関心がある。そうしたなかで、中世イベリ
ア半島における政治制度研究の主な関心は征服活
動の中心であったカスティーリャ王国にあり、戦
争指導者であった王権が一貫して強力な権力を有
したとの単線的見解が主流であった。しかし60

年代以降に現れてきた中間権力の個別研究は、カ
タルーニャにおける教会や領主層が伯・王に対し
て自立的であったことを示しており、分権化の傾
向が想定される。一方こうした近年の研究も、史
料面での教会文書への依存や政治的状況・外交関
係の影響を考慮できていない等の問題をはらんで
いるため、より多様な史料を用いた複合的検討が
必要である 1。
また史料については、バルセロナ伯の文書、各
地の教会文書、教会会議録、入植許可状など多岐
にわたる史料が解説されている。
第1章では、ローマ時代から本書で取り扱われ
る12世紀までのカタルーニャの地域的背景と政
治状況、とりわけ封建制度の推移が概括される。
フランク王国から自立したバルセロナ伯領はロー
マ的・西ゴート的伝統を残しつつローマ教会とも
関係構築に努め、独自の文化的特徴を形成した。
イスラーム勢力が強力であった11世紀まで征服
活動は進展しなかったが、無人地への入植活動を
通じて有力者が大規模所領を形成したため、征服
に先立って領主貴族層の形成が進行していた。バ
ルセロナ伯は貴族層の既得権益承認と引き換えに
誠実宣誓や奉仕を義務付け、封建化を進めたが、
伯の権威は限定的であった。
以上のような背景から、著者はバルセロナ伯が
征服活動を好機として自己の権力強化を図った筈
と推測し、伯側の政策に焦点を当てた分析を進 
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める。
第2章では、教会改革期における伯―教会関係
と、教会改革がバルセロナ伯領の統治構造に及ぼ
した影響が分析される。元来カタルーニャにおい
ては司教や修道院長の多くを伯家・副伯家出身者
が占め、世俗権力と結びついて政治上の機能をも
担っていたが、1068年に聖職売買の禁止、1131年
には教会の自由が宣言され、バルセロナ伯は聖職
叙任権を放棄した。しかし同時期に伯はしばしば
教会保護令を発し、教会への影響力を保持しつつ
伯権力の強化を図っていた。教会改革を受け入れ
ローマ教皇との関係を強化することで、征服活動
への支援も獲得できた。
続く第3章では、教皇グレゴリウス2世（在位

1073-85）とウルバヌス2世（在位1088-99）の政策
を取り上げ、教会側の視点からカタルーニャで
の活動を分析する。教皇アレクサンデル2世（在
位1062-73）以降のローマ教会はイベリア半島に
積極的に進出を試みたが、これは叙任権闘争で敵
対した神聖ローマ皇帝に代わる勢力基盤を築く意
図に基づいていた。グレゴリウス7世はカタルー
ニャの俗人・教会双方と関係を構築し、在地勢力
も積極的にそれを受容した。これはバルセロナ伯
家の内紛による権威低下の結果、俗人諸侯や聖職
者が教会に保護を求める動きが顕在化したことを 
示す。
ウルバヌス2世期には教会集権化の動きが一層
顕著となった。イベリア半島全体における教会再
編が進み、カタルーニャ教会は南仏のナルボンヌ
大司教座から分離されてトレド大司教座に組み込
まれた。その一方で、カタルーニャ内の修道院は
教会改革推進派であった南仏の大修道院に従属す
る方策が採られた。またウルバヌス2世は都市タ
ラゴーナの再復を推進したが、バルセロナ伯では
なく自らの指導する教会勢力の主導で征服を進め
ようとした。これらの政策はいずれも失敗に帰し
たものの、ナルボンヌ大司教座からの独立はカタ
ルーニャが独自の大司教管区として組織される契
機となった。
第4章では、12世紀を通じて伯権力と領主貴

族、教会の関係がいかに変容したかが分析され
る。12世紀はタラゴーナ、トゥルトーザ、リェ

イダ等イスラーム勢力下以下の諸地域が再征服さ
れ、入植活動を通じてキリスト教徒の共同体が形
成されていった時期に当たる。この時期について
は、領主貴族と司教座が相互の権力強化を図り、
自立性を強めてゆく傾向が既に指摘されている。
しかし著者は12世紀以降に復興された司教座に
ついては異なる状況が生じ得るとし、1130年台
に入って征服されたタラゴーナを事例に入植の実
態を分析している。この時期のバルセロナ伯は南
仏諸侯や俗人領主の統制に忙殺され、タラゴーナ
周辺地域においては、タラゴーナ大司教との共闘
統治体制を条件付きで受け入れ、入植活動の委託
等も行っていた。これは教会を利用して征服地の
統治を行うという伯主体の施策であり、歴史的状
況に適合したものであったが、長期的には教会に
対する伯の影響力低下を招いた。
第5章から第7章では、12世紀半ば以降再征服
された地域、とりわけトゥルトーザ・リェイダ
等の前線地域における政治体制の特徴、形成過
程、入植者集団の実態が分析される。第5章では
テンプル騎士修道会との関係、第6章では入植者
集団の実態、第7章ではムデハル・ユダヤ教徒住
民の状況が主題である。テンプル騎士修道会はバ
ルセロナ伯と協調してトゥルトーザ攻略に参加し
た後、1182年に領主権を購入したが、徴税権や裁
判権は依然として伯の制約を受けていた。しかし
13世紀にアルビジョワ十字軍に敗北し、伯権力
が弱体化すると、それ以降は教皇の影響下でテン
プル騎士修道会の影響力が大きく強化された。
トゥルトーザでは入植活動後、司教座やテンプ
ル騎士修道会は土地の寄進や購入を通じて所領を
拡大した。入植者誘致のため経済負担は低く抑え
られており、また教会が入植者に投資を行った
り、寄進と引き換えに入植者を保護する等、一種
の社会保障的役割も担っていた。
第7章は、トゥルトーザ周辺地域の土地文書か
らムデハルの状況を分析した貴重な研究である。
14世紀の財政文書においてはすでに重要な王権
の支柱となっているムデハルであるが、征服に伴
い大規模なムデハル集団が生じた12世紀の彼ら
の境遇はどのようであったのか、いかにして彼ら
はキリスト教社会の構成要素としての地位を確立
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していったのか。トゥルトーザのムスリム住民は
征服直後には土地の没収を受ける等、明らかな状
況の悪化が想定されるが、1180年代に入って土地
経営の状況が安定化すると、キリスト教徒とムス
リムの間で保有契約、地代契約等が結ばれ始め、
新たな状況が生じてきた。またキリスト教徒がム
スリムから土地を取得する際も、没収ではなく対
価を支払っての土地購入であったことを示す文書
が現れる。こうした状況の出現を以て、著者はム
デハルがキリスト教社会における一定の地位を獲
得したとする。こうしたムデハルに対する姿勢の
変化は、入植者不足に起因する労働力の不足が
あった。但し外部から獲得された捕虜・奴隷は依
然として存在し、両者の共存関係には一定の限界
もあったとされる。
最後に、カタルーニャにおける伯権力・王権が
ただ教会領主や俗人貴族層の伸長を放置してい
たわけではなく、伯の能動的な施策や様々な措
置、ローマ教会の介入といった歴史的環境の影響
といった複合的要因の帰結であったと結論付けら 
れる。

Ⅲ．本書の意義

本書の意義の第一は、レコンキスタ期の政治状
況と豊富な文書史料を併せて分析することによ
り、複数勢力の交錯するアラゴン連合王国の政治
状況とその推移を具体的に描き出している点にあ
るといえる。また、研究対象を先行研究の蓄積が
相対的に少ないバルセロナ伯領・アラゴン連合王
国に設定し、フランスやローマ教会の影響といっ
たカタルーニャ固有の要因をも視野に収めること
により、カスティーリャ中心の先行研究に対する
反例を示し、イベリア半島における国家形成の多
様性を明らかにしている。ローマックスはカタ
ルーニャ、ナバーラ＝アラゴン研究の進展を受け

て「これらの地方をカスティーリャの国家的成長
の単なる付属物と見なすことはもはや不可能に
なった」2と述べているが、本書はアラゴン連合
王国の国家形成過程の特色を十分に明らかにして
いるといえる。ただし、本書ではカスティーリャ
側の状況についてはさほど具体的な言及がなされ
ていない。アラゴン連合王国とカスティーリャ王
国とではレコンキスタの本格化した時期に若干の
ずれがあるとはいえ、入植状況、教会、ムデハル
の境遇といった本書の主要なトピックについて
は、カスティーリャ側の状況もある程度併記さ
れ、踏み込んだ比較がなされていればより理解が
深まったものと思われる。
異教徒との「共存」や「寛容」という観点から見
れば、ムデハル及びユダヤ教徒集団を対象とした
第7章はイベリア半島征服時にムスリム側が示し
た、キリスト教徒に対する態度と比較すべきとこ
ろも多く目を引く。トゥルトーザの事例では史料
上の制約もあり、大まかな傾向以上のことは解明
されていないが、ムデハル住民の権利保障が入植
者不足に起因する労働力不足といった状況の中で
社会的有用性を評価されたため、という結論は説
得的である。しかし、12世紀から13世紀初頭ま
でのムスリム住民の状況の推移と、それ以降の入
植政策との具体的な連続性までは本書では示され
ていない。この点については、今後カスティー
リャも含めたレコンキスタ期の様々な事例が比較
検討され、より具体的な展望が描かれることを期
待したい。
総じて本書は、従来注目されることの少なかっ
たレコンキスタ最初期の国家形成のあり方を、
「イスラーム勢力との対峙」をはじめ複合的な要
因と関連付けた好著といえる。研究動向の整理も
分かりやすく、初学者にとっても有益である。
猶、本書は松下幸之助記念財団による2015年

度松下正治記念学術賞受賞作である。
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