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 King John, the fifth and youngest son of Henry II, lord of Ireland and king of England, duke of Normandy and 

of Aquitaine, and court of Anjou, died 18/19 October 1216. This year is the anniversary of his death and the 

international conference,‘King John 1216-2016, 800 years’was held at Dublin Castle, built under John’s order.     

 He is one of the most important figures of the English in Irish history. This paper introduces the programme of 

the 1st day of the conference and shows how John is regarded as a lord of Ireland among scholars recently.                  
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はじめに 

 

今年は，イングランド王ジョン（在位1199～1216年）の

没後800年の年に当たる．アイルランドでは，これを記念

して，「ジョン王 1216～2016年  800年」（King John 

1216-2016, 800 years）と題する国際学会がジョン王ゆかり

のダブリン城で開催された．開催の趣旨，プログラムや

発表者についてはHP上で紹介されている１）． 

本稿では，2016年9月8～10日に開催された，この学会の

一日目（8日）の様子を紹介しつつ，アイルランド中世史

学界において，現在，ジョン王がどのようにとらえられて

いるのか，どう評価されているのかについて論じたい． 

まだ王子であった1177年に，ジョンは父のヘンリー2世

により「アイルランドの（上級）領主」（Dominus Hiberniae 

/ lord of Ireland）に任命された．1185年と1210年の2回，ジ

ョンはアイルランドに遠征している．アイルランドの植民

地統治の根源とも見なされることのあるジョンであるが，

その実態はどのようなものであったのだろうか． 

 

１．学会「ジョン王 800年」の第一日目 

  

 アイルランド史において，2016年という年は，何と言っ

ても1916年4月24日の復活祭最初の月曜日（イースター・

マンデー）に決行された「イースター蜂起」から100年目

の年として重要である．長くブリテンに植民地支配されて

きたアイルランドが，独立戦争を経て，アイルランド共和

国として独立する契機となった劇的で人々の記憶に深く

刻まれた歴史的事件である（1922年の独立当初は「アイル

ランド自由国」であった）．アイルランド国立図書館では，

イースター蜂起の主要メンバー7人に焦点を当てた展示が

行なわれていた．これも2016年秋現在HP上で見られる２）． 

筆者が参加した中世を対象とした学会でも，「イースタ

ー蜂起」の記念の年でもあることが，司会者によって言及

された．日本でも100周年の記念の年に国際シンポジウム

が開催される「イースター蜂起」（日本アイルランド協会

2016年度年次大会にて12月10日開催）とは異なり，「ジョ

ン王 800年」はかなり限定的な研究者の集いであった．

参加者は50～60人くらいで，そのうち23人が発表者であっ

た．発表者のほとんどはブリテン諸島の大学教員で，ジョ

ン王に関する研究をしてきた研究者，あるいはジョン王が

生きていた12～13世紀を専門とする研究者が発表者とし

て集められたようだった． 

 これまで筆者は，ジョンについて言及することはあって

も３），ジョン自身を研究対象として論文を執筆したことは

ない．ジョンは，父ヘンリー2世とならんで，中世アイル

ランド史においてきわめて重要なイングランド王である．

この学会への参加を機に，尐しでもジョンとアイルランド

の関係について理解を深めたいと考えた． 

 「ジョン王 800年」を企画したのは，Ｔ・オ・キーフ

とＣ・ヴィーチのようである４）．司会も務めたオ・キーフ

は，歴史学というより考古学が専門の研究者で，中世アイ

ルランドの教会建築・美術に関する著書が多数ある．ヴィ

ーチは，アメリカ出身の若手研究者で，ド・レイシー家に

ついての著作を刊行している．ジョンとアイルランドをテ
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ーマにしたセッションは第一日目にあったので（二日目以

降は，ジョン王と教会・女性・戦争と平和などをテーマに，

ジョンをめぐる多岐にわたるセッションが用意されてい

たが），その日だけ参加した． 

 Ｓ・チャーチの基調講演，‘John and the Rulership of his 

Lands’で幕を開け，ヴィーチの発表，‘Ireland and the 

Angevin Empire’で「セッション1 ジョンとアイルランド」

が始まった．上記の二人の研究者を含め，本人の，あるい

は他の研究者のこれまでの研究をまとめたような内容の

発表が続いたが，Ｎ・ヴィンセントとＭ・Ｔ・フラナガン

の発表は，それぞれ新しい知見を聴衆に提供してくれる内

容の濃いものであった．また，中世ダブリンの研究で数々

の業績のあるＳ・ダフィーは,やはり‘John and Dublin’の

題で発表をしていたが，「ヴィクトリア女王はアイルラン

ドに2回来たが，ジョンも2回来ている（ので立派だ）」と

いうようなことを言い，笑いを誘っていたのが印象的だっ

た． 

 ヴィンセントは，証書（チャーター）のコピーや地図の

ハンドアウトを用意してくれた．‘John and Ireland before 

1199’と題する発表で，マンスター地方ティペラリー州ア

ルドフィナン（Ardfinnan）を中心に，この地に進出したジ

ョン王の戦略について論じていた． 

 ‘Fomenting Factionalism in Angevin Ireland: The Role of 

John as Lord and King’と題するフラナガンの発表は圧巻で

あり，できればもっと時間をかけてじっくり拝聴したい内

容であった．証書やウィリアム・マーシャル（1219年没）

の伝記，年代記史料などを駆使して，1185年のジョンのア

イルランド遠征に同行したセオボルド・ウォルター（1206

年頃死去）とジョンとの主従関係の変化とセオボルドが所

有する土地の変化について明らかにしていた．レンスター

地方のミーズ州アルドモーカン（Ardmulchan）の土地を中

心に取り上げて，その所有者がセオボルドからレイシー家

に移った背景には，セオボルドが1194年にジョンの兄リチ

ャード1世（在位1189～99年）側につき，王となったジョ

ンによって1199年にランカスター地方やその他の土地を

奪われた事実があったことが示唆された． 

 この学会の研究発表も書籍化されるそうであるが，あま

り時間を経ずに刊行されることを願う．2007年にウィリア

ム・マーシャルがキルケニーで証書を発行した年（1207

年）の800年を記念して開催された学会の書籍が，未だに

刊行されていないという例がある（2016年11月に刊行予

定）． 

 

２．イングランド王としてのジョンの評価 

 

ブリテン諸島の研究者もよく言及しているが，一般にジ

ョン王は歴代イングランド王の中でもとくに人気がない．

「最も嫌われている王」「最悪の王」と記されることさえ

ある．映画では，「冬のライオン」（アンソニー・ハーヴェ

イ監督，1968 年）で容姿のさえないわがままな末っ子と

して，「ロビン・フッド」（リドリー・スコット監督，2010

年）でもどうしようもなく愚かで邪悪な王として描かれて

いた．「ロビン・フッド」伝説では，ジョンは，「善い王」

の兄リチャード 1 世に対して，「駄目な弟」として描かれ

ることが多い．歴代イングランド王に「ジョン」という名

の王はただ一人であり，今後も次の「ジョン王」はなかな

か出現しそうにない．「‘国王ジョン 2 世’の誕生は，‘ブ

リテン共和国’の誕生よりもありそうにないこと」とさえ

言われている５）． 

 ジョンは，1167年12月24日のクリスマス・イヴに，ヘ

ンリー2世（在位1154～89年）の五男としてオックスフォ

ードで生まれた６）．母はアリエノール・ダキテーヌ（アキ

テーヌ女公エレノア）であり，上に多くの男兄弟がいて相

続する土地がないことから，子供時代から「欠地王」

（Lackland）というあだ名をつけられていた．上の兄二

人が夭折し，三男のリチャードが父の跡を継いだ．「獅子

心王」と呼ばれたリチャード1世は，十字軍遠征など軍事

に明け暮れ，国王時代にイングランドに滞在することもほ

とんどなく，わずか10年ほどで統治を終えた．後継者とな

る子はいなかった．また，後述する四男の兄もすでにこの

世にいなかった．こうして「欠地王」ジョンが，イングラ

ンド国王の地位を得ることになった． 

 「イングランド国王」以外にも，ジョンは，「アイルラ

ンド領主」「ノルマンディー公」「アキテーヌ公」「アンジ

ュー伯」の称号を持つ．1171年のアイルランド遠征後，父

ヘンリーは，末子のジョンの将来のために，ジョンを1177

年に「アイルランド領主」とした．1185年には，当時は王

子だったジョンがアイルランドを遠征している．兄リチャ

ードが死去した際，ジョンは，ジョンの兄でヘンリー2世

の四男であったブルターニュ公ジェフリー（ジョフロワ）

（1186年没）の息子アーサー（アルテュール）とイングラ

ンド王位を争った．有力な貴顕ウィリアム・マーシャルら

がジョンを支持し，ジョンはアーサーを押しのけて王位を

獲得した．1203年に死去したブルターニュ公アーサーは， 

ジョンの指示によって殺害されたと推察されている． 

 兄リチャードと異なり，ジョンは武勇面で成功を収める

ことはなかった．1204 年以降，ノルマンディーやアンジ

ューなどの領土をフランス王フィリップ 2 世によって没

収された．大陸での領地回復を狙った 1214 年のブーヴィ

ーヌの戦いでも，フィリップ 2 世の軍に敗れた７）．カンタ

ベリー大司教の任命権をめぐってローマ教皇とも対立し，

1209 年にはインノケンティウス 3 世によって破門されて

しまった．こういったところから，イングランド王として

のジョンの評価は芳しくなく，日本語で「失地王」の汚名

も新たに帰せられることになる． 

 きわめつけは，1215 年の「マグナ・カルタ（大憲章）」

の調印である．マグナ・カルタは，ジョン王以上に有名で，

どの世界史の教科書にも，たとえジョンの名がなくとも，
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マグナ・カルタは登場する．ロンドン南西部のラニーミー

ドで，ジョン王に反発する諸侯と都市代表が王に認めさせ

た大証書である８）．2015 年 6 月 15 日には，発布から 800

年を記念する式典がラニーミードで開催された．マグナ・

カルタは，その記念式典にエリザベス女王やキャメロン首

相が参列するほど重要なものであり，2009 年にはユネス

コの世界記憶遺産にも登録されている．王権の濫用を阻止

するために，諸侯の権利や，都市や教会の自由を国王が認

めることが求められた．近現代の人権宣言や世界各国の憲

法に，部分的ではあれ，影響を与えたと言われている．こ

とにブリテンでは，基本的人権と立憲君主政の出発点とな

った文書として認識されている．  

 大陸所領の多くを失うことになったジョン王の大陸政

策の失敗が，イングランド諸侯の反乱を招いた．そして，

世界的に有名なマグナ・カルタが誕生したというわけであ

る．なお，ジョンも，跡を継いだ国王ヘンリー3 世も，マ

グナ・カルタを無視する政策をとり，1225 年の第 3 版で

文言が確定するなど，マグナ・カルタ自体がその後も何度

も修正・再公布されていくことになる． 

 

３．アイルランド領主としてのジョン 

 

 次に，アイルランド領主として，ジョンがどのように評

価されているのかについて見ていきたい９）． 

 上記のように，1177 年にジョンはアイルランド領主と

なったが，このとき尐年であったジョンは，名ばかりの領

主であった．ジョンが，領主としての自分の実力を試され

たのが，1185 年春の遠征であった．父ヘンリー2 世によ

って入念に準備されていた遠征であったが，成功したとは

言えないものであった．ジョンと父が随行させてくれた有

能な家臣たち一行は，4 月 25 日頃にマンスター地方の南

部の港ウォーターフォードに上陸し，12 月 17 日までアイ

ルランドに滞在した．マンスターを北上し，ダブリンに長

期滞在した．滞在中，すでにアイルランドに入植していた

イングランド王の家臣たちにジョンの上級支配権を認め

させ，彼らをイングランド王の支配下に戻すことが目的で

あった．しかし，当時，入植者たちの指導者であったヒュ

ー・ド・レイシー（1186 年没）らと対立し，自身のアイ

ルランドにおける上級支配権を確立することはできなか

った．一方，ジョンによりリムリックに土地を与えられ，

その後，コナハト地方にも勢力を伸ばしたウィリアム・

ド・バーグ（1205 年没）のように，1185 年の遠征の随行

者の中には，アイルランドで地位を築いていった者もいる． 

 ヘンリー2 世は，ジョンに再度のアイルランド遠征を勧

めたようだが，兄ジェフリーが 1186 年に死去したことも

あり，対外政策が変更され，ジョンの王子時代の再度の遠

征は取りやめになった．最初の遠征の失敗もあり，ジョン

を「アイルランド王」にする計画も頓挫した．結局，テュ

ーダー朝のヘンリー8 世まで，アイルランドの支配者とし

てのイングランド王の称号は，「アイルランド領主」のま

まであった． 

 アイルランドには行くことがなくても，ジョンは，アイ

ルランドでの領主権保持にこだわった．たとえば，レンス

ター王の孫娘と結婚したウィリアム・マーシャルにレンス

ターの支配権を譲ろうとしなかった．ウィリアム・マーシ

ャルとジョンは，ジョンがイングランド王になってからも

対立と和解をくり返すが，ジョンの死後，わずか 9 歳で即

位したジョンの息子のヘンリー3 世を摂政として支えた

のが，ウィリアム・マーシャルであった 10）． 

 イングランド王に即位してのち，対外政策の行き詰まり

から，アイルランドでの領主権を固めたいと考えたジョン

は，1210年6月20日に再びアイルランド遠征を行なった．

今度はウォーターフォード近郊に上陸した．700隻もの船

で赴き，軍勢の中にはフランドル人の傭兵もいたと伝えら

れる．8 月 25 日までの 9 週間の遠征で，王の意向に従わ

ない上記のヒュー・ド・レイシーの息子で同名のアルスタ

ー伯ヒュー・ド・レイシー（1242 年没）をアルスターか

ら，もう一人の息子ウォルター・ド・レイシー（1241 年

没）をミーズから追放した。1185年の遠征よりは成果が 

あったが，ジョン王がアイルランドで，イングランド人と

アイルランド人両方の領主たちに対して，堅固な領主権を

確立したとはとても言えない状況であった． 

 アイルランドでの支配権の拡大という面では，成功を収

めることができなかったジョンであるが，アイルランド中

世史学界における彼の評価はそう悪くはない．1980 年代

くらいまで，研究者のジョンへの評価が相当高かったこと

が紹介されている。例として，ジョンについての著作もあ

るイングランド中世史を代表する研究者Ｗ・Ｌ・ウォレン

（Warren）（1994 年没）は「アイルランドでかつてなく成

功した上王」と言い，同じくアイルランド中世史の大御所

Ｆ・Ｘ・ マーティン（Martin）（2000 年没）も「イングラ

ンドでは最悪の王として描かれるが，逆説的にアイルラン

ドでは最高の王」と評したという 11）． 

「ジョン王 800 年」と題する学会を催したオ・キーフ

らの評価はそこまで高くないが，父のヘンリー2世以上に，

アイルランド史においては重要な存在であるという認識

では一致しているようである．そういった評価は，この学

会での研究者たちの発表を聴いていても伺えた．たとえば，

1185 年のジョンのアイルランド遠征に同行したジェラル

ド・オヴ・ウェールズ（ギラルドゥス・カンブレンシス）

（1223 年頃没）は，アイルランド人を徹底的に野蛮人と

して描写しているが，事実と異なる点はすぐさま研究者た

ちによって否定される．このようにアイルランド人を蔑視

する描写が，イングランド王によるアイルランド支配を正

当化する手段であったことは自明の理である．そういった

側面が考慮されつつも，実務的な面でジョンがアイルラン

ドで果たした役割が評価されているのである． 

 最近の研究者たちによって，アイルランドへのイングラ
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ンドの法律や行政組織の導入，城の建設，硬貨鋳造がジョ

ンの功績として挙げられている 12）．ジョンは，イングラ

ンドの財務府，裁判制度，法律をアイルランドにもたらし

た．総督（justiciar）や裁判官をはじめ，王の臣下の役人

をアイルランドに派遣した．ダブリンに「小さなウェスト

ミンスター」を設置し，アイルランドの司法・行政・財政

の中心とした．オ・キーフとヴィーチは，「こうして，ジ

ョンの統治は，ウェストミンスターに従属したダブリンの

植民地化の始まりとなる」と結論づける 13）． 

 「ジョン王 800年」の学会が開催されたダブリン城と

マンスター地方のリムリック城が，ジョンがアイルランド

に建設した城の中でもとくに重要である．1204 年にジョ

ンの命令によって建設されたダブリン城は，その後，イン

グランドの植民地支配の象徴となっていく．現在の建物の

ほとんどは 18 世紀以降に建てられたもので，中世の遺構

は，1210 年以降に建てられたと推定されるバーミング・

タワーと 1226 年に建設されたレコード・タワーのみであ

る．一方のリムリック城は，シャノン川に面し，1200 年

頃から建設された中世そのままの城である．「ジョン王の

城」と呼ばれ，硬貨鋳造など中世の歴史や生活が再現され

ており，当時の面影を感じ取ることができる．このように，

ジョンの城建設者としての面も評価されている 14）． 

 最後にもう一点，「マグナ・カルタ・ヒベルニアエ」

（Magna Carta Hiberniae）について言及したい．いうまで

もなく，1215 年に調印されたマグナ・カルタのアイルラ

ンド版である．Ｐ・クルックスが，2015 年のマグナ・カ

ルタ誕生 800 年目の記念の年に，これについて紹介して

いる 15）．それによると，1216 年 11 月 12 日，ジョンの死

後，尐年王ヘンリー3世の摂政となったウィリアム・マー

シャルによりマグナ・カルタが再発行された．1217 年 2

月 6日にこれがアイルランドに送られた．このマグナ・カ

ルタ・ヒベルニアエは，尐々イングランド版と異なり，ロ

ンドンに相当する都市はダブリンとされ，ダブリンを流れ

るリフィー川がテムズ川に相当した．アイルランドで自由

を保障されたのは，当然、イングランド人であり，現地の

アイルランド人の民に対して，イングランド人の入植を定

義するものとして機能したようである．このマグナ・カル

タ・ヒベルニアエの役割は，1366 年に制定されたキルケ

ニー法によって取って代わられることになる． 

 イングランドにおいても，行政手腕については評価され

ることがあるジョン王は，とくにアイルランドでそれを発

揮し，以降のアイルランドの歴史に大きな影響を与えたと

現在の研究者たちから評価されている． 

 

おわりに 

 

 本稿では，「アイルランド領主」としてのジョン王の評

価について考察した．ジョンがアイルランド領主となった

のは，まだ幼い時で，いわば相続すべき土地を持たない末

子を不憫に思った父ヘンリー2 世からの贈物であった．成

長したジョンは，1185 年に最初のアイルランド遠征を実

行するものの，現地にすでに土地を得ていたイングランド

人の家臣たちを制御することができなかった．そのことが

父であるヘンリー2 世を失望させ，ジョンが「アイルラン

ド王」になることはかなわなかった．その後，兄が全員死

去し，ジョンに思いがけずイングランド王位がめぐって来

た．イングランド王として，ジョンは，フランス王フィリ

ップ 2 世と，イングランド王家（アンジュー家）がフラン

スに持つ所領をめぐる争いをくり返した．これに失敗し，

大半の領地を失った後，ジョンは，今度はイングランド王

としてアイルランドに再度遠征する．1210 年のことであ

った．最初の遠征から 25 年が経っていた．一部，ジョン

の意向に従わないイングランド人領主を追放したが，アイ

ルランド全土で上級支配権を確立することはなかった． 

 その一方で，行政・司法・財政面で，ジョンはイングラ

ンドの制度や法律をアイルランドに導入した．そのことが

現在の中世アイルランド史の研究者たちにも評価されて

いるのである． 

 

（補論） 

 2016 年 9 月のダブリン滞在中，アイルランドの研究者

と話をしている時，次のような話題になった．「アイルラ

ンド人に嫌われているイングランド人のトップ 3 は誰

か？」．これは，筆者と話をした研究者の主観的な意見で

はなく，その研究者が考える客観的な選定である． 

 第 3 位は，ジョンの父ヘンリー2 世である．1171～72 年

に最初にアイルランド遠征を行なったイングランド王で

ある．彼によって，イングランド王によるアイルランド支

配の歴史が始まった． 

 第 2 位は，イングランドで宗教改革を実施したヘンリー

8 世（在位 1509～47 年）である．入植したイングランド

人が「ゲール化」し，中途半端に終わった中世のアイルラ

ンド支配であったが，この王の時代にイングランド王は

「アイルランド王」の称号も獲得した．アイルランドの「再

植民地化」「徹底したイングランド化」をはかり，反抗す

る現地の支配者には軍事制圧を行なった． 

 第 1 位は，ピューリタン革命の立役者のオリヴァー・ク

ロムウェル（1658 年没）である．プロテスタント化した

当時のイングランドにとって，カトリック教徒の多いアイ

ルランドは反革命勢力の温床であった．クロムウェルの軍

隊は 1649 年 8 月にダブリンに上陸し，翌年 5 月まで，ド

ロヘダをはじめ，各地で多くのアイルランド人を虐殺した． 

 他，ウィリアム 3 世（在位 1689～1702 年）（1688 年の

名誉革命後，妻のメアリーとともにイングランド国王とし

て迎えられたオレンジ公ウィリアム．1690 年のアイルラ

ンドのボイン川の戦いで，カトリック勢力はウィリアム率

いるプロテスタント勢力に敗北した．北アイルランドでは，

プロテスタントによって彼を称える「オレンジ行進」が毎
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年実施されている）やエドモンド・バーク（1797 年没）（18

世紀に活躍した政治思想家．ブリテンのホイッグ党の指導

者．フランス革命を厳しく批判したことでも知られる．ア

イルランド生まれでありながら，アイルランドのブリテン

帝国への合同を奨励した）もかなり嫌われているというこ

とである． 

 ジョン王については，それほど嫌われてはいないそうで

ある．この辺り，ヴァイキングの扱いと似ているように感

じられた．9 世紀以降，ヴァイキングは確かにアイルラン

ドに侵入し，教会や修道院の宝を奪い，多くの人を殺しも

したが，ダブリン，コーク，リムリックなどの都市を築き，

貨幣経済を取り入れ，交易活動を推進し，アイルランドに

たくさんの良いものをもたらしてくれた．それゆえ，ダブ

リンをはじめ，ヴァイキングゆかりの地には，ヴァイキン

グ時代にまつわる観光名所が設置され，アイルランド国立

博物館でもこの時代の展示は充実している．ジョン王も，

リムリックの「ジョン王の城」が示すように，彼が残した

ものが観光名所として機能している．破壊するだけではな

い，アイルランドに良きものをもたらしてくれた侵入者に

対しては，アイルランド人の国民感情も違ってくるのかも

しれない． 

 今回，数年ぶりのダブリン訪問であった．ダブリンに滞

在する際には，できるだけキルデア通りのアイルランド国

立博物館を訪れるようにしている．先史時代から中世にか

けての展示を見るためであるが，沼地で見つかった鉄器時

代のミイラや 800 年頃の詩編の聖書写本など，新たな考古

学的発見があれば，新たな展示がすぐに用意されるので何

度も足を運ばなければならない． 

 中世史に関しては，2014 年 4 月に始まった展示「クロ

ンターフ 1014 年」（Clontarf 1014: Brian Boru and the Battle 

for Dublin）を初めて目にした．1014 年の「クロンターフ

の戦い」は，前述の「ボイン川の戦い」などと並んで，ア

イルランド史において非常に有名な戦いである．中世のア

イルランドの王の中でも，最も成功したといわれるブリア

ン・ボールヴァ（英語名ブライアン・ボルー）は，マンス

ター出身でまずマンスター王となり，やがてほぼアイルラ

ンド全域を支配するまでの偉大な王となったが，1014 年

にダブリン近郊で起こったクロンターフの戦いでヴァイ

キング軍に敗れて戦死した．しかし，ブリアンの軍はヴァ

イキングに対して勝利を収め，以後，アイルランドにおけ

るヴァイキングの勢力は衰退したといわれている．実際に

は，ブリアン側につくヴァイキングもおり，アイルランド

人とヴァイキングが単純に敵味方に分かれて戦ったわけ

ではなかった．この展示には，そういった「神話」を見直

すという意図も込められているようだった．2014 年とい

う年は，言うまでもなく，クロンターフの戦いから 1000

年目の記念の年である．2014 年頃に，学会「ジョン王 800

年」の発表者でもある前述のダフィーのものをはじめ，ク

ロンターフの戦いやブリアン・ボールヴァに関する研究書

がいくつか出版されている． 

 800 年や 1000 年といった記念の年に，その歴史的事件

や遺産に関するシンポジウムや学会が開催され，博物館の

展示や学術書の出版もこれと連携して盛り上がっていく，

というのがアイルランドでも昨今の流行であろうか．本稿

で中心人物として取り上げたジョン王についていえば，死

後 700 年目の年には何の祝いもなかった．それどころか，

まさにその年，アイルランド共和国の実現を目指し，イー

スター蜂起を決行したパトリック・ピアースとその仲間た

ちが「（我々は）王にも皇帝にも仕えない」と誓ったのだ

というエピソードが紹介される 16）．ピアースらイースタ

ー蜂起で戦い，ブリテンによって処刑された人々の宿願は，

「王にも皇帝にも支配されない」アイルランド共和国の実

現であったのだ．さらに 100 年経過した 2016 年と大きな

違いである． 

研究の進展や深化によって，また，その時代の成熟度に

よって，過去の歴史は見直される．800 年や 1000 年の記

念の年に，中世の歴史が改めて脚光を浴び，問い直される

ことは，それなりに意義があることだと言えるだろう． 
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