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研究成果の概要（和文）： 

 従来の研究では、ヨーロッパ「近世」の前半（1648 年ウェストファリア講和

条約頃まで）は宗教戦争の時代とみなされているのに対し、「近世」の後半は、

いわゆる主権国家体制が前提とされ、各国ごとに世俗化した啓蒙主義の伝搬が

説明されてきた。本研究は、近世後半に顕著になった変化として、（1）政治社

会における宗教の位置づけの変化、（２）国家領域を超えた人や集団の結合が領

域国家の政治的歴史展開のなかで果たした役割の変化、（３）商業空間の急激な

拡大とその質的変化という、三つの歴史的展開を重視し、これらの展開を一国

史の枠組みに基づいた内的発展に限定してみるのでなく、国家領域にとらわれ

ない宗教的・政治的・経済的ネットワークの観点から具体的に検討を試みた。

また時代はナント王令廃止(1685)と名誉革命(1688-89)という二つのヨーロッ

パ規模での事件がおこった 1680 年代に焦点をしぼることにより、ヨーロッパ的

連関と英蘭仏のみならずスペイン、ポーランドやスイスなどより多くの地域の

比較をあきらかにしようとした。そして 13 名の研究分担者・研究協力者の協力

を得て、2009 年３月 21 日には、国際シンポジウム Rethinking the Glorious 

Revolution in a European Context（基調報告はバンゴール大学トニ・クレイ

ドン教授およびレイデン大学ダヴィド・オネキンク専任講師） 、2009 年 12 月

19 日には、シンポジウム「１６８０年代から近世ヨーロッパを視る −政治・

宗教・商業空間の転換とネットワーク−」（基調報告は本科研のメンバー）を開

催した。また研究成果の一部として、科研参加者たちの論考を東京大学大学院

総合文化研究科地域文化研究専攻紀要『Odysseus』第 14 号別冊１（2010 年 2

月刊行）にまとめることができた。一国史をこえた近世ヨーロッパ像の構築は

まだ大きな課題を残しているが、本研究はこれらの研究成果によって、ナショ

ナルとトランスナショナルな側面をあわせもつ「近世」像を提示することがで

きたのではないかと考える。 
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研究成果の概要（英文）： 

The early modern period in Europe, i.e. from the Reformation in the sixteenth 

century to the time of the French Revolution in the late eighteenth century, has 

often been divided into two parts: before and after the Peace of Westphalia. The 

earlier half is described as the time of European-wide religious war, while the 

latter part is seen as the age of emerging nation states and of the enlightenment. 

As a corollary to this, historical phenomena in the latter period tend to be 

explained mainly according to their national context, and the influence of religion 

is downplayed.  

This project aimed to encompass religious, political and commercial developments 

and experiences in the latter half of the early modern period. How did the role of 

religion change in a more ‘political’ Europe? What was the role of transnational 

networks and individuals’ allegiances in the emerging modern nation states? And 

how did expansion of the commercial sphere affect people’s experience?  

In order to answer these questions, we analysed the roles of religious, political and 

commercial networks at the time of the Revocation of the Edict of Nantes in France 

(1685) and the Glorious Revolution in England (1688-89); these two events were 

deeply related and had Europe-wide impact. The project brought together a wide 

range of international research and expertise with the aim of exploring the 

European dimension and comparisons with other areas. With the help of ten 

historians, we organised an international symposium “Rethinking the Glorious 

Revolution in a European Context” on 21 March 2006 (key speakers were Professor 

Tony Claydon of the University of Bangor and Dr David Onnekink of the 

Universities of Leiden and Utrecht) and a symposium “Rethinking the early 

modern Europe in the 1680s: roles of political, religious and commercial networks 

and spheres of their influence” on 19 December 2009 (involving all members of the 

project). Furthermore we published some of our research results as Odysseus, 

Journal of Area Studies, the University of Tokyo, vol 14, special issue 1. We believe 

these works show the importance of transnational aspects in religious, political 

and commercial developments and experiences of the latter half of early modern 

period and represent a significant attempt to overcome the limits of historical 

understanding inherent in the framework of national history. 
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１．研究開始当初の背景 
本研究は、西洋近世における政治的歴史展開
がもっぱら一国史の枠組みに基づいて説明
されてきたのに対して、国家領域にとらわれ
ない宗教・政治・商業的ネットワークの観点
から具体的に検討することが出発点であっ
た。その際に、17 世紀後半・18 世紀におけ
る宗教の役割を再検討する重視した。 
 
２．研究の目的 
近世ヨーロッパにおける宗教的・政治的・商
業的ネットワークに着目することによって
トランスナショナルな歴史展開を明らかに
すること。 
 
３．研究の方法 
イングランド史の西川、アイルランド史の勝
田、フランス史の大峰、そして途中からオラ
ンダ史の杉浦が加わって、1680 年代に焦点
を絞りながら、国家領域にとらわれない宗教
的・政治的・経済的ネットワークの具体的な
検討に努めた。同時に、海外の研究者４名、
国内の研究協力者 6 名の協力を得て、ヨーロ
ッパの多地域からの視座を生かしながら、総
体的なヨーロッパ像の把握に努めた。 
 
４．研究成果 
①国際シンポジウム Rethinking the 
Glorious Revolution in a European 
Context（2009 年３月 21 日、明治大学駿
河台キャンパス）、②シンポジウム「１６
８０年代から近世ヨーロッパを視る −
政治・宗教・商業空間の転換とネットワ
ーク−」（2009 年 12 月 19 日、東京大学駒
場キャンパス）、③東京大学大学院総合文
化 研 究 科 地 域 文 化 研 究 専 攻 紀 要
『Odysseus』第 14 号別冊１（2010 年 2
月刊行）。 
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