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北大文学部紀要 41-1 (1992) 

く史料所見> Calendar 01 Papal Registersに

おける教皇官僚

一一-1198年から1471年まで一一一

(中)

東出 功

[VII ] 

本節の検討に先だって，あらためて本稿の主要な典拠を列挙しておきたい。

@ Calendar of Entries in the Papal Registers， relating to Great Britain and 

lreland， Papal Letters， 12 vols. 

以下これを『教皇令状簿Jと呼ぶ。

@ Calendar 01 Entries in the Papal Registers， relating to Great Britain and 

lreland， Petitions to the Pote， vol. 1. 

以下これを『対教皇請願簿』と呼ぷ。

@ R. Naz (dir. par)， Dictionnaire de droit canonique， 7 tomes (Paris， 

1935-65) 

以下これを f教会法事典Jと呼ぶ。

また本節の課題を本稿全体の構想の中で確認するために，本稿(上)の輪

郭を概括しておきたい。まず冒頭の〈はじめに〉の節では本稿執筆の意図が

述べられた。筆者の当面の関心は“capellanuspapae : papal chaplain"に向けら

れている。これには“教皇礼拝所司祭"という訳語を充てておこう。彼らを

どのような視点から検討するか，その点についてはここで反復しない。いず
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北大文学部紀要

れにせよその検討作業を進めるに当っては，教皇官僚の多様な役職の名称に

ついて予備知識が不可欠である。しかも事典水準・概説水準の知識で、は“教

皇礼拝所司祭"関係の史料の読解が不可能である。本稿執筆の意図を要約す

れば，教皇官僚の多様な役職の名称について筆者なりに予備知識を獲得する

ことにあった。

本文第 1節は，どのような役職が検討の対象になるか，そのことの確認の

ために『対教皇請願簿』を試験的に調査した結果の報告である。

第 2節以下では，上記『教会法事典j第 4巻の <CURIE ROMAINE }の

大項目に注目し，そのいわば“目次"を参考にして構成した。本稿関係部分

を筆者なりに再構成すれば，以下の通りである。

o . La Chancellerie apostolique 

o La Chambre apostolique 

o Un tribuna1 de for inteme : la Penitencerie 

o Les consistoires 

o Le tribunal de for exteme : 

la Rota romaine ; 

ebauche de la Signature apostolique 

o La Secretairerie de brefs 

[本稿(上)]

第 2節

第 3節

第 4節

第 5節

同

同

第 6節

[本稿(中)]

第 7節

要するに本節は『教会法事典』の目次に対応するものとしては最終節であ

り，次節以下ではその他の役職が検討される。

~ Secretaria brevium--“小勅書秘書局"

この訳語は前出江草忠敬氏の『カトリック教会法事典』でも用いら

れており，ほぼ慣例と見なしてよい。あらためて『教会法事典』から関係部

分を引用しよう。

①“Vers la fin du Xlue siec1e， la multiplication des recours a Rome rendit 

necessaire l'ouverture， a cote de la Chancellerie apostolique， d'un bureau 
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destine a l' expedition des documents moins solennels que les bulles ce 

bureau etait dit la camera secreta， d' OU le nom de secretarii que port色rentles 

employ白 quiy travaillaient.② Ces employes avaient a leur tete le secre-

tarius domesticus ; ils redigeaient les litterae claωae， litterae breves， que le 

pape scellait de l'anneau qu'il portait a son doigt. ③ Sous Alexandre VI 

(1492-1503)， les scribes de la camera secreta ne redig色rentplus que la cor-

respondance latine avec les princes et les personnages de marque， les brevia 

ad princφes ; les brevia minuta，住opnombreux， furent confies a un bureau 

special qui s'est continue dans la Secretairerie des brefs." IV， 991. (sous 

CURIE ROMAINE). 

まず①によれば， 13世紀末葉にローマへの上訴件数が増大し，聖庁尚書院

だけでは対処が困難になって，新しい部署の新設が必要になった。聖庁尚書

院については，すでに本稿(上)第 2節で述べている。この新しい部署は尚

書院の文書発給機能の一部を継承するもので，尚書院が“bulla"すなわち“大

勅書"を発給するのに対して，新部署からは“breve: brief'すなわち“小勅書"

が発給される。この部署は“camerasecreta"と呼ばれた。字義通りにいえば

まさに“密室"であり，その勤務者の“secretarius"という名称はこの“密室"

に由来する。一般の慣例に従って，これに“秘書官"という訳語を充ててお

こう。原義は“秘密の部屋の書記"であった。

ところで“breve"とは“litteraclausa"すなわち“密封された書簡"あるい

は“litterabrevis"すなわち“短い書簡"の簡略な表現である。この小勅書は

書式が簡略化されている上に，大勅書と異なって教皇諮問会議に付議しその

同意を求める必要がない。いわゆる秘書官は，この小勅書の起草事務を担当

する。首席の秘書官は“secretariusdomesticus"と呼ばれた。②にはその主旨

のことが書かれている。

また③においては，アレクサンデル 6世のもとで小勅書がさらに大きく二

分されること，すなわち“breviaad principes"と“breviaminuta"とに二分さ

れることが指摘されている。前者は各国の君主・要人むけのラテン語の文書

であり，いわゆる“密室の書記官"はこれだけに専念し，後者のためには別

な担当部局が設置されるという。しかしこの分化は，本稿の対象時期以降の

ことである。
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ではこれら秘書官について『教皇令状簿』からどの程度の情報がえられる

か。まずその情報の所在を確認しよう。〔第11表〕はその一覧表である。

なお『対教皇請願簿』からは秘書官が 2名検出され，第 1節〔第 1表〕に

収録されている。次の表の最初の 2名がそれである。

〔第11表〕“SECRETARY"

0省略表記o

bp : bishop [of] abbr: papal abbreviator 

chamb : papal chamberlain memb : member of the papal household 

notary :. papa1 notaoy nunc: papal nuncio 

writ: papal writer 

< br civ > : bachelor of civil law 

< dr can > : doctor of canon law 

< dr civ > : doctor of civil law 

Tu町e，William de: 1344 (Petitions-43) / writ 

Raymbaudi， Tranpmontanus: 1355 (Petitions-290) 

Sancto Ma苅no，Francis: 1357 (III-625) / not紅 y

Au刃mo，Nicolaus de: 1371 (lV-100...) / notary 

Sancto M訂 tino，John de， 1371 (IV-99...) 

Baro凶s，Guillermus: 1373 (lV-106...) 

Bruni， Francis: 1374 (IV-110...) 

Diseur， Nicholas le， 1374 (lV-130...) 

Lanzanico， Francis de: 1389 (IV-320) 

Bosco， Peter de， < dr civ> : 1393 (IV-481) / chamb / nunc 

Bononia [de Fuschis]， John de: 1396 (V-26...) 

Portugruaro， Anthony de， < bp Concordia> :1398 (V-113...) 

Zambecchariis， Peregrinus de: 1399 (V-291...) 

Bremore， John: < br civ> : 1411 (VI-251...) / memb 

Luschis， Anthony: 1411 (VI-334...， VIII) 

Swa戸le，John， < dr can / civ> : 1411 (VI-333...) / abbr 

Ugolinis， James de: 1414 (VI-186) / abbr / memb / nunc / writ 

Malpiglis of Bologna， Nicholas de: 1415 (VI-497) 
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Pistorio， Baroncus de: 1415 (VI-352) 

Capranica， Paul de: 1418 (VII-5) I abbr I memb I writ 

Pileo， Benedict de: 1419 (VII-147) 

Lax， John， < dr can I civ> : 1456α1-44…) I abbr I memb I nunc 

Swan， WiIliam: 1414 (VI-I0l) I abbr / memb I writ 

<exam > 

< exam > 

< lay > 

『対教皇請願簿jr教皇令状簿』の双方から，合計23名が検出された1)。そ

のうちの11名にはく exam> という注記がある。その意味については，後出

の引用[7]で説明する。最後のウィリアムは俗人である。彼については別

稿であらためて検討することとして，ここではその事実を指摘するだけに留

める。

1 ) “Correcta de mandato domini B[;紅白olomei]de Montepoliciano…"一一Letters，

VII， 213. これは原本欄外の注記の一部であり，編者によればここから Bartholomew

de Montepolicianoという“教皇秘書官"の存在が知られるということで，索引では“教

皇秘書官"として記載されている。令状の本文ではなくて，欄外の注記や脚注だけか

ら検出されるものはほかにもある。『教皇令状簿』第 7巻以降の索引からその人名を列

挙しておこう。…， Poggius (VII， VIII); Florencia， A. ; Langusto， Jacobus ;…， Cincius 

(VIII) ; Feletto， Antonius * ; Fe立紅量， Michaelis; Joannes， Matheus ; Montepolitiano， 

Conradus de * Piccolominibus， G. de ;Pontanus， O. * Varris， P. deホ Gregorius

(XI).これら12名のうちで*印のものは，秘書官であり同時に“registrator"すなわち文

書登録の担当官でもあるという。

特徴的な史料を引用し点検しよう。

[ 1 ] ①“Master William de Turre， papal writer and secretaη， who accom-

panied the lord [cardinal bishop] of Palestrina [Peter des Pres]， in his mission 

to France. / For the canonry and prebend of [the collegiate church of] 

Southwell [co. Notts]…・ (1344)"一一 Petitions，p. 43. ②“To Master 

W. de Turre， papal writer， of diocese of Cahors [France]. Reservation， on 

the petition of Peter， cardinal bishop of Palestrina， whose chamberlain he is， 

of a benefice in the gift of the archbishop of York …… (1342)" 一一

Letters， III， 82. 

まず①は『対教皇請願簿』第 1巻からの引用であり，これはウィリアム自身
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からの請願の記録である。彼は枢機卿ピータに随行してフランスへ出張して

いたという。斜線以下が請願事項で，請願対象はサザル在俗共住聖堂の参事

会員資格とそれに付随する聖職禄とである。②は『教皇令状簿』第 3巻から

の引用である。この令状は 2年前に発給され，ヨーク大司教からウィリアム

への贈与を教皇が予約したものである。いいかえるとウィリアムに対して空

席の聖職禄を配当するように，教皇からヨーク大司教に指示がなされた。ウィ

リアムは枢機卿ピータのいわば“侍従"であって，この令状はピータからの

請願に基づいて発給されている。問題はウィリアムの地位である。②では単

に“、pa却pal司耐附附i比ter"つまり

並んで“教皇秘書官"の称号が確認される。なお“清書官"については次節

で検討する。

[2 ]‘'Transmontanus Raymbaudi， papal secretaη.…… for the canonry and 

prebend of Wells …… (1355)一一一 Petitions.，p.290. 

この人物もウェルズ司教座の参事会員聖職禄の授与を請願している。しかし

彼については『教皇令状簿』から情報がえられず，情報といえばわずかにこ

の1件だけに留まる。ともあれ彼もまた“教皇秘書官"であった。

[ 3 ] ① “ …・・・ Francis de Sancto to Maximo， papal notary .…・・ (1356)" 

一一 Letters，III， 622~ ②“・…・・ Master Fr. de Sancto Maximo， papal not-

ary and secretaη …… (1357)"一一一 lbid.，p. 625. ③“…… the death of 

Fr. de Sancto Maximo， papal notary， at the apostolic see (1358)" 一一一

lbid.， p. 591. 

令状を時間の順序で配列した。①③では単に“papalnotary"つまり“起草官"

とだけ書かれているが，②では“教皇秘書官"との兼任が確認されよう。彼

が③の時点すなわち死亡の時点において“教皇秘書官"職から離れていたか

否か，その点は判然としない。なお“起草官"なるものについては，第 9節

で検討する。

[4 ]①“Littere Secrete Nicolai de Auximo， Notarii et Secretaru (1371)" 

一一一 Le.tters，IV， 100. ②“Littere de Curie …... Per Nicolaum de Auximo， 

Notarium et Secretarium (1373)"一一一 lbid.，p. 105. 

ζれは令状の文言ではなくて見出しである。これらの見出しのもとに数件の

令状が配列される。ニコラウスのばあいは，令状の文言からではなく，見出
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しからその役職が確認されるに過ぎない。“教皇秘書官"であり，また“教

皇起草官"でもあった。

[ 5 ]①“Littere Secrete Johannis de Sancto Martino (1371)" /“Per Johan-

nem de Sancto Mart泊0，Secretarium (1372)"一一ー Ibid.，pp. 99， 120… ② 

“Per Guillermum Baronis， Secretarium (1373)" /“Littere de Curia.…..Per 

Guillermum Baronis， Secretarium (1374)" 一一一 Ibid.， pp. 106， 108… 

③“Per Franciscum Bru凶， Secretarium"一一 Ibid.，pp. 110... ④“Per 

Nicolaum [le] Diseur， Secretarium (1374)"一一一 Ibid.，pp. 130… 

この 4名については，やはり見出しから“教皇秘書官"の役職だけが確認さ

れた。彼らは，それら一連の令状の発給実務に関与していたものと推定され

る。〔第11表〕では彼らにく littere>と付記しておいた。

[ 6 ]‘'To the archbishop of Canterbury. Mandate (…… letters …… fabri-

cated under the pope's name and bull by the son ['alumnum'] of iniquity， 

Stephen de Cusentia， falsely pretending to be the ρφ〆Ssecretaη) to compell 

all who have any such letters …… (1380)"一一一 Ibid.，p. 257. 

このスティーヴンは〔第11表〕に記載されていない。文面によれば“教皇秘

書官"を悟称し，教皇名で偽文書を発給したという。彼は“悪の息子"と書

かれている。、令状は，偽文書の所持者に対する善後処置をカンタベリ大司教

に指示したものである。

[7]①“[DE OFFICIO TABELLIONATUS]To Wa1terEymer， priest ofthe 

diocese of Limerick [Ireland]. The like [Grant of the 0飽ceof notary]， he 
having been examined by Master Francis de Lanzanico， papa1 secretary 

(1389)" 一一一 Ibid.，p. 320. ②“To Peter [de Bosco]. Provision to him， 

who is archdeacon of Cem白 inBordeaux， B.C.L.， papal secretary and cham-

berlain， • of the see of D邸 [France] …・・・ (1393)" 一一 Ibid.， p， 481. ③ 

“[DE OFFICIO NOTARIATUS] Adam Bodi， unmarried c1erk， not in holy 

orders， of the diocese of Salisbury ; who has been found fit after examination 

by Peter， bishop of Dax [papal chamberlain] (1395)"一一一 Ibid.，p. 503. 

すでに [4] [5]で触れたように， r教皇令状簿jでは同一類型の記録をし

かるべき見出しのもとに列挙することがある。 [4] [5]の見出しは担当者

が同一であることを示していた。この①および③の最初の斜体字の文言は“公

証人職について"と読める。まず“tabellionatus"とは“tabellio"の職を意味す
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る。また後者は“tabella: forming a document"に由来し，この文脈では

“tabellio"も“notarius: notary"も“公証人"である。①はリマリク司教管区

の司祭ウオールタに公証人資格を認定したもので，資格審査は“教皇秘書官"

フランシスが担当した。②は“教皇秘書官"ピータをセルネ司教補佐からダ

クス司教に昇進させるもので，その後に彼は③でアダムの審査を担当してい

る。なお②や③の“papalchamberlain"とは，すでに第 3節で指摘の通り単な

る“侍従"か，あるいは“聖庁財務院長官"か，これだけの文言では判然と

しない。司教補佐時代からその職にあったとすれば，侍従職であろうか。な

お公証人の資格審査は必ずしも“秘書官"に固有の任務でなく 2) ③以外に

も同様の事例がある。〔第11表〕ではそのような審査担当の事実が確認され

る秘書官にくexam>と付記しておいた。

2) r教皇令状簿j第 4巻の358-361頁に審査担当者31名の記載がある。その内訳を

( )内に数字で示しておこう。 abbot (8) ， archdeacon (2) ， bishop (7) ， 

cardina! (1) ， chancellor (1) ， dean (1) ， 0箇cia!(4)， prior (7)。ここには

逆に“秘書官"が見当らない。

[8 ]①"To Master John Bremore， B.C.L.， member of the pope's household. 

Provision to him， who is also a secretaηof the pope…… (Aug. 1411)"一一一

Letters.， VI， 251.②“Lastly Master J. Bremore， canon of London， a secret-

aηof the present pope， and residentiary in the said church ……(July 

1411)"一一 Ibid.，pp. 290f. ③“H. Rede， priest， of the diocese of Meath 

[Ireland]， who has been examined by J. Bremor [sic]， canon of London， papal 

secretary (July 1411)" --Ibid.， p. 333. ④“…… Master J. Bremor， 

canon of London， papal secretaηand member of the pope's household . 

(Aug. 1412)" - Ibid.， p. 369. 

この“教皇秘書官"ジョンは①の時点でもまた④の時点でも“教皇家政の構

成員"である。しかし彼は②で“ロンドン司教座の居住者"であり，また③

ではアイルランドのある司祭の公証人資格を審査している。“教皇秘書官"

にせよ，また“教皇家政構成員"にせよ，いずれも単なる名誉称号であろう

か。なお“教皇家政構成員"については別稿で検討する。

[ 9] ①‘'To John Swayne， canon of Dublin， doctor of canon and civil law. 
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Licence to him， who is an abbreviator of papal letters …… (1408)" -ー-

Ibid.， p. 143. ②“P. de M.…… of. the diocese of Bourges [France]， who 

has been examined by J. Swayne …… papa1 secretaη(1411)"一一一 Ibid.，

p. 333. ③寸oMaster J. Swayne， canon of Fems [Ireland] …… papa1 

sec倒的 (1413)" 一一 Ibid.，p. 375. ④“To the same~ .….. who Is 

an abbreviator ofpapalletters …… (1413)"一一一 Ibid.，loc. cit. 

①と④とにおける“abbreviator"つまり“抄録官"の役職はほかに 3名につい

て確認されるが，これについでは次節で検討する。③と@とはほぼ同時に発

給されたもで，同ーの頁に収録されている。従って④の時点でもなお“教皇

秘書官"の職にあり，しかも“抄録官"の職を兼任していたと見なされる。

[10]①“…… safe-conduct for Master James deUgolinis， canon of Volterra 

[Italy]， papal secretary and member of the pope's household， writer and 

abbreviator of the apostolic letters， papal nuncio …… (1414)" - Ibid.， 

p. 186. ②“…… Paul de Capranica， writer and abbreviator of papa1 

letters， papa1 secretmァ， members of pope's household (1418)" 一一ー

Letters， VII， 5. 

この 2名の“教皇秘書官"は“清書官"ならび、に“抄録官"を兼任し，しか

も“教皇家政構成員"でもある。

[11] “① To John Lax， doctor of laws， secretaηof the pope. ② Appointing 

him (who has long been known to the pope and is a native of England)， a 

secretaηof the pope and the apostolic see，③with all the privileges， emolu-

ments etc. of that 0節目， ④ notwithstanding papal constitutions and ordi-

nances conceming a fixed number of secretaries etc. ⑤ Before beginning to 

exercIse the 0伍ce，he is to take the usua1 oath to Lewis， cardinal priest of St 

Laurence's in Damaso， pope's chamberlain， or his locum tenens (1455)" 

Letters， XI， 99. 

①の宛名によればジョンは複数の法の博士である。これは教会法・ローマ法

の双方の博士であることを示している。彼はまた“教皇秘書官"になってい

る。その上で令状本文の②では彼を“教皇秘書官"に任命するという。これ

はこの種の任用辞令のむしろ通例で，新規に取得するはずの役職の名称が宛

名にも書かれる。③では“教皇秘書官"職に固有の“あらゆる特権・報酬"

に言及されている。『教皇令状簿』の文面ではそれら特権・報酬の実態を知

- 9 -



北大文学部紀要

りえない。しかしこの令状のこの文言こそは，この官職の占有者に{湾らかの

特権や報舗が与えられていたことを示唆している。

また告では“教皇秘書官"の定数規定にかかわらず彼をそれに任命すると

いうことで，この文設が逆に定数壌殺の存在そ示唆している。最後の俸は実

務の第蛤に先だって霧実宣警撃を指訴したもので，意欝の受理者としては財務

腕長官かその職務代行者が指定されている。

このような誠実宣誓の指示は，すでに第4欝の引用 [4][5]にも見られ，

そこでは“重量庁内赦腕"の“小判事"が“大判事"に対して宣饗することに

なっていた。

本簡の総揺に先だってどータ=パートナの近著から“教泉秘書官"に爵す

る記述の一部をヲi惜しておきたい。

“CD From the late fourteen治 centurythere had been韮 theoreticallimit of six 
to the number of secretaries. @ This limit was overstep予edby a11 popes 

from誕artinV(1417-31) to Ca1ixtus III (1455-58). ③They sometimes 

appointed secretaries in an appare凶 yhonorary c墨pacity(for exmaple， as a 

di伊itygranted to器omesecretaries of princes who had been sent on. tem附

porary missions to the Rom鵠 court)."一一-P. Partner， The Pope's Men， 
Oxford， 1990， p. 99. 

まず舎の“理論上の限度"とは定員であろう。定員は 6名であった。窃では

定員外の超議経用が指摘されている。 φでは名替称号としての“教皇秘議室"

れ，たとえば外来の使節が教皇からそれを

のジョンもその一例ではないか。

* * * * * 

られるという。 [8] 

:;$:穣はこれまで『教会法事典』における“ローマ製庁"の現穏を参考とし

て，その記載類序に従って検討を進めてきた。その鱗序からしてこの蔀にお

いては“小勅書秘審罵"が扱われ，その要員としての“教議秘書誌"につい

て『対教皇詰頼簿JW教議令状簿jの記録在検討した。では現時点でどの器

度のことがいえるか。

その要点の総括に先だって，史料の記載状況における“教皇秘議宮"の特

10 



Calendar 01 Papal Registersにおける教皇官僚

異性に言及せざるをえない。〔第11表〕には，合計23名が収録された。この

人数それ自体は，本稿(上)の各節の一覧表と比較して必ずしも少ないとは

いえない。しかし問題は，彼らに関する情報の種類と総量とである。 23名中

の11名については，公証人の資格審査を担当したことが知られた。しかもそ

の11名中の大半はその審査を担当したということによって，いいかえるとそ

れだけの理由によって『教皇令状簿Jに痕跡を留めた。そのような令状では

公証人候補者こそが主役であり，審査担当者は脇役でしかありえない。それ

を若干の事例で確認しよう。

[12] ①“William Omu1chrewy， c1erk， not married and not in holy orders， of 

the diocese of Meath [Ireland]， who has been examined by Anthony [de Por-

tugruaro] bishop of Concordia [Italy]， papal secretary (1398)" --Letters， 

V， 113. ②“John Catton， married layman， of the diocese of Norwich， to be 

examined by the archdeacon of Norwich (1398)"一一 Ibi，ム p.114. ③ 

“He町 yChaumbre， c1erk， twice married of the diocese of Armagh [lreland]， 

to be examined by the abbot ofMellifont in the diocese of Armagh (1398)" 

一一一 Ibid.，loc. cit. ④“Thomas de Kirkeby， priest， the younger， B.C.L. of 

the diocese of Y ork， to be examined by the Premonstratensian aboot of 

Beauchief泊 thediocese of Lichfield (1398)" 一一一 Ibid.， p. 115. ⑤ 

“Richard Combere， alias Londelowe， priest， of the diocese of Hereford， to 

be examined by the official of London (1391)"一一 Letters，IV， 360. ⑥ 

“'John Walthari， or Waltari (a)， de Yrby [Irby]， of Fortyngton (b) [Fordington， 

co. Lincoln]， literate layman， of the diocese of Lincoln， to be examined by 

the abbot of Cristed， in that diocese (1390)"一一一 Ibid.，p. 361. 

まず①の公証人候補者ウィリアムには，聖職者であること，また未婚である

こと，しかしいまだに聖品を取得していないこと，さらにミーズ司教管区所

属であることの 4点の情報が付記されている。それに対して審査担当者アン

ソニについては，コンコ jレディア司教であることと“教皇秘書官"であるこ

ととの 2点の付記しかない。このばあいはコンコルディア司教というだけで

も同定が可能であり，一方の“教皇秘書官"という情報は省略も可能であっ

たといえよう。

②の主役ジョンには俗人であること，既婚であること，ならびにノリヂ司

教管区所属であることの 3点の情報があり，脇役についてはノリヂ司教補佐

唱
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であるというだけで，人名すら省略されている。③のへンリは聖職者であり

ながら再婚歴があり，所属管区も明記されている。④のトマスには司祭の品

級が明記され，同名者のうちで若い方のトマスであることのほかに取得学位

の種別も付記されている。⑤の主役リチヤードには通称の別名も併記されて

いるが，脇役については“ロンドン司教管区裁判所首席判事"という役職だ

けで人名が省略されている。⑥のジョンに関しては，綴字法の相違にも配慮

され(a )また司教管区のみならず所属聖堂区(b )も明示された。

要するに主役としての公証人候補者については混同を避けるための相応の

配慮がなされ，その一方で脇役としての審査担当者については同定のために

必要な最低限の情報だけで足りた。合計23名の“教皇秘書官"が検出されな

がら，結果としては彼らの素姓に関する情報が乏しかった。その理由は，彼

らの相当数がもっぱら脇役の立場で史料に痕跡を留めたことによる。

『教皇令状簿.1r対教皇請願簿』の原表題は，本節の冒頭に記載の通りで

ある。その原表題から明らかなように，これらの史料集は歴代教皇の記録簿

全体から見ればほんの一部に過ぎない。そのラテン語原本から大ブリテンな

らびにアイルランド関係の記録だけを選別抽出し，またその要点だけを現代

英語で収録したものつまり〈摘録〉である。原表題の“カレンダ"とは，ま

ず収録文書が原則として発給の年月日順に配列されていることを意味し，ま

た要点だけの〈摘録〉の意味でもある。要するに筆者が『教皇令状簿』と呼

んでいるものは，厳密にいえば『教皇令状簿の摘録jである。従って本稿の

意図が教皇官僚群の実態検証にあるとはいえ，筆者にとってほかに依存すべ

き史料がないので，本稿は当然のことながら“管見"でしかありえない。そ

の中でも本節は，とりわけ管見に留まらざるをえなかった。

O 第 1点 〔第11表〕の“教皇秘書官"の合計23名中で，現職司教は 1

名でしかない。引用 [12] の①のアンソニがそれである。また [7]のピー

タは，セルネ司教補佐からダクス司教に昇進した。昇進後の彼はもはや“教

皇秘書官"とは書かれずに，役職の名称は“papalchamberlain"と記載され

ている。これだけからすれば，この秘書官職に関しては現職司教が僅少かと

おもわれるが，ここでは即断を避けて史料所見の報告だけに留めたい。

- 12ー
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O 第 2点 定員内の秘書官のほかに名誉称号としての“教皇秘書官"が

存在するという。しかし『教皇令状簿』ゃ『対教皇請願簿』だけでは，単な

る名誉称号かあるいは実務担当の秘書官かの弁別が困難である。

O 第 3点 しかし上記のとおり“教皇秘書官"に関する情報の絶対量が

不足であるにもかかわらず 5名について“教皇家政構成員"の身分が確認

された。いわゆる定員内の秘書官であれば，すなわち実務担当の秘書官であ

れば，これはむしろ当然であろう。

O 第 4点 やはり情報の絶対量の不足にもかかわらず，若干名に関して

は兼任の役職名が確認された。“抄録官"“起草官"“清書官"などがそれで

ある。これらについては後段で詳細に検討するが，いずれも聖庁内の実務担

当者であろう。また 5名に関しては文面にく littere> と併記され，実際に令

状の発給に関与している。

O 第 5点 引用 [11]のジョンに関して“教皇秘書官"職に固有の特権

や報酬の存在が確認された。まさに当然のこととして予想されたところであ

るが，その詳細については『教皇令状簿』から知りえない。同様の特権・報

酬はほかの役職にもあったと推定されるが，やはり詳細を知りえない。なお

引用[1]のウィリアムは，サザルの参事会員聖職禄の占有を請願して認可

された。これは“教皇秘書官"職に固有の報酬ではなく，いわば追加の報酬

であろう 3)。

3 )教皇官僚の追加の給養財源として各地の各種の聖戦禄が利用されることについ

ては，すでに別稿で詳細に検証している。拙稿「イングランドにおける司教補佐の代

行者委任一一 1198年から1471年まで」上・中・下(r北海道大学文学部紀要j通巻第71・

72・73号， 1991年)。これは表題の通りイングランドの司教補佐職に関する論稿で，現

職枢機卿がこれを兼任する事例も多い。彼らはその補佐職を代行者に委任して，その

収益を追加報酬として享受する。
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[VIII ] 

前節までは教皇官僚について，いわば所属先別に検討を続けてきた。本節

以下ではその他の役職が検討される。ではその検討をどのような順序で進め

るか。あるいは検討未了の役職についてどのような区分が可能か。あらため

て前節の引用 [11]のジョンに注目しよう。

[1]①“To John Lax …… doctor of laws， a secretary and member 01 the 

household of the pope (1455)"一一一 Letters，XI， 97. ②“…… for Master 

J. Lax …… a secretary of the pope and nuncio of the apoptolic see， who 

has to go to divers parts of the world …… (145617)"一一一Ibid.，p. 128. 

③“…… Master ]. Lax， a secretary of出epope and the apostolic see and 

an abbreviator of apostolic letters， appealed， on 7 and 13 May， 1459…… 

(1461)" -Ibid.， p. 598. 

彼はこれら 3通のすべてにおいて“教皇秘書官"であり，しかも①では“教

皇家政構成員"である。②では“nuncio"すなわち“使節"と併記され，また

①では“abbreviator"すなわち“抄録官"でもある。これらのうち“使節"が

聖庁を離れて勤務するのに対して，“抄録官"とは聖庁内での実務担当者を

示唆する。いいかえると検討未了の役職については，聖庁内勤務か聖庁外勤

務かの区分が可能である。本節および次節では，もっぱら説明の便宜から聖

庁内勤務者を検討し，聖庁外勤務者は後段の課題とする。

(Ql Papal Abbreviator “抄録官"

この呼称は，教皇聖庁において請願書の記載事項を“短縮"する作業，す

なわち要点の抄録を作成する作業の担当者を意味する。『対教皇請願簿jで

はわずかに 1名しか検出されなかった。本稿第 1節の〔第 1表〕に記載のロ

ノTートがそれである。

次の〔第12表〕には『教皇令状簿』から検出される限りすべての“抄録宮"

を抽出し列挙した。説明の便宜のために上下 2段に分けた。

- 14 -



Calendar 01 Patal Registersにおける教皇官僚

〔第12表〕“ABBREVIATOR" 

〈単に“abbreviator"であることだけが確認されるもの〉

Holm， Richard de: 1397 (V-79) 

Gardiner， Henry: 1400 (V-306...) 

Teyr， John: 1400 (V-302...) 

Lovell， William: 1401 (Vー462f.，VI) 

Haget， John: 1406 (V-73...) 

Howgan alias de Cork， Robert: 1421 (VII-166…) 

Rossel， Thomas: 1428 (VIII-58…) 

Blonduell， Jo加1:1429 (VIII-148) 

Macbradaych， Augustine: 1430/1 (VIII-374) 

Honberck， Henry: 1440 (lX-136) 

Dunnovin， Andrew: 1441 (lX-152) 

River， John: 1442 (lX-278) 

Wryght， William: 1443 (lX-334) 

Howys， Thomas: 1449 (X-374) 

Cady， Robert: 1451/2 (X-233…) 

Sollay， Thomas: 1452 (X-375) 

Gonne， William: 1455 (XI-25) 

Cadeti， Johannes: 1458 (XI-73) 

Salylatis， Francis de: 1466 (XII-254) 

〈ほかの身分・役職も確認されるもの〉

o省略表記o

chapl: papal chaplain 

memb (corut) : member of the papal court 

coll: papal collector 

secr: papal secretary 

Turre de Adria， Robers de: 1342 (III-52) / writ 

Fraunc怠ys，John， < br can) : 1388 (IV-269...， V) / memb / writ 

Polton， Thomas， < br can / civ) : 1401 (IV-331， V， VI) / chapl / notary (1 nunc) 

Swayne， John， < dr can / civ) : 1408 (VI-143) / secr 

Ugolinis， James de: 1414 (VI-186) / memb / nunc / secr / writ 

Capranica， Paul de: 1418 (VII-5) / memb / secr / writ 

Florencia， Poggio de: 1423 (VII-257) / memb / writ 

Gucci， Poggio: 1423 (VII-295) / writ 

zu 
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Chapman， Thomas: 1435 (VIII-235...) / memb (coぽ t)

Sutton， Robert: 1435 (VIII-233...) / cubicular / memb (court) 

Oudencoep， Theoderic de: 1438-9 (VIII-310...， IX) / memb (court) 

Pinchon， John: 1443 (IX-392) / memb / writ 

Sharpe， Henry， < de civ> : 1447 (X-4) / cubicular 

Lax， John， < du can / civ> : 1449 (X-49...， XI) / memb / nunc / secr 

Gele， John: 1450 (X-xxv， XI) / acolyte 

Radclyff， W出iam，< 1. U. D> : 1451 (X-519) / cubicular 

Hope， Thomas， < dr can / civ> : 1456 (XI-1l8) cubicular / nunc 

Amici， Mickael: 1457 (XI-59) / coll / memb / nunc / orator / writ 

Ferrarii， Anthony: 1459 (XI-387) / acolyte / chapl / memb / nunc / receiver 

< lay > 

q
L
a
a
τ
q
o
n
o
n
L
D
 

Swan， William， < lic civ> : 1435 (VIII-286... IX) / memb / secr / w叫

chaplain 

cubicular 

member (co凶)

nunclO 

。，“司
i

n

U

咽

A

咽

i

n

v

大計女集

acolyte 

collector 

member 

notary 

orator 

writer 

secretary 

要するに“抄録官"としては，上段で19名，また下段で20名の合計39名が

確認された1)。最後の 1名は俗人であり，前節でも教皇秘書官として言及さ

れている。

Breda， Anselmus 1 )ほかに編者が索引で“抄録官"と書いているものがある。

Fabri de (IX) ; Folani， Hugolinus ; Gualbis， Francis de (XII). 

[2 ]① "To Thomas Polton， archdeacon of Taunton， papal chaPlain …… 
also an abbreviator of apostolic letters (1401)"一一一 Letters，IV， 331. ② 

“ ・・・・・・ safe-conduct ・・・・・・ for Th. Polton， archdeacon of Taunton， bachelor 

of canon and civillaw， abbreviator of papalletters， / who is going to England 

by order of the pope (1413)" --Letters， VI， 175. ③“To Master Th. 

Polton， archdeacon of Taunton …… papa1 notaη(1414)" 一一一 Ibid.，p. 

497. 

p
o
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トマスは①②の時点で“抄録官"であり，しかも①では“教皇礼拝所司祭"

の称号を帯びている。この称号はトマスのほかに最後のアンソこにも確認さ

れた。②はいわば旅券の発給の記録であり，斜線以下では“教皇の命令によっ

てイングランドへ出張する"予定が述べられている。彼は“papalnuncio"す

なわち“教皇使節"でもある。さらに③では“papalnotary"でもある。これ

らの役職については後段で検討する。

[3 ]①“To Theoderic de Oudencoep， canon of Utrecht …… is an abbre-

viator of apostolic letters and a continual commensal member of the house-

hold of Francis [Condulmarus]， cardinal priest of St Clhment's， vice-

chancellor of the Roman church (1440)"一一一 Letters，IX， 120. Cf. also p. 

136. ②“To Th. Oudencoep…… a secretary of Francis， cardinal priest of 

St Clement's， vice-chancellor …… (1443)"一一一 Ibid.，p. 363. ③“・

to the late Th. de Ondecoep [sic]， clerk， an abbreviator of papalletters . 

after Th.， who also a member of the papal court， had died at Tivoli . 

(1449)"一一 Letters，VIII， 310. ④“ H ・H ・MasterThomas Cathman (rec-

tius Chapman)， an abbreviator of apostolic letters and an old member of the 

papal court …… (1442)" - Ibid.， p. 268. 

シオデリクは①の時点で“抄録官"であり，また枢機卿フランシスの‘家政'

構政員であるが，②では枢機卿の秘書官と書かれている。③は彼の死後の記

録であり，その中では“教皇‘聖庁'の構成員"となっている。この“聖庁

構成員"の意味および“家政構成員"との関係については別稿において検討

する。④のトマスも古くからの“聖庁構成員"である。

[4 ]①“To Henry Sharpe …… an abbreviator of apostolic letters …… 

(1447)"一一一 Letters，X， 4. ②“・…..to H. Sharp [sic]， doctor of civillaw， 

now a papal chamberlain ……(1448)"一一一 Ibid.，p. 18. ③‘'To H. Sh訂 P

being a chamberlain of Nicholas V， dwelt for several years in the 

Roman court …・・ (1457/8)"一 一 Letters，XI， 168. ④“To H. Sharp . 

who has been sent to the pope as the envoy and orator of the said king 

[Henry VI]， and is at present residing in the said [Roman] court 

(1459)"一一一 Ibid.，pp. 556f. 

まず④に注目しよう。へンリはもともと国王へンリ 6世の使者として派遣さ

れ，聖庁に居住したことがわかる。①の時点で“抄録官"の役職を取得して

n
i
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いるが，その翌年には“papalchamberlain"であるという。本稿(上)第 3節

で指摘の通り，これは“聖庁財務院長官"を意味することもあり，また単な

る“侍従"に過ぎないこともある。〔第12表〕ではほかに 2名について同じ

称号が確認され，しかもこれら 3名には“cubicularius:cubicul紅"という併記

が確認される。彼らはいずれも“papalprivy chamberlain"つまり“侍従"であっ

た。その証拠はすでに第 3節で引用されている。②③の斜体字の不定冠詞は，

同時に複数存在するもの，つまり“侍従"のうちの 1名であることを示して

いる。長官であれば定冠詞になろう。因みに財務院長官は司教・大司教・枢

機卿から選任されており，その点からしても“侍従"とはまさに別格である。

[ 5 ]“…… Master Michael Amici， canon of St Denis， Li色ge，a writer and 

abbreviator of apostolic letters， on the occasion of his appointment as nuncio 

and collector of contribution for the crusade etc. in the provinces of Mayence 

etc. (1457)"一一一 Letters，XI， 59. 

ここでは“抄録官"のほかに 3件の役職が記載されている。最後の“徴収官"

については，十字軍への献金の徴収者であることが特記されている。なお“徴

収官"は聖庁外勤務者であり，本稿では第12節で検討する。

[ 6吋]①

of the pope's household .….日..….日. also an abbreviator of apostolic letters … 

(1432)" - Letters， VIII， 408. ②‘'To Master W. Swan， licentiate of civil 

law， papa1 writer and member of the pope's household， and Joan his wife， of 

the diocese of Rochester (1431)" - -Ibid.， p. 389. 

この人物は②によれば妻帯者であり，つまり俗人である。彼については別稿

であらためて検討する。いずれにせよ“抄録官"は俗人でもありえた。また

俗人ウィリアムも含めて，この官職の占有者には“教皇家政構成員"である

ものがほぼ半数の 9名にも及んでいる。

ほかに 9名について“ papalwriter "の経歴が確認された。

O Papal Writer (scriptor or scribens)一一“清書官"

そこで次に“清書官"について，同様の情報を集約し表示しよう。教皇令

状などの公式文書は，草稿の点検が完了した段階で“清書官"がそれを清書

- 18一
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し，正本の体裁を整える。要するに彼ら本来の任務は，完成原稿の清書段階

にある。令状発給主体つまり教皇は文書に署名を留め，彼ら“清書官"はそ

の令状に筆跡を留める。その意昧では，清書という作業のまさに熟練技術者

と見なされよう。

〔第13表〕の情報は，基本的に〔第四表〕と同ーの基準で抽出したもので

ある。また・印の人名は，すでに〔第四表〕に記載されでいる。

〔第13表〕“WRITER"

〈単に“writer"であることだけが確認されるもの〉

…， Azzoni: 1218 (1-52) 

London， John of: 1219 (1-70) 

London， Rusticus of: 1219 (1-70) 

……， Theobald: 1222 (1-89) 

.， Calcedonius: 1232 (1-130) 

Setia， Bemard: 1237 (1-164…) 

Supin， Peter: 1240 (1-196) 

…， Matthew: 1247 (1-234) 

…， Innocent: 1248 (1-258) 

…・， Fulk: 1250 (1-265) 

Sancto Georgio， Stephen de: 1288 (1-492) 

Swafeld， Eustace de: 1326 (11-250) 

Abbatisburi alias ‘Ostiensis'， John de: 1328 (11-269) 

Turre， William de: 1342 (III-82...) 

…・， Eustace: 1343 (III-95) 

Esculo， Peter de: 1398 (V-165) 

Cabassolis， James de: 1414 (VI-414) 

Spineto， John de: 1418 (VII-93) 

Capobianco， Raynaldus 1461/2 (XIー438)(as “scriptor" / Camera) 

Gumierriis， Loisius: 1497/8 (XII-392) (as “scriptor" / Camera) 

Zucheta， Baptista de: 1467/8 (XII-392) (as “scribens" / Camera) 

Tartarinis， Johanne de: 1469/8 (XII-392) (as “scriptor apostolicus" 

< penit > 

< papal > 

< penit > 

< penit > 

〈ほかの身分・役職も確認されるもの〉

A
Y
 

唱
目
ム
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abbr: papal abbreviator 

clerk : clerk of役lepa戸1cam沼ra

legate:抑伊llegate

suるdeacon:papal su泌告謹con

acolyte: papal acolyte 

coll: papal∞llector 

penit: papal penit日ntiぽy

く併nit>? "， J詔 1意書:1218 (1-54...) /ぬ設が/legate (?) /戸nit

N加pha，Bem叙"d:124惑(1-228...)/ chapl 

Lava凶a，Tedisius de: 1248 (1-242…) / cl1apl / subdeacon 

・・， Sinitius: 1257 (1-354) I clerk I nunc I sobde還とむ経

Paffila， A1bert: 1261 (1-380) I notary 

・， Milo: 1263 (1-401...) I nunc 

• Turre de Adria， Robert de: 1342 (III-78) 1 abむr

Pestello， Guy dふくdrcan> : 1352 (III-424) 1 chapl 

• Fr語unむeys，John， < br can> : 1388αV-269…， V， VI) 1ぬbr1 memb 

Pipemo， Nicho協:13吉行IV-277) / reader 

Bothom， Godfrey: 1396 (IY-536) I memむ

C器putgrassis，Paul d巴， < dr αn>: 1411 (VI-170)/clerk/ω>111 cubi叩 larI memb I nunc 

Forster， Joen: 1414 (VI-414， VII) I memb (court) I nunc < pe誠〉

・むgo.注話s，James de: 1414 (VI-186， VII) labbor / m告知b1 nunc 1 secr 

• Capranica， Paul de: 1418 (VIト5)I abbr 1 mem註Is母cr

• Florencia， PO錦おお:1423 (VII-257) 1 abbr I memb 

• Gucci， Poggio: 1423 (VII-295) 1 abbr 

• Pinchon， John: 1425 (VII-387， IX) I護b己主 1m記まねる

Sulbam， W滋幼鳥〈韮cciv> : 1426 (VII-17) I memb 

Bo詰rdonis，Ralph: 1437 (VIII-650) 1 memb 

Georがnis，Ugo取話sS昌luonide， < drωぉ>: 1442 (IX-260) 1 acolyte 1 memb 

・Amici，Michaelis : 1448α:-190， XI) I abbr I colll飢餓治 Inunc 1 orator 

Polart， Eymundus: 1450 (X-205) (as “script絞っImemb

AugeroleぁJo包an漁船 de:1451 (X-529) (as“scriptor") 1 m母絞る

< papal > 

(p品pal) 

.s糊 n，Willi納， < lic civ> : 1435 (VIII-286…， IX) I abbr I memb 1 secr < lay > 

噌
-
-
織
の
'
u
w
噌
Z
A

acolyte 

cler註

cubicular 
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secretary 

上段の21名に対して下段では25名が検出された2)。下段の最初のジェイム

ズについては，すでに第 4節の引用[1 ]で検討した。彼は1219年の時点で

教皇特使の“家政構成員"であり，しかも“清書官"である。その翌年には

彼自身が“教皇特使"であるといい，また“聖庁内赦院"の判事と書かれて

いる。さらに“教皇礼拝所司祭"の称号も確認される。そのうち“教皇特使"

については若干の疑問が残るので，後段であらためて検討する。

2 )ほかに編者が索引で“清書官"と書いているもの，また脚注でそのように書か

れているものがある。 He町ici，N. (VIII) ; Feletis， Antonius; Forli， Blondus; Potanus， 

Octavianus ; Varris， Petrus (X) ; Capranica， Nicholas ; Neapoli， Rainaldus de ; Salas， 

Johannes de (XI) ; Fola凶， Hugolinus ; Rubeus， Petrus ; Subattariis， Lelius Paulutti de 

(XII). 

[7]①“・…..void by the death of John de Abbatisburi [Abbotsbury]， other-

wise called ‘Ostiensis'， writer 01 [letters] 01 the papalρenitentiaη(1328)" 
一一一 Letters，11， 269. ②“・….. Master Peter de Esculo …… writer 01 
ゆostolicletters (1398)"一一一 Letters，V. 165. ③‘'To Master John Pinchon 

. writer 01ρapal letters， member of the pope's household (1425)"一一一

Letters， VII， 387. ④“…… for Master James de Ugolinis…… writer and 

abbreviator 01 apostolic letters， papal nuncio …… (1414)"一一一 Letters，VI， 

186. 

ところで“清書官"には少なくとも 3種類が検出される。

①の斜体字の文言は“聖庁内赦院判事の令状の清書官"であり，②のピータ

は，字義通りにいえば，“使徒の令状の清書官"であろう。同様に③のジョ

ンは“教皇の令状の清書官"である。しかし“使徒"と“教皇"とはこれま

でも互換的に用いられているので，②③の両者に相違が認められない。要す

るに“清書官"には“聖庁内赦院判事の令状の清書官"と“教皇の令状め清

- 21 
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書官"との 2種類がまず確認された。

ではこの両者は常に弁別が可能か。①や②③のように文面から弁別可能な

ものについては，すでに〔第13表〕で<pe剖t>かくpapal>かの省略記号を

付記しておいた。ほかに“抄録官"でもあるものは，おそらく“教皇の令状

の清書官"と見なされよう。④の斜体文字の文言は“教皇の令状の清書官兼

抄録官"と読める。しかしそれ以外のものについては，弁別がまったく不可

能である。“聖庁内赦院判事の令状の清書官"なるものに関しては，すでに

第 4節の〔第 6表〕で言及されている。

さらに次の 5片の記載に注目しよう。

[8 ] ①“…… Ray[naldum] de Capobianco scゆtoremCamere .…・・"一一

Letters， XI， 437n. ②“…… Rainaldus de Neapoli， amen， Camere Apostolice 
Scriptor……"一一 Ibid.，p. 407n. ③“. .. .. . Baptistam Zucheta .…・・血

Camera apostolica scriptorem .…・・ " - -Ibid.， p. 498n.， p. 501n. ④ 

. Loysio [Loisius de Gumierriis] et B[aptista de] Zucheta scribentibus in 

Camera …… (1467/8)" 一一-Letfers， XII， 392. ⑤“…… et domino 

Johanne de Tartarinis scriptore apostolico ..・H ・(1469)"一一 Ibid.，loc. cit. 

最後の⑤のジョンは“使徒の(令状の)清書官"である。この文言は上記の通

り“教皇の令状の清書官"と同義であり，勤務先はおそらく聖庁尚書院であ

ろう。それに対して最初の 4名の勤務先は，いずれも聖庁財務院である。い

いかえると“清書官"の勤務先は少なくとも 3部局にわたっていたことにな

る。尚書院・内赦院のほかに財務院がそれである。ところで“清書官"の 3

種類とは，これまで『教皇令状簿』から確認されたものが 3種類であるとい

うことで，ほかに“清書官"の存在を否定するものではない。文書の発給は

これら 3部局に限定されず，他の部局でも文書の発給に当っては何らかの“清

書官"に依存したであろう。

なお④の 2名のうちの後者は③と同一人物であるが，役職の表記に若干の

相違が見られる。③の“scriptor"が④では“scribens"になっている。逆にそ

のことは，両者が同義であることを示しているといえよう。

* * * * * 

。，uq
L
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本節では，聖庁内勤務者のうちから“抄録官"と“清書官"とについて検

討した。彼らのうちからは，現職司教が検出されなかった。前節の“教皇秘

書官"からは，わずか 1名ながらそれが検出されている。官僚としての格付

けにおいては“教皇秘書官"が上位と推定される。前節に続いて，ここでも

ピータ=パートナの近著からある調査の結果を引用しておきたい。それは著

者が“sequentialcareers"の表と呼ぶものの一部である。表それ自体は， 1405 

年から1521年までに複数の官職を歴任したもの22名についてそれぞれの就任

の年を示したものである。本節との関連で，それから就任順位を読み取って

見ょう。

〈参 考〉抄録官・清書官・秘書官の就任願位

抄録官→秘書官

清書官→秘書官

抄録宮→清書官

10名

11名

4名

/

/

/

 

秘書官→抄録官

秘書官→清書官

清書官→抄録官

名

名

名

1
i
n
u
q
o
 

( P. Parter， ot. cit.， p. 51 ) 

これがその結果である。表の右側は左側の逆順になっている。抄録官・清書

官の経験者が秘書官になる件数と逆順の件数とに顕著な差異がある。この差

異は，秘書官上位の意識を反映したものではないか。一般に昇格と降格とで

は，前者の件数が多いと考えられる。従って表の右側つまり逆順の件数が顕

著に少ないということから，左側が昇格に相当するものといえよう。

抄録官と清書官とに関しては有意の差異が認められない。それのみか上記

の通り同時兼任の事例が少なくない。両者はほぼ同等の官職であろう。

ここではほかに次の 3点を確認するだけに留めよう。

O 第 1点 〔第12表) [第13表〕のそれぞれ下段で“ほかの身分・役職

も確認されるもの"を列挙した。〔第12表〕の下段20名中の 9名について“清

書官"の経歴が確認された。その 9名とは〔第13表〕でいえば25名中の 9名

である。しかも同時兼任者も少なくない。双方の役職には兼任を可能にする

内品。ru
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ような条件，あるいは職務の内容における共通点・類似点があったものとい

えよう。

O 第 2点 ほかに〔第12表〕では下段20名中の 9名について，また〔第

13表〕では下段25名中の14名について“教皇家政構成員"の身分が確認され

た。これは確認された件数であって，この双方の役職に関しては原則として

全員が“教皇家政構成員"であったかも知れなし1。“教皇家政構成員"につ

いてはあらためて検討する。

O 第 3点 わずか 1名ではあるが，“抄録官"・“清書官"の兼任者とし

て俗人が検出された。彼はローマ法の教授資格者である。抄録や清書の実務

分野では，しかるべき能力があれば，俗人もまた許容されていたことが知ら

れる。この人物は上記の通り“教皇家政構成員"でもあり，別稿であらため

て言及される。

[ IX] 

ノTートナの近著第 3章には別な一覧表がある。 1417年から1517年までの聖

庁財務院の書記官や秘書官に注目し，彼らがほかにどのような役職を取得し

ているか，その取得状況を職種別に集計したものがそれである。ここではそ

の詳細を紹介する余裕も必要もない。問題は役職の種類であって，そこでは

27項目とその他との合計28項目に区分されている。念のためそれらの名称だ

けを記載順に列挙しておこう。・印の術語は本稿ですでに一応の検討がなさ

れたものを示す。

〈参考) OLLFCES HELD BY CHAMBER CLERKS AND SECRETARIES 

1417・1527

Chamberlain ・/Treasurer / Vice-chamberlain / Vice-treasurer / Apostolic collector / 

Auditor・ofchamber / Notary of chamber / Solicitor of apostolic letters / Councillor of 

chamber / Depository of chamber / Datarius / Auditor ・ofrota / Referendary・/Clerk 

of Sacred College / Apostolic scriptor・/Scriptor of penitentiary ・/Corrector of 

A
伎

の
r
“
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韮posto草cletters / Majorぬる伐材ator・of喜postolicletters / Minorぬ除草viator・of 

apostolic letters / Scriptor・ofbriefs / T喜xatorof詣.postolicletters I Protonotary I Sec欄

r母tchamberl総1・IRegistrar of apostolic letters / Consistoral advoc昌te・/Clerk ・of

chamber I Secre級ry・IOthers

(P. Pぽtner，~歩. cit.，停・ 58f.) 

ここに列挙されたのは，上記の通り 1417年から1527年までの期間に限定さ

れている。また盤JT財務院の書記や秘書官が取得した役職に限られ，教皇宮

僚の授章設のすべてに及ぶものではない。しかも“その他"については，実態

も件数もまったく不明である o 筆者の作業は，当然のことながら教皇宮僚の

役職の全般に及びえない。さらに本轄で検討されるのは f数議令状簿jと f対

教皇講頼簿jとに罷られ，従って謁者から検出されないものは本橋の検詮対

象から除外されるo

f教裏令状簿jや殺す教皇講願簿jの理主界については，これまでもさまざ

まな文脈において指議した。この役職一覧表を見れば，ほかの援界が判明す

る。たとえば聴取判事は“財務践の磨、取判事"“ロタ法説の聴取判事"とに

区別されているが，手もとの史料では常に弁別可能とは限らない。また抄録

に欝しては“大抄録宮"と“小抄録官"とに拡那されているが，その弁別

はまったく不可能である。“清審t言"の 3種類についても，謹震の競はあれ

同様である o 次の検討に先だってそのことを再確認しておきたい。

盟庁内の役職の検討は本態の“起草官"で罷めるが，これについては鋭続

すべき事項が多岐にわたるので，本節と次態とをこれに充てる。

<<J> Papal Notary “起草宮"

この訳語は，前節の“清著書宮"との対比を説明するために，まったく

的に選択したものに過ぎない。 f教会法事典jの解説に注闘しよう。

“Le mot de notaire VIent de nota. Le notaire des origine話語taienten effet 

un scribe ou pl以後 unstenographe q'泌総帥抑制t，pour設立∞mplirses fo舵鴫

tions， de notae ou abreviatio部 " 一一- Dictionnaire， VI， p. 1015. (so経S

NOTAIRE) 

r
3
 。F
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これはいわゆる“公証人"の項目の冒頭であるが，語源についてはこの項目

で述べられている。斜体字の文言“ノタ"は省略記号あるいは速記の記号で

あり，彼らの本来の役割は書記一般とりわけ速記者であったという。本稿で

はすでに第 7節において公証人に言及している。しかしそれは“秘書官"が

彼らの資格審査に関与したということに過ぎず，公証人それ自体は本稿の課

題にはならない。本稿の

いる。しかし両者は基本的に無縁である。なお次の解説は一連のものである

が，説明の便宜のために細分した。

“① Les notaires du S. -Si匂esont restee pendant longtemps les auxiliaires 

du chancelier， second白 eux-memesd色sle pontificat d' Adrian Ier (772-999) 

par des datatores. ② Sous le pontificat de Benoit IX (1033-49)， on voit 

apparaitre， a cδte des notaires du S. -Si色ge，resident a Rome， les notaires 

palatins qui accompagnaient le pape au cours de ses voyages pour 1'aider dans 

l' expedition des affaires. 

これは下記の通り“聖庁尚書院の起草官"の項目である。上記“公証人"の

項目に続いて，この項目が配置されている。ここではその後半すなわち 8世

紀以降の解説だけを引用した。まず①では“聖教皇座のノターリウス"に言

及される。これは尚書院長官の補佐役であるという。なお772年から999年ま

でとはハドリアーヌス 1世の就任からグレゴーリウス 5世の死亡までの期間

であり，このほぼ 2世紀聞には彼ら長官のもとに“ datator( < datare : to 

date)"という呼称の官僚が配置された。語義は証書類の末尾に“ Datum"以

下の文言1)を記入することに由来する。また②ではペネデイクトゥス 9世の

もとで“聖教皇座のノターリウス"のほかに“宮廷のノターリウス"が出現

しており，しかも前者がローマ常勤であるのに対して，後者は教皇の巡回に

同行するという。

1 )たとえば“DatumRo[me] apud S[anctum] P[etrum] iii Kal. Aprilis aooo nono 

(1426)" (Letters， VII， 34.)という文言がそれである。この事例にそくしていえば“ロー

マ聖ペテロ大聖堂において，現教皇の在位第 9年目(1326年)の 4月1日の 4日前(3 

月29日)に与えられる"ということで，発給の場所・年月日を示している。
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③ Sous le pontificat d'Innocent III (1198-1216)， les notaires palatins sont de-

venus des scrittores， et en changeant de nom ils ont change de fonctions. 

④Au XIW S.， le nombre des notaires a ete fixe a six ou sept et， d色sle XIVe 

s.， ils sont devenus les protonotaires ainsi appeles pour marquer leur pree-

mmce. 

次いでインノケンティウス 3世のもとでは，すでに“宮廷のノターリウス"

が名称を変更して“清書官"になっており，その名称変更に伴って役割も変

化したという。つまり③によれば，前節の“清書官"は“宮廷のノターリウ

ス"の後身であった。また④では“ノターリウス"の定員が13世紀において

6名あるいは 7名であるという。これはもはや“宮廷のノターリウス"を含

まず，旧来の“聖教皇座のノターリウス"の定員であろう。 14世紀以降には

彼らの呼称が“protonotarius"に変わる。しかもそれは“彼らの優位を顕示す

るため"であるという 2)0 r教皇令状簿』では大半が“notary"と書かれており，

“protonotary"と明記されるのはむしろ僅少の例外に過ぎない。『教会法事典』

の解説は，その点において『教皇令状簿』の記載と一致していない。この接

頭語“プロート"の有無，すなわち単なる“起草官"か，あるいは“上席起

草官"か。そのことは後出引用 [4]で，あらためて言及される。

2 )“…… although papal notaries (protonotaries) should give place to bishops else-

where， they should precede them in the papal consistory."一一一 P.P紅白ler，ot. cit.， p. 

4.教皇諮問会議では彼らの席次が司教の上位になるという。諮問会議だけの特別な待

遇であり，プロートノターリウスの“優位"とはそのようなことか。

⑤ Leur role a ete d'abord de rediger la mInute des lettres apostoliques， a la 

charge de les faire reviser par un correcteur. 

彼らの主要な任務は，令状正本の文案を“起草する"ことであるという。筆

者の訳語選択は，この解説に依拠するものであった。令状の骨格が決定すれ

ば“起草官"の手で文案が書かれる。その文案は“co紅白tor"すなわち“修

正官"の点検・修正を経て正本本文の原稿が確定する。確定原稿はさらに“清

書官"に引き継がれ，正本の清書が終われば最終段階としてそれに認証の署

名・捺印がなされる。これら 3者の役割分担をあえて単純化すれば，ほぼこ

のようになろう。
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なお『教皇令状簿』では“修正官"を令状の受給者本人とする事例が見当

らず，また“修正官"が令状本文に登場することない。いいかえると“修正

宮"の存在は令状末尾の付記で，つまり括弧内の付記で確認されるに過ぎな

い3)。いわば主役・脇役のいずれでもなく，あえていえば裏方でしかない。従っ

て本稿では“修正官"を特別な検証対象としなかった。

3 )①“Correcta et reportata Non. Januaru Anno Sexto. Franciscus de Agello (1419)" 

一一 Letters，VII， 139， 203， 204， 226， 259， 262， 343. ②“Correcta de mandato domini 

B[ar由olomei]de Montepoliciano， sed propter eius nimiam correcturam cassata et alibi 

registrata， Ja[cobus] de Cerretanis (1422)"一一一 Ibid.，pp. 213， 67， 195， 204， 208， 247， 

408， 426， 486， 570. @“Cassatum quod ex errore supra scriptum etc. A[ntonius de 

Ponto] (1420)"一一 Ibid.，p. 342. ④“'Pe[trus]. correcta， reportata et expedita， Quinto 

Id. Mau Anno Nono. de Casatiis (1425)"一一 Ibid.，pp. 390， 391， 396， 399， 426， 504. 

⑤“Ista littera fuit missa per dominum B. de Montepolician[o]， de mandato domini nostri 

pape. Pe. de Casatus (1427)"一一 Ib札 p.523. ⑥“Correctum de mandato domini 

B[lasu Molino] Graden. cancellariam regentis facto per sumptum suo signatum， et de 

manu sua scriptum fuit mandatum， factum. An. de A合ia(1423)"一一 Ibid.，p. 298. ① 

“Cassata et recta et mutacionem date. Ricoldus (1425)"一一一 Ibid.，p. 392. これらは

h いずれも第 7巻からの引用である。④と⑤とは同一人であり 6名の“修正官"が確

認された。①の最初に“修正され報告された"と書かれており，次にその年月日が明

記される。最後の人名が“修正宮"である。②では修正がパーソロミューの命令によ

るものであること，また修正が多いので原本が削除され別途に原本を作成して登録し

たことが述べられている。なおパーソロミューは“秘書官"であり，すでに第 7節で

も言及されている。③では修正官によって削除だけがなされている。④では人名の記

載が 2分されて，中間に修正・報告・発給の文言と年月日とが挿入されている。人名

を2分する書式はこれだけに留まらない。⑤では“教皇の命令によって"その令状が“秘

書官パーソロミューの手で送られた"という。そのことが修正官ピータの覚書として

付記されている。 e⑦では修正の指示が尚書院の長官職代行者からなされている。

⑥ A partir du pontificat de Jean XXII (1319-34)， les notaires ont eu seule-

ment a s'occuper des lettres de justice， a l'exc1usion des lettres de graces. 

⑦ Des notaires subsistent de nos jours aupr白 dela Chancellerie et des 

differents organismes de la curie romaine." --Ibid.， pp. 1020f. (sous 

NOTAIRES DE LA CHANCELLERIE PONTIFICALE). 

斜体字の“裁判"と“恩恵"とについては，すでに第 6節でも言及されてい

。。。，u
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る。その区分は，基本的に請願の内容による。請願の内容が“裁判"による

解決を求めているか，あるいは“恩恵"すなわち特権等の授与を求めている

かの区分がそれである。⑥では“裁判"の令状と“恩恵"の令状が対比され

ている。教皇ヨアンネス以降，いわゆる“起草官"はもっぱら“裁判"の令

状を担当したという。一方の“思恵"の令状は上記の“datatores"の所管に

なり，ここで職掌が分化する。⑦では“起草宮"の現状が述べられ，尚書院

以外の諸機関にも配置されているという。それは現状だけに留まらず，中世

以来の状況である。

〔第14表〕 “NOTARY"一ーそ の l

〈単に“notary"であることだけが確認されるもの〉

…・， Got位id:1230 (1-123) 

Campania， John de: 1248 (1-241) 

. ， Berard: 1265 (1-438) 

CasteIleto， Giles de: 1284 (1ー473)
CoIlemedio， Guy de: 1295 (1-559) 

Flisco， Brancaleon: 1297 (1-572) 

Aquino， Benedict de: 1301 (1-596) 

Neapoli， Matthew: 1307 (II-34) 

Columpna， Oddo de: 1311 (II-87...) 

Campania， Neapoleo Orsini de: 1316 (II-133...) 

Fabri， Peter: 1317 (II-14l...) 

Flisco (Fieschi)， Manuel de: 1329 (II-291…， III) 

Rozeto， Armandus de: 1330 (II-337) 

Albusaco， William de: 1342 (III-77) 

Calma (Chaume)， Guy: 1344 (III-102) 

Orsini(de filiis Ursi) of Rome， Francis: 1345 (III-21...) 

AIleyn caIled ‘de RothweIl'， William: 1346 (III-191) 

Wodelond de Calceto， Richard: 1346 (III-191) 

Orsini (de filiis Ursi)， Rainald: 1347 (III-251...) 

Sancto Marciale， Peter: 1351 (III-50) 

Alberti， Hugh: 1354 (III-523…) 

Whytyng， Jo加:1404 (V-608) 

A
W
V
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Catryk， John: 1409 (VI-155)< afterwards bp St Davids， Coventry and Lichfield， Exeter> 

Tourforde， William de: 1409 (VI-159) 

Basset， Roger: 1412 (VI-172...) 

Derham， Richard: 1413 (VI-168...) 

Chicheley， W出iam:1422 (VII-2...) 

Coni血， Nicholas: 1432 (VIII-401) 

Franciscus， Hono仕ius:1434 (VlII-489) 

C紅迦0，Alfonsus: 1435 (VIII-216) < afterwards bp Siguenza， Spain > 

Barbo， Peter: 1438 (羽II-264)

Forcalquier， Gaucher: 1446 (VlII-306) < afterw紅白 bpGap， France > 

Ga1esio， Johannes de: 1447 (X-274) < camera > 

Paruijohannes， P. : 1447 (X-274) < camera > 

Piscia， Phylippus de: 1447 (X-273， XI) < camera > 

Spens， Thomas de: 1449/50 (X-204...) < afterwards bp whi出om，Aberde叫 Scot1and>

Cameron， Thomas: 1455 (泊ー210)

Lindesay， David: 1455 (XI-209) 

Flemming， Robert: 1458 (XI-517...) 

Aquilone， Jo. de: 1461α1-683， XII) 

Home， Patrick: 1461 (XI-683…，XII) 

Rocha， Peter William: 1463 (Xlー652，XII) 
Goldwell， James: 1468/9 (XII-325…) 

Sass.， Matheus: 1469 (XII-391) 

Gerones， Johannes: 1469170 (XII-391) 

Campanea， Aloisus de: 1470 (XII-392) 

< camera > 

< camera > 

< camera > 

< camera > 

この表でくcamera> と付記したものについては，後出の引用 [5]で説

明する。まず次の史料に注目しよう。

[ 1 ]①“…… witnessed by…… and William de Gretewelle， papa1 notaη 

ρublic……[in the diocese of] LincoJn; attested by the bishop's scribe， 10hn 

Collon of Haversham， of the diocese of LincoJn， clerk， papal and imperia1 not-

aηρublic ; and approved and confirmed…… by ……血 thepresence of 

10hn Kyngton， clerk， of the diocese of Sa1isbury， papal notaryρublic . 

(1395)"一一 Letters，IV， 521. ②“…・ by10hn Wus de Alster， clerk， of 

the diocese of Cologne， papal and imperia1 ρublic notaη …… The said not-

aη …… (1404)" - Letters， V. 608. 
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この 4名は“公証人"であって，いわゆる“起草官"ではない。その弁別は

もっぱら形容詞“public"の有無にかかっている。従って仮に公証人であって

もこの形容詞が省略されたときには，弁別がまったく不可能になる。〔第14表〕

は厳密にいえば『教皇令状簿』に“notary"と書かれているものの一覧表であっ

て，その中に公証人が含まれている可能性を否定しえない。最初にこの 2点

を引用したのは，史料のそのような限界を指摘するためである。なお 4名中

2名は“教皇の公証人"であり，他の 2名は“教皇・皇帝の公証人"である。

[2 ]“'John Folsham， notaηaposωl仏 andMargaret his wife， of the diocese 

of Norwich (1398)"一一一 Ibid.，p. 127. 

俗人でしかも妻帯者については，前節でも言及された。このジョンもまた妻

帯者である。しかし彼が俗人であるか否か，また“起草官"か公証人か，こ

れだけの情報では確認が不可能である。筆者としては，とりあえず俗人でし

かも公証人の可能性も考えて〔第14表〕には記載しなかった。

[ 3]①‘'To Master John Catryk， canon of York， bachelor of canon and civil 

law. ‘Motu proprio' 4) appointment of him， who proposes to engage in the 
service of the pope and the Roman church， to be a papa1 notary. He is to 

take the usua10ath of fea1ty to the bishops of Winchester and St Davids， or 

one of them，白epope having (SiC)5) ordered them to receive his oath and to 

confer upon him the insignia6) of his office (7 July， 1409)"一一一 Letters，VI， 

155. ②“To the bishops of Winchester and St Davids. Mandate to receive 

仕omthe above Master J. Catryk， who is absent仕omthe Roman court， and 

whom the pope has appointed a papa1 notary， the above oath and afterwards 

to give him his insignia. They are to send the oath to the pope (8 July， 

1409)"一一一 Ibid.，loc. cit. 

①は“起草官"への任用の辞令であり，就任に当って誠実宣誓を指示してい

る。このばあいは宣誓の受理者としてウインチェスタ司教・聖デイヴィヅ司

教の双方あるいは一方が指定されている。②は両司教に対して宣誓の受理を

指示したものである。これによれば，ジョンはローマ聖庁に不在ということ

である。帰国の途上であろうか。最後の 1文には教皇に対して“宣誓を送る"

ことの指示が書かれている。宣誓は口頭のみならず文書の提出を伴っていた

といえよう。なお彼は後に聖デイヴィヅ，コヴエントリ=アンド=リチフィー

司
自
-
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ルドおよびエクセタのそれぞれ司教を歴任する。

4 )“自分の意志で"とは，この令状が請願によらず教皇自身の意向で発給されたこ

とを示している。しかし文面では，ジョンからの要請があったという。

5 )この“ママ"は編者のものである。文面では完了形であるが，両司教への令状

は翌日に発給されている。

6 )ここで“insi伊 ia(<凶i伊ium= insigne : mark)"とは，高位聖職者の位階ごとに

固有の服飾である。従って“起草官"にも固有の服飾が制定されていたことになる。

[4 ]①“・…..to promote to the church of Siguenza Alfonsus Garillo [sic] ， a 

papa1 [proto ]notaη (1435)" - Letters， VIII， 216. ② “ ・…・・ to Peter 

Barbo， the nephew of the pope and a protonotary…… (1438)" - Ibid.， 

p.264. ①“…… to P. Barbo， the pope's nephew， an apostolic notaη…・

(1438)"一一一 Ibid.，p. 266. ④“Anno domi凶 mcccclxvuO reverendus pater 

dominus Jacobus Goldwell factus notarius apostolice sedis…… (In the mar-

gin: ‘'Jacobus Goldwell，ρrothonotarius' …… (1467)" 一一一 Letters， XII， 

390. Cf. also p. 385n. 

これまで一連の引用において[ ]内の補足は，その大半が筆者のものであ

る。しかし①における“notary"の前の補足“プロート"だけは編者のもので

ある。②③のピータは同一人である。前者では“上席起草官"と書かれ，後

者では単に“起草官"になっている。④では本文で単に“起草官"と書かれ

ているが，欄外では“上席起草官"と訂正されているという。いずれにせよ

『教皇令状簿』では，上記の通り単に“起草官"とだけ書かれるのが通例で

ある。従ってここに引用されたものは，むしろ僅少の例外の一部である。大

半の原文で“プロート"という接頭語が明記されても， r教皇令状簿』の本

文では編者がそれを省略したということか7)。

7)①“Hug(olinus). xxii. xviu. Fola凶，pro幼onotairius，Bisuntin(us) [decanus] (1499)" 

一一ー Letters，XII， 545. ②“Folani， magister Hugolinus， H" dean of Besancon， apostolic 

prothonotaη， sometime a canon of Metz， scriptor， abbreviator and registrator of papal 

letters"一一 Ibid.，p. 897. ①は欄外の記載であり，②は索引での説明である。ここ

でも“上席起草官"の存在が示唆されているが，この人物は令状本文に登場しない。

[ 5 ]① Actum Rome in camera apostolica， presentibus dominis omnibus de 

camera testibus et me Phy(lippo) de Piscia notario (1450/1)" --Letters， 

q
b
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X，273. ②“…… et me P. Pぽ吋ohanniseiusdem camera notari (1447)" 

一一一 Ibid.，p. 274. ③“…… ac Johanne de Ga1esio notario dicte camere 

apostolice， et me P. Parvijohannis [sic] (1447)"一一一 Ibid.，loc. cit. 

①は新任徴収官の誠実宣誓の記録であり，その末尾の文言である。場所は聖

庁財務院である。フィリプは単に“起草官"と書かれているが，編者は索引

で彼を“財務院の起草官"と見なしている。②③では現にいずれも“財務院

の起草宮"と明記されている。“起草官"の所属が尚書院だけに留まらない

ことは，すでに『教会法事典』からの引用でも指摘されていた。〔第14表〕

で<camera >と付記されているのは，聖庁財務院所属であることが確認さ

れたものである。

[ 6 ]①“To Master Thomas de Spens， archdeacon of Moray， M.A. 

Appointing him， who is …… of noble race， and proposes to engage in the 
service of the pope and the Roman church， a notaηof the pope and the 

apostolic see， with the enjoyment of all privilleges etc. of apostolic notaries. 

Before receiving. the ‘insignia'仕omthe chamberlain or vice-chamberlain， he 

is to take in the papa1 ‘camera' the usual oath of fea1ty (1447)" --Letters， 
X， 268f. ②“…. .. venerabilis vir Thomas de Spens archidiaconus ecc1esie 

Moraviensis fuit admissus泊 notariumsedis apostolice cum honoribus oner-

ibus etc. ……泊 manibusreverendi in Christo patris domini Astorgii 

archiepiscopi Beneventani locumtenentis etc. prestitit personaliter in forma 

debita juramentum .…・・ [In the margin is ‘'prothn( otarius) Thomas de 

Spens.'] (1477)"一一目 Ibid.，pp. 273f. ③“…… to Th. de Spens， [now 

bishop-]elect of Whiteherne [sic] ， then a notaηof出epresent pope and of 

lower rank (in minoribus constituto) …… (1449/50)" 一一一 Ibid.， p. 204. 

④“Mandate to collate and assign to David Ogylvy…… a canonry and pre-

bend called the succentorship of Moray …… void by the resignation of Tho-

mas， [now] bishop of Whiteherne， then a papal notary…… and therefore 

reserved to the pope under his general reservation 01 aU benefices 01 papal 

notaries…… (1451)" - Ibid.， p. 221. 

まず①は前出 [3]①と基本的に同様の任用辞令である。相違点は“起草官"

に固有の“すべての特権等"の享受が明記されていること，また宣誓の受理

者が聖庁財務院の長官か副長官かであることの 2点である。②は 3日後に発

給されたもので，①における“すべての特権等"が“honoribusoneribus etc." 

-33 -



北大文学部紀要

という文言になっている。コンマがない。しかしこれもやはり“諸特権・諸

義務……"と読むべきであろう。トマスが“起草官"に任命されて，役職固

有の諸特権とともに諸義務等をも与えられたということではないか。

また宣誓受理者が特定され，財務院長官の代行者としてのペネヴェント大

司教がそれに指名されている。さらに“infonna debita"という文言は，宣誓

文書の書式があらかじめ指定されていることを示唆する。なお欄外では [4] 

④と同様に“上席起草官"と訂正されている。

さらに③では“oflower rank (加 minoribusconstituto)"という文言に注目し

ておきたい。しかし手もとの文献ではその意味を確認しえなかった。

最後に④では，斜体字の文言にも注目しよう。教皇の“起草官"の聖職禄

は，すべて教皇の“包括留保権"のもとにあるという。トマスは司教に昇進

してマリ司教座の聖歌隊の主管補佐職を返上した。この主管補佐職それ自体

は“起草官"在任中に占有していたものであり，従ってその後任者の選定権

は教皇の“包括留保権"に含まれるという。この令状はマリの司教座参事会

長等にあてたもので，この主管補佐職を教皇選定の候補者デイヴィドへ与え

ることを指示している。ここではトマスの事例から“起草官"に固有の特権

があること，ならびに“起草官"の聖職禄が教皇の“包括留保権"のもとに

おかれることの 2点を確認しておきたい。なおこの“留保権"なるものにつ

いては，本節の末尾にく追記〉がある。

[7 ] 

‘Mot加uproprio' appointing him who is of a great race of nobles， and is proctor 

of Henry king of England， a notaηof the pope and the apostolic see， with 

theenjoyment of all privileges etc. with other such notaries. Before receiv司

ing the ins忽niaof office he is to take oath …… to Lewis cardinal priest of 

St Laurence's in‘Damaso'， the pope's chamberlain (1458)" --Letters， XI， 

p. 681. 

これも任用辞令であり，彼は“起草官"としての“すべての特権"の享受を

認められている。じかし手もとの史料・文献では，遺憾ながらその“特権等"

の内容を確認しえない。後半には[3] と同様の文言が見られる。

[8 ]①“Exemplification， at the petition of Patrick de Home， archdeacon of 
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Teviotda1e in the church of G1asgow， a papa1 notaη，仕omthe Register of 

Eugenius IV of the following 1etters of that pope， the origina1 letters having 

been accident1y 10st， viz. 一一一…… (1461)" 一一一 Ibid.， p. 691. ② 

. P. Home， archdeacon of Teviotdale…… is of a nob1e and baronia1 

race and is a member of the househo1d of the said king Uames III， Scotland] 

. (1461)"一一一 Ibid.，p. 426. 

①はまことに異色の令状である。請願者パトリクは，ティーヴィアトデイル

司教補佐である。彼はこの司教補佐職の占有に関する古い令状の原本を紛失

した。そこで教皇記録簿から写本を作成すること，しかもそれをあらためて

令状正本として再発給することを請願し受理された。この令状は，写本作成

を認可したものである。なお彼は②によればスコットランド国王の“家政構

成員"である。

“起草官"に関しては，次節の末尾で一括して総括する。

* * * * * 
〈追記〉

ここで“教皇の留保権"なるものについて， W.A.パンティンの解説を引

用しておこう。「“papa1provision"すなわち教皇直任権は事前の権限留保に基

づいて行使され，それには“specia1reservation"と“generalreservation"とが

ありえた。個別留保では，教皇が特定の聖職禄についてその任命権を留保し

た。また包括留保ではある規定に該当する聖職禄のすべてについて，あるい

はある地域の聖職禄のすべてについて教皇が任命権を留保した。たとえば教

会法の規定では，ある聖職禄の占有者が教皇庁で死亡したばあいに，空席の

聖職禄はすべて自動的に教皇のもとに留保される。また占有者が教皇によっ

て上位の役職に昇進させられたばあいにも，同様の自動的な留保がなされた。

1265年には，イングランドに関して将来における空席の聖職禄すべてが教皇

のもとに留保された。教皇直任権は，すでに空席の聖職禄であれば即座にそ

れを行使しえた。司教職のような重要な聖職については，それが通例であっ

た。ほかに将来の空席を見越して何らかの聖職禄を予約するという形態もあ
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り，これは“expect品tivegrace"すなわち“期待恩恵"と呼ばれる。下伎の襲

職禄への はこれがむしろ通様であったoJW. A. Pantin， The English 

Church in the Fourleenth Centuη， 1955. pp. 48f. 

ほかにたとえば f教皇令状簿j第 4巻の事項索引では，空席の襲職禄に関

する教患の“留保権"を次の通りじま分している。

Reservation of benefices void一一一

(1) in curia Romana or by de皐thwithin two days' joむneyof the Roman ∞urt 

(2) by re器ignitionto the pope or泌 theapos初当csee 

(3) by de証thof members of the papal court 

(4) by resignation of members of the papal court 

(5) by deprivation by papaI authority 

(6) by deprivation itso facお 一 一

a) for schism 

b) under the constitution Execrabilis 

(7) by promotぬまし orobtaining another benefiεe， by papal authority 

本鮪の引用 [6] におけるトマスの襲職援は，この第(4)項“襲庁構成員の辞

任によって"空席になり，教室の裁畿権のもとに器保された。

〔芸}

前節では，いわゆる“起草賞"のうちでその役職しか確認されないものを

検討の対象とした。本節ではやはり“組草宮"のうちから“ほかの身分・役

職も確認されるもの"について検討を縦続する。

〔第153長〕 “NOTARY"一一ーその 2

〈ほかの身分・役職も磁認されるもの〉

• ， Pandulph: 1218 (1-56) 1 cubi叩 larIleg高校 Is泌deacon< a伽 rwardsbp Norwich > 
P昌rma，Albert de : 1254 0-29⑩) Ilegate (?) I writ 

Sancto Germ獄。， John de: 1257 (1叩 354...)1 subdeacon 

…・， Arlot: 1257 (1-354…) I s臨むd儲 con

"， Jord畠担:1258 (1-357) / s誌もdeaconf吋ce-c担ぉlce話。r
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as “cardinal Jordan" (405); Cf. X-659， XI-29 (subdeacon) 

・， Richard: 1261 (1-377...) 1 subdeacon 

・， Berard， of Naples: 1264 (1-418...) 1 chamb 1 subdeacon 

Montebruno， Peter de: 1268 (1ー425)1 chamb 

. ， Peter: 1273 (1-443) 1 chamb < afterwards abp Narbonne > 

Nepoleon， Francis < archd Worcester> : 1289 (1-495...) 1 chapll subdeacon 

Trebis， Nicholas de: 1289 (1-509.:.) 1 chamb 

Sabellis， Pandulph de: 1308 (11-48...) 1 chapll subdeacon 

Sancto Maximo， Francis: 1358 (III-591...) 1 secr 

Sancto Gemma， Raymund: 1364 (IVー7...)1 nunc 

Stratton， Robert de: 1380 (lV-258) 1 auditor 1 chapl 

Moubray， John: 1395 (lV-514， V) 1 auditor 1 chapll reader 1 refer 

Francisci， Bartholomew: 1396 (IV-296...， V， VI) 1 regent (of chancery) 

Dwerg， Herman: 1412 (VI-:-173...， VIII) 1 auditor 1 chapll nunc 1 refer 

Giovenazzi Uovinacio]， Paul de， 1413 (VI-422) 1 vice-chancellor 

Polton， Thomas < archd Taunton> : 1414 (VI-497， VII) 1 abbr 1 chapl 

< afterwards bp Hereford; Chichester; Worcester> 

Monte， Peter de: 1435 (VIII-221...， IX) 1 colll nunc < afterwards bp Brescia， Italy> 

Moleyns， Adam < archd Salisbury; dean Salisbury; archd Taunton > : 

1439 (VIII-317f， IX) 1 clerk 1 colll cubicular 1 memb < afterwards bp Chichester> 

Croyser， William < archd Teviotdale ; Lothian> : 1439 140 (VIII-295...， X， XI) 

1 acolyte 1 memb 1 nunc 

Castilliono， John de < archd les Ves， Coutances> : 144112 (VIII-318…， IX) 1 coll 1 nunc 

< afterwards bp Coutances > 

Cesarinis， George de: 1444 (VIII-319， IX) 1 regent (of major penitentiary) 

Cousin， S: 1447 (X-273) 1 clerk (?) < camera > 

Gray， William < archd Northampton， Richmond> : 1448(X-44...) 1 nunc 1 refer 

< afterwards (?) bp Ely > 

Vulterris， Gerardus de， 1457 (XI-59) 1 auditor < camera > < camera > 

Clementis， Vincent < archd Wiltshire; Winchester; Norwich; Huntingdon> : 

1462/3 (XI-677) 1 chapll colll cublcolar 1 nunc 1 orator 1 subdeacon 

Courteney， Peter < archd Exeter; Wiltsheire > : . 1463 (XI-654) 1 nunc 1 refer 

< afterwards bp Exeter; Winchester > 

Macdowel， Fergus: 1467 (XII-277...) 1 colll nunc 

食 集計大

abbreviator 1 acolyte 
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auditor 3 auditor < camera ) 1 

chamberlain 4 chaplain 7 

clerk (?) 1 (1) collector 5 

cubicular 3 legate (?) 1 (1) 

member 2 nunclO 9 

orator 1 referendary 4 

regent < chancery ) 1 regent < penitent ) 1 

secretary 1 subdeacon 9 

vice-chancellor 2 writer 1 

この集計で 4名の“chamberlain"とは『教皇令状簿jにそれだけの情報し

かないことを示すもので，全員が財務院長官であるとは限らない。逆に全員

あるいは大半が“cubicularius"すなわち“侍従"であろう。しかもこの“侍従"

なるものには，本稿(上)第 3節で指摘の通り“名誉称号"の可能性もあろ

う。財務院の長官は，やはり第 3節で言及の通り，枢機卿か大司教・司教か

の高位聖職者が兼任する。従ってとりわけ“教皇副助祭"であるものがこの

長官職を兼任するとは考えがたい。その点については，本節末尾の〈追記〉

で再度確認する。

[1 ] “ …・・・ the pope gave it to Master Pandulph， papal subdeacon and not-

ary， by mandate addressed to Gualo， cardinal of St Martin's papal legate 

…… σuly， 1218)"一一一 Letters，1， 56. 

この人物は著名な有力者であり，マーグナ=カルタの序文や第62条にも登場

する。ここでは彼にも“起草官"の官職が確認されることを指摘するだけに

留め，別稿であらためて詳細に検討したい。

[2 ]①“…... Master Albert， papal notaηand legate in England .….. 

(1254)" 一一 Letters，1， 299. ②“・…・・ to the processes held by Master 

Albert de Parma， papal notaη， with the king of England …… about the 

realm of Sicily (1256)" - Ibid.， p. 369. ③“Mandate to Master Albert 

de Parma， papal writer， to induce the executors of the testament of Ademar， 

or Aymar， bishop of Winchester …… (1261)"一一 Ibid.，p. 380. ④ 

“Mandate to Master Albert， papal notary， to instruct the archbishop of 

Cosenza [Italy] ， whom the pope is sending to France and England， touching 
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the business known toAlbert. Power to the archbishop ofCosenza， who 

h皐sbeen sent to king Henry [III]…… touching the business of Sicily…… 

(1264)"一一 lbid.i p. 408. 

①および昏では，洗礼名しか警かれていない。しかしいずれも“起草官"で

あり，またイングランドへ派遣されていることからして，この 2点の令状に

おけるアルパートは掲…入であろう。窃のアルパートは， 1256年の碍点でシ

チリア問題を龍さきしていた。しかも舎の前半で“アルパートが承知している

任務"とは，その後半で“シチリア調係の任務"と響かれている。さらに@

の諮半ば，その紙務の詳纏についてコゼンツァ大部教へ伝達せよという令状

る。従って①@金容のアjレパ…トは，いずれも間一人と晃なされる。

問題はφのアルパートである。告のアルパートは， 1254年の時点において

すでに“教裏特捜"であった。それほどの人物が7年後に“講議官"であり

うるか。爵題はまさにその点、にある。“教皇特捜"とは，本稿(下}の第13

欝で述べるように療費せとして椋機卿の中から選fまされるほどの重饗な任務で

ある。一方の は，第 8部で確認したように犠機婚経の要職とは考

えられない。ここではなしろ①の "legate"という用語に難簡を提起しておこ

うo それが単なる“nuncio"すなわち単なる“使態"の意味であれば謁還はな

い。このばあいに隈らず f教義令状簿j第 1巻の“legate"については，ほか

にも疑問がある。その点は第13節であらためて指摘される。

[3 ]“…… the prebend of Fentone [York]， held by Peter， archbishop of 

Narbonne， papal chamberl謹inand notary， at the也栂 ofhis promotion .…日
(1273)" - Letters， 1， 443. 

これは現職大河教が“起草事官"であることを意味するものではなくて，大司

教昇進の時点で“童話草宮"であり，またその時点でヨーク大理教感の参事会

を占革ましていたということであろう。なお援もまた“侍従"ではな

いか。現職大司教であれば財務院長官の可能性もあろうが，大司教昇進j立競

の“起翠には，その可能性が皆無といえよう。

[4]∞吋oM墨sterPandulf Savelli， papal notary .…日 in the church of St 

Martin， Tour器官rance]. Indult to hold prebends of York， Lincoln， and Salis明

bury， together with other benefices in France …… (1308)"…… Letters， 
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II， 48. 舎“ToMaster P. de Sabel10 [sic] ， subdeacon， papal notarYi subde昌n

of York. Indult toremain without higherorders (1311)"一一 Ibid.，p. 87. 

@“To Master P. de Sabel1o， subde注工1of the church of 為政， papalnotary. 

Faculty . to be ordained priest by晶nycatholiむ bishophe m昌ychoose (1313)" 

lbid.， p. 114 @“…… Master P. de S拍車110，papal notary and sub-

deac，似 inthe canonry and prebend of Newbald i設 York.…日 (1318)"一一一

Ibid.， p. 175. 

このバンドゥルフは①@@ゅのすべてにおいて“起草室"である。①によれ

ばすでにフランスで護数の襲職禄を占有しており，そのほかにイングランド

でもヨ…ク大司教療やリンカン・ソールズべりの各司教膝で参事会員襲戦様

そ取得することについて認可をえ

問題は②および舎における斜体字の文言であり，@では単純に品級として

の“副助祭"と考えざるをえない。窃の後半でそれ以上の品殺を取得しない

ままに欝まることの認可をえているからである。窃は 2年後のもので，やは

り品級取得に関する ある。品級は叙階の秘震によって，すなわち

よって与えられる。この令状は，その司教の選択乏バンドゥルフ屈

身に委ねたものである。④はさらに 5年後のもので，被はすでに“司祭"の

品級を取得しているものと推定されるが，これにも“副助祭"と記載されて

いる。しかしこのばあいは“教皇の起草官"兼“{教皇の)制崩祭"と書か

れている o 要するに察職としては“思2察官"であり，身分としては

であった。なお“教皇副助祭"には単に身分のみならず宮職の側面も

り，その詳細については到舗で検討するo

[5] “CD Dec1aration touc泌ngthe subdeanery，儲nonry，and prebend of 

York， held by the late Master P. de Sabel1o， papal not抑制 chapl砥窃

provision of.which 陶器 beenmade under papal rese野氏i∞toNeapoleo Orsi蜘

ni， i③ to whose possession ofthe same opposition has been made by John 

Arundell，④ assertおgthat he was c皐nonof Y ork with expectation of a pre嶋

bend. @ John occupied the prebend， and says that as Pandulfめ$総tedhim-

self from the Roman court his benefices. could not b告 treatedas those of a 

member of it. ③ Question having arisen between John and Neapoleo's proc欄

tor， an agreement was made to consult the pope， th告 fruitsof the prebend 

being meanwhile held by the dean [of York]. ぐ'[)The pope dec1ares that as 
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Pandulf wa詰 always凶schaplain and notary，設ndhad licence to reside outside 

the Roman coぽ t，his benefices come under the papal reserv幻ion(1329)" 

一一 Ibid.，p. 294. 

これも間じパンドゥルフに践する令状である。披はすでに死亡しており，生

前の議鞍譲の処分に関する教皇側の胤解が公示されているφ。教皇はこれら

の処分擦が教患のもとに留保されているという認識のもとに， Nを後継者と

して直伍したφ。Nの占有権に擁してjから異論が提起された@oJの主張

によれば彼はすでにヨーク大潟教箆の参事会員?おるが，相応の参事会員聖

職様をもたず，いわば“空席待ち"の状態にあった命。バンドゥルブの死亡

によって“空席"ができたのでJはそれを占拠した。バンドゥルフはローマ

聖庁に賠住しておらず，従って彼の聖戦惑には聖庁構成員の襲職禄の処分に

関する規定が適関されない。 Jの論議はその点にあったお。 Jに対して?曜の

代理人から異論が擬起され，教患に裁定を嬰識することで、両者の合意が成立

した。罷題の参事会員襲毅譲に関しでは，裁定が下るまでヨーク

そのi民議を取得する告。最後に⑦において教皇側の裁定が述べられる o

のパンドゥルフは“教皇礼揮所需祭"であり，また“教議認箪宮"でもあっ

た。それは謹庁に不在の期間においても問機である。しかも醸庁外居住は正

規の認可によるもので怠って，披の聖職禄はすべて“教皇の留保権"のもと

するというlhこの令状は“教義翠庁構成員"なるもののj控格規定の

一部俊示唆するものとして， }3lj稿であらためて検討したい。

1 )この“留保権"については，前節末尾のく浪記〉を参照されたい。

[6]①“To Master Bartholomew Francisci， papal notary …… (1396)"一一ー

かtters，IV， 296. 窃“…...examinatio怒 byMaster B. Francisci， provost of 

8t 8tephen's…… in the diocese of Pistoja [ltaly]， p語palnotary， regent of 
the chancery of the holy Roman Church (1394)"一一 Ibid.，p. 503. 窃"To

Master B. Francisci， provost …… papal notary…… who i器 rege怠tof the 

chancery of the holy まom詰nchurch …… (1405)"一一一 Letters，VI， 31. 

援は母の時点において単に“起草宮"であった。しかし@告においては“鎚

のままで襲庁尚書院の説長官つまり事実上の長官の職務代行者である

という。尚書読では“副長官" あること，またしばしばそ
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の職務代行者が任命されていることについては，すでに本稿(上)第 2節で

言及されている。

[ 7 ]①“…… to Master Herman Dwerg， papa1 chaplain and auditor .. 

(1405)"一一 Ibid.，p. 52. Cf. also pp. 6lf. ②“…… Master H. Dwerg， 

papal notary …… (1412)"一一一 Ibid.，p. 173. ③“・….. to Master H. 

Dwerg， [now] a notary of the present pope Uohn XXIII]， then a chaplain and 

auditor of Angelus [Gregory XII]…… (1412)"一一一 Ibid.，p. 239. ④‘'To 

Master H. Dwerg， provost of St Lebuinus's， Deventer in the diocese of 

Utrecht， doctor of canon law， papa1 notary …… on account of his mission as 

nuncio to England …… (1412)"一一一 Ibid.，p. 440. 

彼はまずグレゴーリウス12世の“教皇礼拝所司祭"であり“聴取判事"であっ

たが①，対立教皇ヨハンネス23世のもとで“起草官"に任命され③，さらに

その官職を帯びたままで使節としてイングランドへ派遣されている④。

[8 ]①“To Henry [VI]， king of England. Letters of recommendation for 

Master Peter de Monte， 1. U.D. apostolic notary， whom the pope has 

appointed collector of the papal ‘camera' in England and lreland (1435)"一一一

Letters， VIII， 221. Cf. also p. 237. ② 

n∞ot匂ar可y，and nuncio and collector in the realms of England and Scotland 

(1435)"一一 Ibid.，p. 233. ③“To Master P. de Monte ..・H ・Grantto 

him， who has the tonsure and is in minor orders only， and is bound shortly on 

account of his notaryship to have himself ordained subdeacon， not to be 

bound to do so before a year仕omthe date of these presents …… (1435)" 

一一 Ib低， p. 264. ④“To Master P. de Monte， Pievano of the Pieve (Pleba-

nus Plebis) of St George de Ilagio in the diocese of Verona， LU.D.， apostolic 

notary， dwel1ing in the realm of England (1438)"一一一 Ibid.，p. 253. ⑤ 

. P. de Monte， [now] bishop of Brescia [Lombardy]， then an apostolic 

notary and collector of the ‘camera' in England and other parts， and nuncio of 

the apostolic see ..…・ (1442)" 一一 Letters，IX， 260. ⑥“To P. [de 

Monte]， bishop of Brescia， papal nuncio in the rea1m of France (1443/4)" 

一一 Letters，VIII， 248 

まず①は新任の“徴収官"ピータに関する“推薦状"あるいは“紹介状"で

ある。ピータは“起草官"のままで“徴収官"に任命されている。②では“使

節・徴収官"と書かれ，また①の担当国イングランド・アイルランドがイン

グランド・スコットランドへと変更されている。③は彼の品級に関する情報
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を伝えている。それによれば，彼は聖職者として剃髪を受けているがいまだ

に下級品級に留まっている。また“彼が起草官であることからして早急に副

助祭の品級を取得すべきであるが，この令状の発給日から 1年間に限ってそ

の取得を免除する"という。教皇の“起草官"には，少なくとも副助祭の品

級が要求されていたということか。

彼は④の時点においてヴェローナ司教管区内で“司牧司祭職"を取得して

いる。斜体字の文言がそれである。司祭の品級を取得したということか。し

かし依然として“起草官"であり，またイングランド勤務が続いている。⑤

では司教への昇進が確認され，以前の一連の役職については“起草官"職を

はじめとして“当時"と書かれている。司教昇進に伴って辞任したというこ

とか。なお司教昇進以後には，教皇使節としてフランスへ派遣された⑥。

[9 ]①“Requesting safe-conduct， during two years for William Croyser， 

archdeacon of Teviotdale in the church of Glasgow， papal acolyte and nuncio， 

and member of the pope's household …… (1422)"一一 Letters，VII， 10. 

②“The recent petition of W. Croyser， priest， of the diocese of St Andrews， 

M.A.…… to restore W. to出.earchdeaconry of Teviotdale…… (1426)" 

一一 Ibid.，pp. 464f.③“ H ・H ・W.Croyser…… a. member of the house-

hold and acolyte of the present pope …… as his nuncio (1435/6)"一一一

Ibid.， p. 287. ④“…… W. Groyser (sic)， archdeacon of Teviotdale， for 

about twelve years a papal acolyte …… (1436)" 一一一 Letters，VIII， 261. 

⑤“…… Master W. Croyser， archdeacon of Lothian [sic]， apostolic notary 

and nuncio(1439/40)"一 一 Ibid.，p. 295. ⑥“To W. Croyser， archdeacon 

of Teviotdale…… a notary of the pope (1460)"一一一 Letters，XI， 405. 

ウィリアムについては，⑤から⑥までほぼ20年間にわたって“起草官"の経

歴が確認される。彼にはほかに別な側面が認められ，ここではそれらに触れ

ておこう。まず①は，ウィリアムに対する旅券発給の記録である。斜体字の

文言によれば彼は“教皇侍祭"である。また教皇の“使節"であり教皇の“家

政構成員"である。彼は13年あるいは14年後にも依然として“教皇侍祭"と

書かれている①④。しかも“ほぼ12年間にわたって教皇侍祭"であったとい

う④。ところが彼は②の時点で，すなわち①の 4年後の時点で，品級におい

てすでに“司祭"であった。品級としての“侍祭"は下級4段の最上位であ
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り，一方の“司祭"は上級 3段の最上位である。要するに彼は司祭の品級を

取得した後にも“教皇侍祭"であった。そのことの意味はあらためて別稿で

検討する。

，[10] ①‘'To Master John de Castilliono…… apostolic notary， nuncio of 

the apostolic see and collector of the ‘camera' in England. Appointing him 

collector-generaI of the 'camera'血 thesaid reaIm …… (144112)" 

一一 Letters，VIII， 318. ②“…… John， [now] bishop of Coutances 

[France]， then an apostolic notary …… (1446)"一一一 Ibid.，p. 305. 

ジョンは“起草官"のままで“使節・徴収官"であり，①の令状によってイ

ングランド担当の“首席徴収官"に任命された。②の時点ではすでに司教に

昇進しており，前出 [8]のピータと同様に“起草官"職については“当時"

と書かれている。

[11] ① “ …・・・ N. de Valle et Petro Sanctolana camere apostolice cIericis et 

me S. Cousin (1447)"一一一 Letters，X， 273. ②“ H ・...N. de Leys et P. 

Sanctolaria dicte camere cIericis， ac me S. Cousin eiusdem camere notario 

(1447)"一一 Ibid.， Ioc. cit. ③“・….. in camera apostolica， S. Cousin 

(1450/1)" 一一 Ibid.，• Ioc. cit. ④“Cousin， S.， a cIerk of the apostolic 

‘camera' 273， a notary of the apostolic ‘camera' 273 ter." 一一一 Ibid.，

Index. 

まず④に注目されたい。これは索引の記載であり，編者はこの索引において

Sが同じ273頁に聖庁財務院の“書記官"として 1回，またやはり同じ聖庁財

務院の“起草官"として 3回登場するという。①②③の 3片は Sに関する

同頁の記述のすべてである。②では“起草官"と明記されているが，他の 2

片にはその情報がない。しかし①②は，同年の記録であり書式も共通してい

る。おそらく①の Sもまた“起草官"であろう。編者の解釈通り“書記官"

のSもこの頁に登場するとすれば，いずれがそれであろうか。ここでは断定

を避けて，財務院にも“起草官"が配置されていたことだけを再確認してお

きたい。財務院の“起草官"については，すでに前節の引用 [5]でも指摘

されている。

[12] ① “ …… a canonry and prebend …・・ in LincoIn and the 

archdeaconry of Northampton …… to become void by the promotion， made 
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by the pope， of William Gray， then a papa1 notary and referendary， to the 

church of Linco!n， and by the consecration of the said elect， which is to be 

administered (1450)"一一一 Ibid.，p. 480. ②‘'To John Chedworth. Provi幽

sion to him…… of the church of Linco!n， upon whose voidance…… the 

pope made provision to W. Gray， a notary apostolic， who， being at the apos-

tolic see， has this day， without having had possession， freely given up to 

白epope the said provision .…・・ (1452)"一一 Ibid"p. 600. ③“[To Wil・

liam， elect of Ely.] Provision to him， archdeacon of Richmond in York， a 

notary apostolic and referendary， S.T.M.， of the church of Ely …… (1454)" 

一一一 Ibid.，p. 698. 

ウィリアムは，リンカン司教座で参事会員聖職禄とノーサムプトン司教補佐

職とを占有していたが，それらはやがて空席になるはずである。教皇が彼を

リンカン司教に昇進させる意向であり，その聖別式が挙行される時点で空席

になる①。そこで斜体字の文言に注目しよう。この“then"は，他の事例とは

異なって過去における“当時"ではない。将来における聖別式の時点におい

て，あるいはその時点まで“起草官"でありまた“請願検討顧問"であると

いうことではないか。

しかし彼の聖別式が挙行されないままに 2年後に②のジョンがリンカン

司教に直任される。ウィリアムはその時点でも依然として“起草官"であっ

た。彼はなおも聖庁に滞在しており，リンカン司教座の占有権を取得してい

なかったという。ウィリアムが“本日付けをもって上記の直任を無条件で教

皇に返上した"ことによって，ジョンの直任がなされた②2)。要するにウイ

アムは，リンカン司教として聖別されないままに終わった。何故か。国王へ

ンリ 6世が対立候補としてジョンを推薦し，現地参事会の選挙でジョンが司

教候補者に指名されたからである。教皇の意向と国王の意向とが対立し，結

局は教皇の譲歩によってジョンがあらためて司教に直任された。一方のウィ

リアムはイーリ司教に直任される。その時点でなお“起草官"でありまた“請

願検討顧問"であるという③。

2 )“…… quod magister Guillelmus Gray， sedis apostolice pro幼onotarius

(1452)"一一ー Ibid.，pp. 600f. n. 
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彼が司教昇進以後にも“起草官"でありえたか否か。その点はいずれとも

不明である。すでに本稿(上)の第 6節で検証の通り，一方の“請願検討顧

問"には現職司教も見受けられる。しかし『教皇令状簿』では現職司教の“起

草官"が検出されない。ウィリアムもまた聖別式以後に“起草官"職を離れ

たものと推定される。

* * * * * 
第 9節に続いてこの節でも“起草官"の実態を検証した。この訳語それ自

体は，ほかの訳語とりわけ“抄録官"や“清書官"との対比を明示するため

の便宜的なものに過ぎない。逆にいえば“抄録官"や“清書官"も“起草官"

との対比のための訳語にほかならず，彼らの実務の内容はいずれもいわば“書

記"であろう。要するに広義の書記群の中に文書の起草を主要な任務とする

もの，抄録作成を主要な任務とするもの，ならびに公文書の清書がそれであ

るものなどが含まれていたといえよう。

なお“起草官"の勤務先が尚書院に限定されず，財務院の“起草官"が前

節・本節の双方で確認された。当面の所見を要約しよう。

O 第 1点 まず〔第15表〕には現職司教補佐が 8名記載されており，ま

たそのうちの l名はソールズベリ司教補佐からソールズペリ司教座参事会長

に昇進した。しかし現職司教は皆無であり，後日の大司教・司教が 8名確認

された。司教昇進者はもはや“起草官"たりえないということか。ここでは

断定を保留して，その可能性を推定するだけに留めよう。

O 第 2点 いわゆる“教皇副助祭"が 9名，また“教皇侍祭"が 1名検

出された。これらの称号については別稿で検討するが，この10名のほかに 2

名の“教皇家政構成員"が検出された。“教皇副助祭"や“教皇侍祭"にせ

よまた“教皇家政構成員"にせよ，それらの呼称はいずれも教皇との日常的

に緊密な接触を示唆する。“起草官"であるということは，それ自体が教皇

の側近者であることを意味したといえよう。

O 第 3点 側近者ということは，ほかに“侍従"すなわち教皇の身辺の

勤務者が存在することからも推定される。〔第15表〕では，本稿(上)第 3
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節で“侍従"と確認されたものが2名に留まる。しかしほかに“chamberlain"

が4名にのぼり，筆者はこれらの全員あるいは大半を“侍従"かと推定して

いる。その推定の根拠は，本節末尾のく追記〉で述べる。

O 第 4点 その一方で 5名の“徴収官"と 9名の“使節"とが確認され

た。 4名が重複しているので，実数は10名である。彼らは聖庁を離れていわ

ば“外国"に勤務する。〔第15表〕の31名中10名という数字はなるほど高率

であるが，この比率は過大に評価すべきでない。『教皇令状簿』は歴代教皇

の記録簿原本から大ブリテン・アイルランド関係の情報だけを選択・抽出し

て編集したものである。この10名は大ブリテン・アイルランドの一方あるい

は双方に派遣されたもので，その任務に従事したことからして『教皇令状簿』

にその名を留めた。いいかえると“徴収官"や“使節"などは，聖庁の内勤

者以上に『教皇令状簿』に収録される可能性が高いであろう。従ってここで

は，比率を不問にして事実の確認だけに留めよう。教皇は“起草官"をその

役職に留めたままで“徴収官"や“使節"に起用することもありえた，とい

う事実である。

〈追記〉

本稿(上)第 3節で指摘の通り，単に“papalchamberlain"とだけ書かれて

いるばあいには“聖庁財務院長官"か“侍従"かの弁別が不可能なこともあ

る。問題は“chamberlain:camerarius"の“chamber:camera"が何かという点

にかかっている。それが仮に教皇の“寝所"であれば，その勤務者とは“侍

従"であろう。またそれが独立部局としての“聖庁財務院"であれば，その

ばあいの“カメラーリウス"はその長官を意昧する。

第 3節〔第 3表〕でも，また本節の〔第15表〕でも“侍従"であることが

確認されたものは“cubicular( < cubicularius)"として扱っており，未確認の

“chamberlain"と区別した。

“起草官"の検討を終えた段階で，両者の弁別のために一つの指標が判明

したといえないか。その指標とは“起草官"であるという事実にほかならな

い。〔第15表〕の 5名のように問題の人物が現職の“起草官"であれば，彼
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らには“財務院長官"の可能性がな ~)o “起草官"には現職の司教補佐や司

教座参事会長も検出されたが，現職司教は確認されない。一方の“財務院長

官"は14世紀において大半が司教か大司教であり， 15世紀には枢機卿が通例

になる。従って現職の“財務院長官"が“起草官"を兼任するという事例は

おそらく皆無であろう。

同様に“papalaco!yte"や“papa!subdeacon"の称号もまた弁別の指標になろ

う。“教皇侍祭"や“教皇副助祭"の出身者が“財務院長官"になることは

ありえても，現にその称号を帯びているものが“財務院長官"であるとは考

えられない。さらに〔第 3表〕には“教皇家政構成員"が8名記載されでい

る。この 8名に関しては全員が“侍従"であり，あるいは“侍従"の名誉称

号を帯びていた。“財務院長官"は“教皇家政構成員"とも両立しない。

[未完]
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