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花火文学部紀華客 43-3 (1995) 

中世後期イギリスの聖職禄に関する覚書

一一帯語の分類・整理

東出 功

{cまとめに〉

本語は表題』こ記載の通り、聖職禄グなるものに関する覚書であれさらに

正確にいえば聖職様の分類・5義理に関する覚書である。では向絞その分類や

整理が必要か。灘自は単純マあって，一口に聖職識と呼ばれるものが実態に

おいて多種多様であり，従って史料における婿報もまたきわめて多般にわた

るからである。しかも以下に述べる通り，筆者密身にとっては，この時点で

それらを分類し整理しておくべき議出があった。

本務の構想、む発識は，蔀稿 r<史料所発〉修道会醸職者の在銘袈鞍提出荷

-1198年から 1471年までJ (本紀重要， ;l彊巻第82号， 1994年 10月〉にあ

る。表題における、修道会盟識者グとは向か，また、在器製職禄"eは鰐

か。カトリック霊界では，用知の溜り聖職者が{多選会襲職者と在銘盟職者と

のこ大系列に区分される。またこの二大系列の産分に対応して，護軍義謙も修

道会聖職禄と在完全観織隷とに大別される。

在儀議聖職探とは，いうまでもなく原剣として在部顕職者によって富有され

るべきものである。従って部系男jの修i議会聖職者が現にそれを占有している

とすれば，教会法の寂則仏照らして説法行為にならないか。ところが前稿に

収録の事関は，すべて護法な占有ヤあって説法行為ではない。事傍はすべて

r教皇令状簿』から検出されており，その令状とは教患がその占有を特裂に

認可したものであった。いいかえると法探期からすれば明白に不可である
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北大文学務総事警

が，ほかならぬ教患岳身が特思な同日麗によってそれを許容したのであるか

ら，結果として適法な占有に変わっている。

いずれにせよ前穣は瀧f谷課職禄を扱ったもので，それとの対比において修

道会聖職権にも注倍した。そのf乍業の選裂での最大の難問は，まさに史料に

おける霊職様撰迷の鰐語の多様笠であり，ぞれらの構諸に関して筆者自身が

十分な議寵知識をもちあわせていないことであった。諾諾の語畿を確認すべ

く，当然のことながら邦語・致諦の辞警・文献を可能な摂り参照した。しか

し筆者の疑問のうちには，欧認の辞番・文蓄えで、ずら完全に解説しえないもの

が少なくなかった。今リスト教文化翻の研究者にとっては，あえて説明する

までもなく自明であり，疑揮にすらなりえないということか。

葉者の積年の関心は，中世後期イギリスにおける闇家と教会との梧友補完

的関保を適時的に検証することにある。その適時的議誼のために，近年はと

りわけ を反覆精読し，必裂なi警報の収集とその分析とを続け

てきた。盤機様関連の術語の分類・整理は，ほかならぬこの『教主義令状簿s

の反復精読を続けるために不可欠であった。本稿はまずもって策者自身のそ

のような必要から構想されたもので，以下の各節は基本的に筆者自身のため

の党書マある。このような覚警が悶学の諸賢にとって脊主主であるか喜子か，そ

の点については諸賢の評価に委ねざるをえない。

× × × × 

本議での主薬な典拠は，次の科卒;史料集である。

Great Britain， Public Record Office， 

× 

Calendar 01 E匁tries in the Papal Registers Reゐting to Great 

Britain and lreland， P<<ρal Letters， 12 Volumes. 

これを字畿通りにいえばず教皇記録簿摘去最一一大プリテン・アイルラン

ド関係一一一教皇令状編』であり，本犠では f教義令状簿.1 (引用文では

Letters) と略称する。本稿関連の全 12巻では第 1巻の上駿が 1198年であ

り，最後の第 12巻の下限は 1471年である。
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中殺後期イギリスの翠職禄に関する覚書

第 1節 為る教皐令状の記載 (1470:年)

護職探関連の術揺が多撲でありしかも難解であるということは，次の教皇

令状から端的にうかがわれる。従ってとの諦ではこの令状から関連の鋳語を

論出じ，それらについて一応の説鳴を試みたい。出典は F教皇令状簿』第

12巻である九

1) Lefte符， XII， 351f.， n. 2. 

以下の寺11'替は全体として一つの長いセンテンスを講成しているが，説拐の

髄宜のためにこれを策(1)項から第掛項まで9項自に縮分した。各項目内の斜

線も説明の使宜のために加筆したものであって.Jl京文にはない。引用文の

( )内および[ ]内の補廷は，すべてさま者による。

なお以下の締謡については語義の説明を後段に競り，とりあえず頭文字で

した。

D: dignitas (dignity) 

A: administratio (administration) 
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[令状の震文と

な) Dudu知 siquidemsancte memorie Eugenius papa iiii predec印刷

sor no鋭校 cumcustodeドく custos:warden [John Stokis]) collegii 

animarum omnium fidelium defunctorum nuncupati ville Oxonie Liル
colniensis diocesis / pro tempore existente [dispensavit]2) ut cus倫

todiam ('"ごこ custodia:wardenship) dicti collegii [retinere valeret] 3) 

ad q仰 m quis 1うerelectionemαssumitur， 

2) 3)第(9)項参照。
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令状の発絵者は文面に記載されていないが，教義パウルス 2世

1464-71年)であり，晩年の 1470年にこれを発給している。一方お受給者

は( )内の補足の通り，オクスファド=オ…/レ=ソウルズ学寮の学祭長ジョ

ンである。

第(1)項はもudumsiquidem ..・ Previouslywhereas…アという文

言で始まっている。この文芸ぎが条項の瞥頭にあるときは，その条項において

過去お事紫経過が再確認される。すなわち第(1)項から第(9)項までは，全体た

して事実経渦の再確認で，この令状のいわば諮文に相当する。当部の問題は

この前文にあるので，ここでは蔀文だけを検討の対象とした。

最初に故教農ょにウゲーニウス 4tま(庇位 1431… 47年)に議及されている。

かつて問教皇は，学寮長ジョンに対してその学寮長職の占有を認可した。こ

の学寮の各誌は，字畿通りにいえばも物故信者全員の毅霊のためのコ

ウム'である。対フランス戦争の物故者の救護のために， 1438年にまずカ

ペラが設置されていた。なおオクスブァドは，りンカン時数管区に所属して

いる。

斜議以下には、!rotempore existente [dispensavit]"と議かれており，

設教皇による認可が書面の処罷としての認可であったという。この前文で過

去の事実経過の再確認とは，まさにその過去における先輩教皇による露耳の

る。しかも学寮長職ぞれ自体は，斜体字の文擦によれば、選挙に

よってそれに韓任させられるかもの，つまり選挙対象職であるという o その

意味については後述する。

(2) etiam si col1egium ipsum in capel1a que ratione dicti collegii 

col1egiata fore censetur et custodia ipsa digni.総 pe抑 制 加 perpetua

administratio vel officium， / et dignitas ipsa inibi principalis ex詩情

teret， 

れ自体はラ上記の物故者救盤の礼拝所の中に設饗された。しかも干し

拝所はよ記の通り、コレーギウムグと時ばれ，そのコレーギウムというまヂ稔

から知られるように，それ自体がコレーギウムとして構成されることになっ

ていた。コレーギウムの構成とは，学寮の管瑚主体として襲職者の参事会が
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中t生後鰐イギリスの重量験禄に関ずる覚書

構成されることを意味する。要するに学寮自体が在俗参事会聖堂であり，学

寮長はその参事会長である。学祭長職=夜俗参事会長職が選挙対象鞍である

ことは，前項の米経に記載の鴻りである。ぞれは，学寮長の人選が参事会で

ることを意味する。

D.P ・A.Oの4罷は，この令状でいえば，まず、この第(2)礎におい

てまさにその顕茅で列挙されている。では問題の学寮銭鞍それ自体は Dか

Pか，あるいは恒常的なAか，あるいは Oか。斜隷以下は学療築職がその

うちのDであるものとして，それが参事会においては "dignitas prin-

cipalis: principal dignity"になるという c

とこではまず学寮長職がDであるとと，またその Dが形容語、プリーン

;;:fパーリスグを帯びていることの 2点を確認しておこう o その上でとりあえ

ず，この文替が在勢参事会聖堂の参事会長職に特有のものであることを指摘

しておきたい。学療長職ニ在然参事会長職という襲鋳は，この形容認プリ

ンキパーリスの告延期にも現れている。この形容詞が在俗参事会聖堂のしかも

るということは，第4節で検証する。

締役iam si eidem custodie cura immineret animarum， necnon 

quodcunque aliud [beneficium] curatum / seu alias incompatibile 

beneficium ecclesiasticum， 

第(3)壌は，まずこの 職に関して、cura animarum: cure of 

souls"すなわち霊魂救済の義務つまり司牧の義務を問題にする。端的にい

えば，司牧議務の有無すなわち司牧襲職禄か非司牧聖職様かの溺が問われて

いる。

次に斜絡の裏話では、他の南牧〔聖職隷Yなるものにも言及滋れており，

学寮長職のほかに第 2の重量職の兼任を認可していることがわかる。そ

U玄いわば事前認可であり，蒋来における兼任の可能性を線定したものであ

ろう。しかもここでは学寮長職と第 2の聖職織との双方が蒋牧聖職械である

ぜあいをも想定し，仮に波方が河牧襲職禄であろうとも，その兼授受認可す

るという G

斜繰以下では，第 2の聖職禄に寵して別の文言でその性格が問われてい
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る。すなわちぞれが、aliasincompatibile: otherwise incompatible"であ

るか否か，その点が問われる。ここで、アリアースかとは，後設で指壌の通

り‘特iltiの認可がなくてはグという意味であり，ジョンは‘特躍の認、可がな

くては悶立不可能。な聖職援すなわち原期として兼任不可能な襲職禄につい

て兼任の特別認可をえていたという。

兼任の可能・不可能は主主到の次元において司枚義務と不可分であり，弓牧

義務を帯びた聖職議つまり碍牧現職隷は蝶則として捜数兼任が不可能であ

る。理出は単純であって，一方に関してその司牧に専念すれば，他方の司牧

が不可能になるからである。従って一方に碍牧義務があれば，組方は非司牧

の聖職様でなくてはならない。兼任不可能とは，双方がいず、れも奇牧草望職禄

であるばあいのことである。しかしそれは結局のところ康離の次元でのこと

で，現実には上記の通り耳牧聖職隷の複数兼授がありえた。教室の特iltlな認

可があれば，ぞれも許饗されたということであるo ジョンに対する特別翠可

とは，そのようなものとして理解すべき予である。

なお最後の、beneficiumecclesiasticum: ecclesiastical benefice"すな

わち翠識者のベネフィキウムとは，俗人封留のベネブィキウムつまり、知

干すグとの対比において、塑議議。を意味する。 i設にいえば窪職課とは，聖職

者へのホ知仔汐であろうか。ここでは，知行も聖職操も車競において問ーで

あることを再認識しておこう。時じ、製織者のベネブイ.:tウム'という

は，第掛壊にも見られる。しかし史料では，形容詞を省略して単に、ペネ

フィキウムかとだけ警かれるととも少なくない。

(4) etiam si parrochialis ecclesia vel eius perpetua vicaria / seu 

in cathedrali etiam metropolitana vel collegiata ecclesia dignitas per・

sonatus administratio vel officium， 

これも第 2の聖職禄に関する塑定であり，いくつかの選択肢を列挙してい

る。第 lの選択肢は "ecclesiapar [rJ ochialis: parish church"である。こ

れを字議選りにいえば、聖堂援の盤堂'であるが，この文献では議堂区の

、司察職'ぞれ自体である。聖堂区聖堂の授与とは，その司祭職の授与にほ

かならない。
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第 2の選択肢は、vicariaperpetua: perpetual vicarage"である。字義

通りにいえば、恒常的ウィカーリウス職'である。ウィカーリウスとは一般

に代行者であり，教皇自身が、vicariusChristi"すなわちキリストの代行

者である。この文脈で、恒常的ウィカーリウスグとは聖堂区司祭職の恒常的

代行者であり，司祭が恒常的に現地非常勤のばあいその司牧義務を代行す

る。第2の選択肢はその司祭代行者職であり，あるいはその代行者のための

聖職禄である。

第 2の聖職禄の第 3の選択肢としては，上記D・P・A・Oの4語があら

ためて列挙され，しかもそれらの所属聖堂に関して次の 2種類の選択肢が示

されている。

(a) ecclesia cathedralis / metropolitana: cathedral / metropolitan 

church 

(b) ecclesia col1egiata (col1egium): col1egiate church (col1ege) 

前者(a)は，司教座聖堂あるいは首都大司教座聖堂である。首都大司教とい

う称号は，イングランドのカンタベリ大司教・ヨーク大司教の双方について

検出される。また同じ称号はアイルランドのアーマ・キャシェノレ・夕、プリ

ン・テュアムの各大司教について，つまりアイルランドのすべての大司教に

ついても検出される九従ってこの教皇令状における首都大司教座とは，大

司教座それ自体にほかならない。

4 )“. • • • •• without prejudice to the archbishop of Canterbury as metropo1itan 

(1442)"一一Letters，IX， 253， 320， 372， 493， 562; X， 426， 698." without pre-

judice to the archbishop of York， the metropo1itan (1452)" - -Letters， X， 608. 

. without prejudice to th巴 archbishopof Armagh [IrelandJ， as metropolitan 

(1442)" - Letters， IX， 336， 466， 480; X， 662. “. . .• lapsed to the archbishop of 

Cashel [Ir巴landJth巴 metropolitan(1445)"一一Letters，IX， 539. “ • • •• by Michael， 

archbishop of Dublin [Ireland]， by his仰 tropo1itanright (1466)"一一Letters，XII， 

499 “. •. without prejudice to the archbiぬopof Tuam [IrelandJ， as metr，ψ01-

itan (1442)"一一一Letters，IX， 258. 
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後者(b)は，前出のコレーギウムすなわち在俗参事会聖堂である。要するに

第 3の選択肢D・P・A・Oは，司教座聖堂・大司教座聖堂・在俗参事会聖

堂のいず、れに所属するものでもよい。

(5) et dignitas ipsa in cahthedrali etiam metropolitana post 

pontificalem maior / aut in collegiata ecclesia huiusmodi principalis 

similiter foret， 

第(5)項は，第2の聖職禄がDであるばあいについて規定している。すな

わちその Dの所属先に応じて，次のいずれの選択肢も許容されている。

( c) 所属先カや)であれば dignitas maior: major dignity 

(d) 所属先が(b)であれば dignitas principalis: principal dignity 

では、マーヨlレグとは何か。また、プリーンキパーリス汐とは何を意味す

るか。この双方の形容調については，第4節で検討する。

(6) et ad illam [dignitatem] ac personatum administrationem vel 

officium huiusmodi consuevisset quis per electionem assumi， eique 

cura immineret animarum， 

第 2の聖職禄に関する規定が続く。第 2の聖職禄は， D' P・A・Oのい

ずれにせよ仮に選挙対象職・司牧聖職禄でもよい。選挙対象職については第

(1)項に，また司牧聖職禄については第(3)項に同様の文言があった。

(7) si sibi alias [aliud beneficium] canonice conferretur aut ipse 

eligeretur presentaretur aut assumeretur ad illud， / aut ante 

obtentam huiusmodi [illud] sibi collatum [foret] vel ad illud ipse 

electus presentatus seu assumptus foret， 

やはり第 2の聖職禄に関する規定であろう。第2の聖職禄が第 1の聖職禄

とは別途に教会法の規定に従って授与されるばあいについて，いいかえると

ジョンが選挙・推薦されて任命されるばあいについて言及されている。第 2

の聖職禄は，そのように教会法の規定に従って授与されるものでもよい。

第 2の聖職禄が選挙対象職たとえば参事会長職であれば，参事会がその候

補者を選挙する。またその他一般の聖職禄であれば，その聖職禄に関して候

補者推薦権をもつものつまりパトロン権者が推薦権を行使する。授与が、教

会法の規定に従って'なされるとは，そのことを述べたものか。
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斜線以下では，斜体字の一語に疑問が残る。まず、、anteobtentam huius-

modi"すなわち、上記の取得されるものに先だってグとは何か。この、オ

ブテンタ'は，女性語尾からして上記の、クーストーディアグすなわち学寮

長職であろうか。仮にこの推定の通りであれば，また[ ]内の補足が正し

いとすれば，第 2の聖職禄の取得が第 1の聖職禄つまり学寮長職の取得に先

行ニしでもよいということになろう。

(8) quoad viveret insimul retinere， / illudque simpliciter vel ex 

causa permutationis quotiens sibi placeret dimittere， / et loco dimis-

si aliud simile vel dissimile beneficium ecclesiasticum curatum seu 

alias incompatibile recipere [dispensavit]， 

第(8)項以降は，故教皇エウゲーニウス 4世からの認可の結論部分である。

(e) ジョンは第 2の聖職禄を学寮長職とともに，しかも終身期限で占有し

うること。

(f) 彼は第 2の聖職禄に関して，単純にあるいは交換を目的として，しか

も任意の回数にわたって辞任しうること。

(g) 彼は辞任の代替として第 3の聖職禄を取得しうること。しかも第 3の

聖職禄に関しては，第 2の聖職禄と同等であるか否かを問わず，また司

牧聖職禄でもあるいは原則として兼任不可能な聖職禄でもよい。

(9) et similiter quoad viveret insimul cum dicta custodia retinere 

valeret per suas litteras gratiose dispensavit， prout in illis plenius 

continetur (1470)" 

故教皇エウゲーニウス 4世は，ジョンが第 2あるいは第3の聖職禄を上記

の学寮長職とともに終身期限で占有しうるように，教皇令状によって認可し

た。認可令状は，それらの聖職禄に関して，ジョンの占有継続の権利を補強

するためにへ恩恵をもって汐発給されたという。

× × × × × 

教皇令状の各項目から聖職禄関連の術語を抽出し，筆者なりに分類してお
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[聖職禄関連の術語一覧:第(1)項から第(9)項まで]

(1) 聖職禄それ自体の属性について

① beneficium curatum: benefice with cure (8); cura animarum: 

cure of souls (3) (6) 

② beneficium alias incompatibile: otherwise incompatible benefice 

(3) (8) 

司牧聖職禄であるか否か，また兼任可能か否かの区分がなされた。詳細に

ついては第 2節および第 3節で，とりわけ第3節で検討する。

(2) 聖職禄の権限について

① administratio: administration (2) (4) (6) 

② dignitas: dignity (2) (4) (5) 

• dignitas ad quem quis per electionem assumitur: elective dignity 

(1) (6) 

• dignitas maior: major dignity (5) 

• dignitas principalis: principal dignity (2) (5) 

• dignitas pontificalis: pontifical dignity (5) 

③ officium: office (2) (4) (6) 

④ personatus: parsonage (2) (4) (6) 

これらは特定の役職ではなく，司教座聖堂や在俗参事会聖堂における多様

な役職を権限に応じて分類するための術語であろう。詳細については，第4

節および末尾の[付録]で検討する。

(3) 各種聖堂および付属施設について

① ecclesia cathedralis / metropolitana: cathedral / metropolitan 

church (4) (5) 

② ecclesia collegiata: collegiate church (4) (5); collegium: college 

(1) (2) 

・custos/ custodia (collegii): (college) warden / wardenship (1) 

(2) (3) (9) 
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• capella: chapel (2) 

③ ecclesia par [rJ ochialis: parish church (4) 

• vicaria perpetua: perpetual vicarage (4) 

司教座/首都大司教座聖堂・在俗参事会聖堂・聖堂区聖堂に言及された。

第 2節教皇制定法 Exsecrabilis(1317年)

この節では，前出の教皇令状の背景を確認すべく，教皇ヨハンネス 22世

の制定法、エクセクラービリス'の一部を引用しておきたい九

1) Barrac1ough， Geoffrey，“The Constitution 'Execrabilis' of Alexand巴rIV，" 

Eng. Hist. Rev.， XLIX -194(1934)， pp. 193ff. この論文の表題からも知られるよう

に，同じ通称の制定法が 1255年にアレクサンデル4世によって公布されている。

[制定法の原文と解説]

(1) Exsecrabilis quorundam tam religiosorum quam saecularium 

ambitio， quae， semper plus ambiens， eo magis fit insatiabilis， quo sibi 

amplius indulgetur， 

冒頭の一語、Exsecrabilis:execrable"とは，語源にそくしていえば、神

聖化の対象外かであり，端的にいえば、呪うべきグという意味である。この

形容詞は修道会聖職者か在俗聖職者かの別なく聖職者の野心を修飾したもの

で，この形容調がそのままこの制定法の通称になっている。第(1)項では，彼

らの野心がその充足度に応じてさらに増幅されているという。

(2) et improbitas importuna petentium a nobis et praedecessoribus 

nostris Romanis Pontificibus non tam obtinuisse， quam extorsisse 

plerumque noscuntur， 
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彼ら請願者はそのような野心と厚顔無恥な行為とによっておびただしく多

くの聖職禄を歴代教皇から取得しているが，それは適法な占有というより

も，むしろ違法な強奪であるという。要するにまず，複数聖職禄の兼任ある

いは集積に対する聖職者の異常なまでの執念が指摘されている。

(3) quod unus， interdum etiam ad unum beneficium ecclesiasticum 

minus idoneus ...... duas aut tres aut plures dignitates，ρersonatus， 

offi・czaseuρriorat;ω， aut diversa ecclesiastica benejicia curam animar. 

um habentia， possit dispensative， (quum alias non liceret de iure com. 

muni，) recipere， et simul licite retinere ..... . 

複数兼任が不相応の聖職者ですら 2件・ 3件あるいはそれ以上の兼任を

許容されているという。ここでは上記D・P・A・Oのうちで， A (アドミ

ニストラーティオー)が欠けている。しかしほかに、プリオーラートゥスグ

すなわち修道参事会長職に言及され，また、各種の聖職禄で司牧義務を帯び

るものグが追加されている。

副調、dispensative:by dispensation"とは，複数聖職の兼任が特別な認

可によることを意味する。挿入節は，その認可がなくては吋us commune: 

common law"によって許容されないという。司牧聖職禄の複数兼任は

、一般法か上の禁止事項であり，教皇からその禁令の適用を特別に免除され

てはじめて兼任が許容される。

なおここで、一般法汐とは，局地的制定法や個人対象の特権令状との対比

において，教会法のうちでもカトリック世界の全域・全員に適用される規定

であろう。

(4) N os itaque， tot malis tantisque discriminibus occurrere 

cupientes， omnes et singulas dispensationes， super receptione aut 

retentione plurium d伊utatum，ρersonatuum，officium，ρrioratuum aut 

ben耳元iciorum，quibus cura animarum sit annexa ...... duximus taliter 

moderandas， 

前出の、D・P・O・修道参事会長職あるいは司牧聖職禄汐という文言は，

第(4)項でも反復されているが，ここでも A(アドミニストラーティオー)

が欠けている。ともあれここでは，過去における教皇の制限措置に言及され
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ている。その措置は複数聖職禄の兼任に起因する弊害や危険の除去を意図し

て，これら各種聖職禄の複数取得あるいは複数占有の特別認可に対して包括

的・個別的に制限を加えるものであったという。

(5) quod per moderamen nostrum effrenatam circa easdem per-

sonas talium beneficiorum multitudinem refrenemus， ipsique 

impetrantes fructu dispensationum huiusmodi totaliter non frus-

trentur. 

あらためてその制限の意図を述べている。その意図は，かつての無制限の

兼任件数を制限することにある。無制限の認可の結果は，他の請願者の期待

を全面的に裏切ることになりかねない。この制限は，そのような事態を回避

するためのものであったという。過度の偏重を避けて，分配の公平を確保L

ょうということである。

(6) Statuimus itaque et . . . . .. ordinamus， quod obtinentes nunc 

ex dispensatione legitima pluralitatem huiusmodi dignitatum，ρerso-

natuum， officiorum autρη:oratuum seu beneficiorum， quae alias absque 

dispensatione obtinere nequibant， 

これ以降が新制定法のいわば主文である。新制定法の対象者は，教皇から

適法な特別認可をえて複数の、D・P・O・修道参事会長職あるいは聖職禄。

を現に占有しているものである。しかもそれら複数の聖職禄は，教皇からの

特別認可がなくては重複して占有しえないものであるという。

(7) unum tantum ex dignitatibus，ρerso仰 tibω，officiis，ρrioratibus， 

ecclesiis vel beneficiis huiusmodi， quibus cura imminet animarum， (8) 

cum dignitate，ρersonatu vel officio，ρrioratu， ecclesia vel beneficio sine 

cura， quae habere maluerit， 

上記、D・P・O・修道参事会長職あるいは司牧聖職禄。のほかに、エク

レーシア'の一語が追加されている。第(8)項も，エクレーシアすなわち、聖

堂'が追加されている点で共通している。この文脈での、聖堂。とは，聖堂

区司祭職である。

第(7)項はこれら各種聖職禄のうちの 1件が司牧聖職禄であるばあいを想定

し，第(8)項はそのばあいの他の聖職禄の条件を規定している。要するに一方
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で司牧聖職禄を選択している限り，他方は非司牧聖職禄でなくてはならない

という。

(9) praetextu dispensationis sufficientis， circa id eisdem indultae， 

possint licite retinere. 

この新制定法の主文に相当する部分のいわば結論である。、その聖職禄に

関して彼らに適正な特別認可が与えられるならば，彼らはその認可に基づい

てその聖職禄を適法に占有しうる'という。

(10) Per hoc autem iis， qui dignitates，ρersonat:ω， officia vel alia 

benφ~cia curam animarum habentia ex dispensatione， quae ius 

tribuat， iuxta nostram moderationem praescriptam obtinent ......ω 
Qui vero deinceps receperint dignitatem， velρersonatum， seu officium 

aut aliud benφ~cium animarum curam habens annexam .. 

教皇ヨハンネス 22世の制定法、エクセクラービリスグについては，原文

の検討を以上に留める九またこの第(10)項・第(1n項に関しては，あらためて

上記、D・P・O・あるいは司牧聖職禄'という文言が反復されていること

をだけを指摘しておきたい。このいわば定型表現は，この制定法において合

計7固にわたって反復されていた。

2 )この制定法の出典はFriedberg，E. (巴d.)，Cortus juris canonici， (Leipzig， 1879-

81)， II， 1207-09.である。いわゆる『コルプス』すなわち q日教会法典』は 1917年を

もって廃止され，Codex juris canonici に移行する。これがいわば「コーデクス・ 1917~

で， 1983 年から現行の『コーデクス・ 1983~ に移行する。

教皇制定法、エクセクラービリスグを引用したのは，本節の官頭で述べた

ように前出の教皇令状の背景を確認するためであった。ではその背景とは何

か。前節の教皇令状それ自体は，パウロ 2世が 1470年にオクスブアド=オー

ル=ソウルズ学寮長ジョンのために発給したものである。ジョンはこの令状

によって学寮長職のほかに第2の聖職禄の追加占有を認可されているが，文

面ではその双方に関して司牧聖職禄であるか否か，あるいは兼任可能である

か否かが問われていた。第(3)項・第(6)項および第(8)項がそれである。令状で
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これが問われたのは，まさに 1317年の制定法、エクセクラーピリスグとの

整合性が問われたことにほかならない。

なお第(3)項で指摘の通り司牧聖職禄の複数兼任は、一般法'上の禁止事項

であり，教皇からその禁令の適用を特別に免除されてはじめて兼任が許容さ

れる。要するに司牧聖職禄とは，原則として兼任不可能の聖職禄であった。

司牧義務については，制定法・令状ともに、curaanimarum"という同

じ文言が共通して用いられている。また一方の複数聖職禄の兼任可否につい

ては，制定法の第(6)項において“beneficia，quae ati，ωabsque dispensa-

tione obtinere nequibant"と書かれていた。その意味は，複数の聖職禄

に関して、特別認可がなくてはそれらを占有しえない汐ということである。

要するに複数兼任には，特別認可が条件とされている。

この記載は，後日の令状における“beneficiumalias incompatibile"とい

う文言に対応している。この、さもなければ両立不可能な聖職禄'とは何

か。前者における斜体字の、アリアースグとは，その直後の、特別認可がな

くては汐という文言と完全に同義であろう。従って後者の、アリアース汐も

また、特別認可がなくてはかと読める。要するに令状文面に記載の聖職禄

は，教皇からの特別な認可がなくては他の聖職禄と両立しえないということ

である。

× × × × × 

本節の要約に先だ、って次の 2点を確認しておこう。いずれも制定法と令状

とにおける文言の相違の確認である。

(1) 令状では D・P・A・Oの定型文言が頻繁に見られるのに対して，制定

法では Aすなわち、アドミニストラーティオーかが欠けている。

(2) 聖職禄の両立不可能性については，文言に次の相違が見られる。

• beneficia， quae alias absque dispensatione obtinere nequibant 

• beneficium alias incompatibile 

この 2点について，具体的な事例で説明しよう。
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[lJ ①“To the same [Bernard Sistre， papal nuncioJ. Mandate to 

obtain information touching the annual fruits of all void benefices， 

dignities，ραrsonages， and offices， with or without cure of souls， in 

England， Scotland， lreland， and Wales， which by J ohn XXII were 
reserved to the apostolic see ..;... (1341)"一一一Letters，II， 590. ② 

“[To Guy， papal nuncio]. Faculty to make provision of any bene-

fices whatsoever ...... even canonries and prebends， dignities， 'per-

sonatus，' or oj芹ces...... with expectation of a prebend， digniむ1，'per-

sonat;間， ' administration， or office ...... (1378)"一一一Letters，IV， 232.③ 

. with expectation of a prebend and dign的1，'personatus，' or 

office， with or without cure (1390)" 一~Ibid.， pp. 324f.④“...... even 

if canonries and prebends， dignities， even if major or principal 

respectively， 'personatus，' administrations， or perpetual offices， with 

or without cure， even if elective， in metroρolitan， cathedral or collegi-

ate churches ...... (1390)" --Ibid.， p. 347. 

令状①は『教皇令状簿』第 2巻からの引用である。これは， Aを欠いて

いる点において前出の制定法と共通している。令状②は第4巻からの引用で

ある。前半ではやはり Aを欠いているが，後半では Aが追加されて D・

P・A・Oの定型文言になっている。しかも『教皇令状簿』では，この令状

②がD・P・A・Oに関する最古の事例である。とはいえ Aを欠く事例は，

その後においても多数にのぼる。令状③も第 4巻からの引用であるが，これ

はその多数の事例のうちの一例に過ぎない。

要するに、アドミニストラーティオー'は， D. P・A・Oの定型文言の

初出以降においても省略可能であり，また現にしばしば省略されている。詳

細は後段で述べることとして，ここではそれがしばしば省略されるという事

実を指摘するだけに留める。

なお、ペルソーナートゥスグは，刊本『教皇令状簿』の第 1巻・第 2巻で

は令状①に見られるように、parsonage"と英訳されていた九しかし乙の

英訳では，聖堂区の司祭職と混同されかねない。 D・P・A・Oという文脈

での、ペルソーナートゥスグは，④に明記の通り首都大司教座・司教座のみ

ならず在俗参事会聖堂の所属でもありえた。いいかえるといずれかの参事会
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所属であって，聖堂区の所属ではない。第4巻以降では，ラテン語のまま斜

体字で表記されている。聖堂区司祭職との混同を避けるためであろう。

3) Letters， 1， 261， 293， 300， 301， 307， 328， 347， 363， 400， 417， 429， 500， 507， 533. 

およびLetters，I!， 252， 590. 

では聖職禄の両立不可能性に関する文言の相違は，どのような事情による

ものか。

[2J ①“COMPATIBILlS， compatible (of benefices) 1384， 1451; 

COMPATIBILlTER， compatibly (of benefices) 1451"一一-].H. Bax町

ter， et al. Medieval Latin Word-List， 1955， p. 91.②“IN-

COMPATIBILlS， 1451， 1456 incompatible (of ecclesiastical benefices)" 

一- Ibid.， p. 216. ③“INCOMPATIBILlS， c1444， 1684， incompatible 

(of ecclsiastical benefices)"一一-R. E. Latham， Revised Medieval Latin 

Word-List， 1973， p. 242. ④“COMPATIBILlS， (of eccl. benefices) com-

patible， jointly tenable. 1384 ...... beneficia [teneantJ ...... et utrum 

compatibilia ...... Reg. Heref. 1414 ...... 1449 ...... 1515" --R. E. 

Latham， Dictionary of Medieval Latiη 斤.omBritish Sources， Fascicule 

11 C， 1981， p. 404. ⑤ 

Cωom勿2)ρうαtibiliゐ旨 (1臼38剖4d也sLa此tham;144却9d白sDu Cange" - -Tre:ゐ'sord，ゐe1，ゐα 

Lα仰η:gueFraα仰ncμαi仰se，1977， V， 1163. ⑥“INCOMPATIBLE， Empr. au lat. 

mediev. incom)うatibilis {incompatible} (1424， 1444 ds Latham)"一一-

Ibid.， X， 31.⑦“COMPA TIBILE BENEFICIUM， apud Thomam 

Madox Formularis Angl. (1702) Dicitur de Beneficio Ecclesiastico， 

quod simul cum alio potest possideri. Gall. Benejice Compatible."一一

Du Cange， Glossarium Mediae et injimae Latinitatis， 1954， 11， 463. ⑧ 

“INCOMPASSIBILlTAS (sic)， vulgo Incom)りatibilitedicitur de officiis 

seu beneficiis， quae simul ab eodem homine exerceri vel possideri ne田

queunt. Arest. ann. 1357. 29. Apr."一一一Ibid.，IV， 330. 

すべて辞書からの引用である。制定法と令状との文言の相違は，きわめて

単純な事情によるものであろう。@⑥の『トレゾル』は③のレイサム『中世

ラテン語棄改訂版』に依存しながらも，若干の相違を示している。しかしい

ずれにせよ令状で両立の可能性・不可能性を示す形容詞、compatibi1is / 
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incomp拭ibi1is"は，制定法の制定の時点においてベネブイキウムの震設会

示すものとしては定饗していなかったというととであろう。

また⑦舎の記載はデょドカンジニ1.If中期・後期ラテン欝議』に鬼られるも

のであり，上舘の『トレ、ノル』ではそのうちのおに言及dれている。これは

潟カンジュの後纏者による追補語殺で， 1702年のマドクスの著審つまり

イギリス関保の史料集成が典拠になっている。『トレゾJVJj の記載の通りで

あれば，その史料は 1449年のものである。さらに舎は 1357

しているが，綴りが上記の通り汁ncompassibi1itaどになっている。@もま

た後継者による追補語裁である。

[3] (l)“. . • • •• Innocent VI ...... dispensed tohold .・・・..aswell as 

two other mutually compatible benefices， even in cathedral churches 

(1367)"… Lefters， IV， xix. 窃“Dispensationto hold ・・・ー・ and to 

exchange the same， as well as his church， for two othercompatible 
benefices ...... (1372)"一一一Ibid吋 pp.175f. 窃ζ.to hold together 

with .his. archdeaconry another benefice incompatible therewith... 

and to exchange one or both of them for other and similarly 仇com.

μtible beηゆices ...... (1372)"一一Ibid.，pp. 177f. @"...... to hold， 

together with the said two incompatible. benefices ...... two other 

benefices ...... (諮問"一-Ibid勺 pp.179f. 

F教皇令状簿」では，。および舎が、compatible/ incompatibleグの初

出である。 φおよび舎はそれに次ぐもので，その後この 2謡はきわめて高い

顛度そ示す。問題は，これらがラテン語原本の文震を宏、突に再現しているか

否かである。仮に忠実な再現であるとすれば， 2懇の初出はなるほ

カンジュの清掃舎には及ばない。しかしレイサム『中世ラテ

のよ限よりも古いことになる。忠き壊な逐語訳か簡略な窓訳か。

の手段がない。

は礎認

いずれにせよ襲職禄の開立の可能性・不可能性は，制定法、エクセクラー

ピリス。の発布穫後から教主義弼でも袈織様占有者の鎮でも

あった。そのことは，発布産後からその関連の教室令状が多数にのぼってい

ることで知られる。それにもかかわらず刊本 F教皇令状簿J においては，形
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容調、compatibi1is/ incompatibilis"の初出が遅れている。この形容調

による簡潔な表現それ自体の定着が遅れたからであろうか。制定法と令状と

の文言の相違は，とりあえずそのような事情で説明されよう。

× × × × × 

く要約〉

O 第 1点 本節では前半で， 1317年の教皇制定法、エクセクラービ

リスグに注目した。何故か。それは上記の通り，前節の教皇令状すなわちパ

ウロ 2世の 1470年の令状の背景を確認するためであった。令状の文面では

学寮長ジョンの第 1の聖職禄と第2の聖職禄との双方に関して，司牧聖職禄

であるか否か，あるいは兼任可能であるか否かが問われていた。この点が問

われたということは，まさに制定法、エクセクラービリス汐との整合性が問

われたことにほかならない。

O 第 2点 本節の後半では制定法と令状とにおける文言の相違を次の

2点にわたって確認した。(1)令状では D・P・A・Oの定型文言が頻繁に見

られるのに対して，制定法では Aすなわち、アドミニストラーティオーか

が欠けていた。 (2)聖職禄の両立不可能性について，文言に相違が見られた。

O 第 3点 引用[1]は， A、アドミニストラーティオーかを欠く事

例とそれを含む事例との双方に及んでいる。 Aを含む事例は『教皇令状簿』

において 1378年に初出し，それ以降に頻出する。しかしその後においても

省略の事例が少なくない。その省略が可能な理由については，あらためて後

段で言及される。

O 第 4点 引用 [2 ]は，各種の辞書からの引用である。教皇令状で

は，聖職禄の両立の可能性・不可能性を形容調、compatibi1is/ incom-

patibilisグで示している。しかし制定法の時点では，これらがベネフィキウ

ムの属性を示すものとしては定着していないものと推定される。制定法と令

状とにおける文言の相違は，おそらくそのような事情によるものであろう。

O 第 5点 引用[3 ]ではやはり形容調、compatibilis/ incom-
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patibiliピに認して，刊本『教裏令状縛』における初出の状洗を示し

前者は 1367年に，後者は 1372年に初出ナる。

第 3麓 ある教議令状の記載 (1470年):その 2
一一筆致法関揺の可牧盟職禄

以下の引用は第 l欝の教皇令状の後半であり，この令状のいわば‘主文'

である。第 l第の、前文。では過去の事実経過が再議議されており，以下の

主文ではその後の経過と棒楽にわたっての認可が述べられる。

子5本としての F教皇令状簿』は，ーと言るの還り‘摘録P である。すなわちそ

れはラテン語原文から要点を摘出し，それを英語に欝訳して収銀したもので

ある。序説《はじめに》のラテン語原文は，鰐詮からの引用でるった。との

離の令状の繁雑・難解な原文の見本として，たまたま関投にi畏録されていた

ものである。いずれにせよ筆者は，時本編者のとの配議によってラテン語原

文の一端を垣間見ることが碍能になっ

この、摘録8 はまた要所に "etc." し，究室製文言の過剰な反復

けている。引用文中の[ ]内の補足はすべて筆者によるが，とりわけキ印

を討記したととろは文厳からの逆撒によって餐略された文書つまりも等'の

格出部分を復元したものである。

〔講録の英訳と解説〕

(1)τhe present pope [Paul II] . hereby dispenses him [J ohn Sto“ 

kisJ， who holds the said wardenship [of the Col1ege of All Souls] 

and the parish church of Crowbryg認e[Trowbridge] in the diocese of 

Sa!isburγ. 

第{日現からは， ロ2世による特JJU認可の主文に移る。ジョンは

ノ守ウロ 2 らの認可に基づいて，オクスブァド=オーfいソウルズ学寮長職
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のほかに第2の聖職様としてソ…ノレズペリ王寺教管区においてトロウブリヂの

聖堂区司泰織をも出荷していた。被数の司牧望職援の兼任である。

複数の河牧霊職様そ兼任するには，前部の教皇制定法、エクセクラーピリ

スグによって教患の特裂認可を必要とした。この令状は，まさにもエク-l!ク

ラ…ピリスグを背景としてジョンに特別認可を与えるものにほかならない。

(2) to receive and retain for five years only， to~拠出er with the 

said wardenship and church， or without them together・wIthtwo in帥

compatible benefices， any third benefice with cure or oth.erwise incom剛

1うatible，

第(2)項は 5年開だげの眼定的認可であるが，第 1.第2の建議議隷2件とと

もに第3の童話職探の占有をも認可している。第l盟議接・第 2聖職識はいず

れも苛牧襲戦譲であり，しかもも特別認可がなくては両立不可能なかもので

あった。第3聖職棒もまた司牧盤職禄であり，しかも‘特別認可がなくては

両立不可能な9 ものでもよいという。

ぞれのみか探に第 1聖職様・第2翠職擦の占有害E終えているときには，代

として聖職織21'牛の薪鎮占有を認可し，ほかに第 3の課職議の占有そ認可

しているo そのぼあいもまた， 3件すべてについて、特別認可がなくては開

立不可能な。ものつまり司牧韓職禄でもよいという。

(3) even if. a parish church or its perpetual vicarage etc. [or any 

other benefice with cure or otherwise incompatible]ぺora dignity 

etc. [‘personatus，' administration， or office， in a cathedral， even a 

metropo1itan， or in a collegiate church]へ

ここでは，第3聖職織に撰する選択肢が列挙されている。それはまず聖堂

区司祭職か聖堂藍王寺謀、の代行臓か，そのいずれでもよい。またその他の奇牧

童韓様すなわち両立不可議の袈職禄でもよい。さら

げる D・P・A.Oのいずれでもよいという。

(4) even if a major or a princ会oaldignityetc. [respectively in a 

cathedral or collegiate churchJぺ

前項のD・P・A.Oの譜足であり，斜体字ぉ文言については後述する。

(5) and to resign it simply or for exchange， when he pleases， 
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第 3襲職課に関して単純な護学任や交換問的の辞控を許容した。しかもその

辞任の部数には制践がなく，ジ沼ンの任意に委ねられている。

は，この令状の詩文つまり第1館の寺i罵にも見られた。

(6) provided that of such three benefices not more than two be 

parish churches or their perpetual vicarage (1470)"一… Lette?宮， XII， 

35lf. 

この鍛6)項は. 3件の聖毅様のうちで劉鷺区関議の聖職禄の件数に関ずる

いわば上限の規定である。文在立に、襲堂区議襲撃あるいはそれらの寵常的代行

とあるのは，盤蛍鼠司祭職あるいは盟鴬区青祭の代行者職そ意味す

る。盟意区関係の聖職謙之は，苛祭織とその代行者鞍とである。ジョンのば

あいは， 3件仁和の 2件が聖堂版関係であれば，窮3盟職様はそのf患の聖職禄

すなわち饗堂区とは無関係の顕職禄でなくてはならない。聾会設ほと無関様と

いえば，とりわけ司教鹿聖堂や寂俗参事会議室堂に付鶏ずる聖職議が考えられ

るの

以上でジョンに対する教皇令状の解税を終える。この令状は，上部の還り

前重要の教皇制定法、エクセクラーピリスグを背景とするものであった。 F教

室令状鱒』は当熱のことながら多種多援の令状を含んでいるが，この‘コニク

ゼクラーピリスグを背景とする蒋到認可の令状は件数からすればおそらく

大の蔀類に議する。従って F教議令状簿』のさを容を理解するには，この種の

特訓認可の令状の解析が不可避である。その点からすれば，本稿はその不可

避の課題への一つの接近にほかならない。

× × × x x 

第(6}項の;意味弘若二子の事例によって確認しておこう。

[ 1 ]①“・…'" the parish church of [St Gi1部]， Bredon in the dio-

cese of W orcester， with cure 01 souls and spz"ritual jurisdiction . 

(1434)"… - Letters， VIII， 483. @“To Thomas Hawkyns， rector of 

St Giles's， Bredon ...... in the diocese of Worcester， M.A. Dispen鵬

sation to receive and retaiおおrlife with the said church .“・・・ any 
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other benefice etc. [with cure or otherwise incomjうatible](1458)" 

Letters， XI， 169. 

これらはいずれもブリードンの、レークトJv"職すなわち聖堂区司祭職に

関する令状であり，令状①には、霊魂の救済(の権限)と霊的裁判管轄権と

を帯びている汐と明記されている。つまりこの司祭職は，司牧聖職禄である

という。この令状は，あえてそれを明記している点において注目される。何

故か。刊本『教皇令状簿』では，少なくともイングランドの聖堂区司祭職に

関して，司牧権限に言及しないことが通例である。②はまさにその通例に

従っている。

令状②の末尾の補足は、他の聖職禄'に関するもので，これはブリードン

の聖堂区司祭職が司牧聖職禄であることを自明の前提としている。あえて明

記しないのは，明記するまでもなく自明で、あるからにほかならない。いいか

えると①はむしろ異例であって，同様の異例はほかにわずか 3件しか検出さ

れない1)。

1)①“... r巴ctorof Thorndon in the diocese of N orwich ...... the said 

church ...... which has cure ...... (1457)"一一Letters，XI， 157. [V， 90，188J. ② 

. rector of Merstham in the diocese of Winchester ...... the said church， 

which is immediately subj巴ctto the jurisdiction of the archbishop of Canterbury 

and has cure …・・ (1458)"一一XI，174. [V， 301]. ③“・・・... rector of Saynt Mary-

down [Down， St Mary J in the diocese of Exeter ...... the said church， which 

has cure .…・・ (1457)"-XI，171. 聖堂区司祭職が司牧聖職禄であることは，こ

れら 3件の事例においてもあえて明記されている。しかし令状①および②の 2件について

は，同じ司祭職が『教皇令状簿』第5巻にも記載されており，第5巻では司牧聖職禄であ

ることが明記されていない。要するにこれら 3件もまた異例である。

[ 2 ]①“ (1) To Master Richard Caunton， rector of Fewleston 

[Fuggleston] in the diocese of Salisbury ...... (2) the said church， 

which has not yet been consecrated and has no cemetery ...... was 

last year accidentally and completely destroyed by fire， and ...... (3) 

if it (were accounted) to him as a benefice without cure [pro 

beneficio simplici]， (4) so that there should be no incompatibility 
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between it and other dignities or pasish churches which he holds 

. (5) [would] diligent1y devote himself to the rebui1ding of the 

said church ...... (6) as long as he lives and holds the said church it 

shall be and be deemed to be a benefice without cure [beneficium 

simplex et sine cura] ...... (1460)" - -Letters， XI， 587. ②“Dispensa-

tion ...... to ...... hold ...... together with [the parish church of] 

Fegheleston (sic) ...... one other benefice with cure ...... (1412)"一一一

Letters， VI， 317. 

これはまた一方の異例である。令状の受給者リチヤードは，ファグJレスト

ン聖堂区の司祭である(1)。彼の聖堂は，令状①の前年に火災で焼失した。新

聖堂は未完成でいまだに聖別されておらず，墓所もまた正規の復元を終えて

いない(2)。従って彼にとってはこれを司牧聖職禄と見なしがたく (3)，これと

他の聖職禄との聞に、両立の不可能性'を認められない(4)。彼は聖堂の再建

に専念したいと考えている(5)。

ここまでは彼の請願の要旨を述べたもので，教皇は彼の請願を受理し，こ

の聖堂区司祭職を非司牧のものと認定した。認定は彼が生存し，この聖堂の

占有を続ける限りで有効である(6)。要するに令状①は，非司牧聖職禄へのい

わば、降格グを期限つきで認めたことになろう。逆にいえばその降格認定ま

で，この司祭職は司牧聖職禄であった。ともあれこれは，非司牧聖職禄への

降格を明記したものとして異例である。

令状②はほぼ40年前のもので，ファグルストンの聖堂区司祭職とともに

他の司牧聖職禄の占有を特別に認可している。ファグルストンの司祭職につ

いては，司牧か非司牧かいずれとも明記していない。あえて明記しないの

は，上記の通り司牧聖職禄としての聖堂区司祭職の通例に従ったものであろ

う。しかしアイルランドでは，これが通例になりえない。

[ 3 ]①“. • • • •• the rectory of the parish church of Tempulruayn 

[ Templeroan] in the diocese of Cork， with cure .…・・ (1458)"一一

Letters， XII， 29. ②“. . . . .. the rectory [of the parish church of St 

Fergus， Inishkeen in the diocese of ClogherJ， with cure ...... (1459)" 

Ibid.， p. 30. ③“. . . • .. the said rectory [of the parish church of 

Ki11ulagh in the diocese of MeathJ， with cure ...... (1459)"一一Ibid.，
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pp. 35f. ④“...... the rectory [of the parish church of Ballinrobe in 

the diocese of Tuam] ，ωith cure ...... (1459)"一一Ibid.，pp. 46f. 

いずれもアイルランドの事例であり，しかも『教皇令状簿』第 12巻の最

初の 100頁だけから抽出したものである。この 4件のすべてについて，司牧

聖職禄であることが明記されている。わずか 100頁で4件というのは，イン

グランドとの対比においてきわめて高率である。何故か。

[ 4 ]①“. • • • •• the rectory without cure of the parish church in 

ecclesiastical fee of Drumly11 [Drumcliff] in the diocese of Killaloe 

. (1458)"一一一Letters，XII， 22f. Cf. also pp. 16f.， 167， 202f.， 471， 

671.②“. • • • •• the rectory in rural fee of Iflandeacd [Rockforest] 

without cure …… in the diocese of Killaloe …… (1460)"一一一Ibid.，

pp. 93f. Cf. also pp. 82f.， 167. 

この 2件の聖堂区司祭職は，いずれも非司牧であるという。再三にわたっ

てそのように書かれているので，誤植とはおもわれない。しかもこの 2件

は，同じ第 12巻のやはり最初の 100頁から抽出したものである。この 2件

に限らず，アイノレランドでは聖堂区司祭職でありながら非司牧と書かれてい

るものが少なくない。上記の通り司牧と明記される事例が多いのは，まさに

非司牧の事例が多いからであろう。逆にイングランドと同様に圧倒的多数が

司牧聖職禄であれば，あえてそれを明記するまでもない。

聖堂区関係の聖職禄としては，ほかに上記の通り司祭の代行者職がある。

[ 5 ]①  

diocese of Canterbury ...... who holds the said church and the free 

chapel of St J ohn Baptist in Sewenok ...... and has a μゅetual

vicar who exercises the cure 01 souls in the said parish church .. 

(1456)"一一-Letters， XI， 52. ② 

parish church 0ぱfKilc∞olmki出11加nMorvern in the diocese of Argyll 

[Scotland] ...... he had ...... the above church; and ...... obtained 

the rectory of the parish church of Kilchoman [in the said diocese] 

. the cure 01 souls of the said rectories is exercised byμrtetual 

vicars ...... between whom and Andrew Dunnowyn， archdeacon of 

Sodor， a suit is pending about the archdeaconry ...... (1456)"一一一

Ibid.， pp. 109f. 
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令状舎のジョンはセヴンオウクスの塑蛍区司祭としてその誕全設を占有して

いるが，被はその塑2設に、f豆常的ウィカーリウスグを配置して主主牧を担当さ

せているG 令状舎のアンガスは 2体む聖堂区河祭職を兼認し，やはりそれぞ

れに吋歪雪的ウィカーリウスグを部援して司牧に当らせている。このように

ィカ…リウス'は，正規の若者懇が憧常的に現地非営畿のぼあいに

その南牧を代行する。なおジ沼ンはi奇じセヴンオウクスの自由礼拝所を

し，アンガスはソウダの奇数構住識に関して{系争中であった。模地非常勤

は， f告の盟職禄を占脊しているからか。

『教皇令状簿』における理祭代行者は，大きいが、f亘需的汐という形容認を

帯びている。何故か。正盤0)苛祭が恒常的に現地非常勤あるいは喪主位不宿で

あることによるものであろう。司祭が現地電動のばあいにはe代行者を必要野と

せず，代行者の存窓は逆に司祭本人む非常勤・不在を推定させる。

[6] Q)"...... pe1タetualvicar of Blanforde [Blandford] Forum， in 

the diocese of Salisbury ...... the said vicarage， with cure . 

(1463)" -Letters， XI， 645. @“To Robert Bambarch，μrpetual vicar 
of Westerynchtan [Torrington West] in the diocese of Lincoln .. 

proposes to resign the said vicarage in order that he， who is getting 

old， may in future be relieved from the exercise of cure 0/ souls 
. (1467)" - Letters， IX， 563. ③"“ the pe1petual vicaragaes 
. of the. parish churches of Epaldyng [Spalding] and of Bescon 

[Weston] in the said diocese [Lincoln] .ぃ・・・ the prior and convent 

[of Spalding] might take possession of the said vicarages ..‘一.and 

cause the cure 0/ souls to be exercised by monks of the priory or 
by hir・edsecular priests ...... (1462)"…一一Letters，XI， 466f. 

イングランドに欝しては 3件の事担iを引用しておこう。令状φでは，

常的司祭代行者職それ自体が寄牧襲職禄であるという。また②の主主パート

は，櫨常的代作者職に関して辞任を申欝している。高齢によって，司牧義務

から解放さFれたいということである。いず、れにせよ A短常的代背者職とは，ま

さに司教義務のために寵かれるものであろう G

令状窃においては，スポールダイングおよびウエストンの再盤蛍箆の恒常

的代行者職がスポーJレディング鯵滋参事会の法人資産に縮入されることに
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なっている。代行者職の資産編入とは代行者職に固有の聖職禄の編入であ

り，その聖職禄からの収益を編入するということであろう。しかもその編入

に当つては，司牧を同参事会の修道士に担当させるか，あるいは在俗の司祭

資格者を雇用して彼に委嘱するかの選択が示唆されている。

この修道士や雇用司祭は司牧義務の代行者ではあるが，代行者職という聖

職禄の占有者ではない。何故か。代行者職の編入とは上記の通りその代行者

職という聖職禄の編入であり，参事会はその聖職禄の占有者になった。いい

かえるとその占有者は，かつての代行者、個人'から参事会すなわち、法

人グにかわっている。

参事会はまたこれら 2件の司牧聖職禄を占有した結果として，その司牧義

務の責任主体になった。修道士を派遣するのは，法人としてその責任を遂行

するためである。在俗司祭の雇用も同様である。修道士の生計は，法人の共

有資産の中で保障される。在俗司祭はまさに、雇用グされるのであって，費

用はやはり法人の負担になろう 2)。

2 )修道参事会による在俗聖職禄の、法人占有'については，拙稿，<史料所見〉修道

会聖職者の在俗聖職禄占有一一1198年から 1471年までJ (北海道大学『文学部紀要」通

巻第82号， 1994年)の第3節で例示し検証している。

[7]①“...... the ρerpetual vicarage of Largow [Largo] in the dio-
cese of St Andrew [Scotland] ...... with cure 01 souls ...... (1451)" 

一一Letters，X， 547. ②“...... the 抑ゆetualvicarage of Kilpatri[c]k 

in the diocese of Glasgow [Scotland] . . . . .. the said vicarage ωith 

cure ...... (1456)"一一一Letters，XI， 46. ③“...... the ρerpet.仰 1vicarage 

with cure of Garry in the diocese of Limerick [Ireland] ...... (1450)" 

Letters， X， 458. ④“...... the 戸ゆetualvicarage of Lyslaygh [Lis-

lee] in the diocese of Ross [Ireland]， with cure .…・・ (1459)"一一

Letters， XI， 39lf. 

スコットランドおよびアイルランドについて，それぞれ2件だけを例示し

た。恒常的司祭代行者職が司牧聖職禄として明記される事例は，とりわけア

イルランドにおいて多い。何故か。アイルランドでは，上記の通りレークト

123-



北大文学部紀要

ル職それ自体が非司牧であることが少なくないからであろう。

[ 8 ]①“...... the μゅetualvicarage of Seckworth [Seacourt] in 

the diocese of Salisbury ...... the said vicarage was without cure on 

the ground that the church itself of Seckworth was collapsed， that 

the houses and inhabitations in the parish were uninhabited and 

exposed to ruin， with the exception of two only ...... the said 

church had no parishioners ...... should be deemed to be and should 

be without cure ...... (1439)"一-Letters， IX， 60f. ②“...... John 

Cranborne， rector of Vinterborn [Winterbourne] Ear1s in the diocese 

of Salisbury ...... sti11 holds [the church of] Compton in the diocese 

of Winchester ...... holds a canonry and the prebend ...... in Salis-

bury， the vicarage of Sekeworth without cure， and the free chapel of 

Est[c] ot [Eastcotts in the diocese of Lincoln] .…・・ (1450)"一一

Letters， X， 82. 

これは恒常的司祭代行者職が非司牧と明記されている点で，まさに異例に

属する。しかも理由は，聖堂それ自体の衰微にある。聖堂区内の住居がわず

か2戸を残して廃屋になっており，この 2戸のほかには聖堂区住民をもたな

い。要するにすでに司牧聖職禄としての実質を失っているということで，非

司牧聖職禄への降格が認められた。この事例はまさにその降格という点にお

いて，前出の引用[2 ]と共通している。

令状②は，①からほぼ 10年後の記録である。ジョンはこれに書かれてい

るだけで5件の聖職禄を占有し，そのうちの 1件が問題の非司牧の代行者職

である。非司牧のままで 10年以上が経過している。

この事例においても，仮に聖堂区住民の極端な減少がなければ，代行者職

は司牧聖職禄であり続けたであろう。では司祭の代行者職が司牧聖職禄であ

るというのは，どのようなことか。それは正規の司祭職が司牧聖職禄であ

り，代行者職は司祭の司牧を代行するという点において司牧聖職禄であると

見るべきか。あるいは代行者職それ自体が司祭職から独立して司牧聖職禄で

あるということか。『教皇令状簿』からはそのいずれとも断定しえないが，

当面の推定としては司祭職が司牧聖職禄であることの帰結であろう九
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3)①“. . .... the rectory， value not exceeding 32 marks， of the parish church 

of Athnaryg [Athenry in the diocese of Tuam， Ireland] ...... the cure of which 

is exercised by a μゅetualvicar ...... (1411)" --Letters， VI， 268f. ②“.，. ... the 

perpetual viιarage ...... value not exceeding 20 marks， of St Mary's， Arthnarig 

[Athenry] ...... (1413)"一一Ibid.，pp. 424f. この事例では司祭職の年収額が32

マーク未満であるのに対して，代行者職はほぼ3分の 2になっている。司祭職と代行者職

とは，明らかに別個の聖職禄である。しかし司牧・非司牧に関しては，後者が前者に連動

するといえないか。

ほかに若干の令状を追加しておこう。

[ 9 J “(1) [To Master Bernard Sistre， archdeacon of Canterbury， 

papal nuncio.J (2) Mandate to obtain information touching the 

annual fruits of al1 void benefices， dignities， parsonages [personatusJ， 
and offices， with or without cure 01 souls， in England， Scotland， 

Ireland， and羽Tales，which by John XXII were reserved to the apos-

tolic see for the papal ‘camera，' and to compel the payment of the 

same. (3) The information is to be sent to the pope (1341)"一 一

Letters， 11， 590. 

令状の受給者バーナードは，教皇使節である(1)。命令事項はまず、空席の

聖職禄すべてについて年収額に関する情報の把握。であり，その聖職禄とは

前出の D・P・Oの別を問わず，また司牧聖職禄か非司牧聖職禄かの別も問

わない。司牧は司牧として，また非司牧は非司牧として，それぞれすべての

情報が期待された。情報把握の範囲は，大ブリテン島全域とアイルランドと

の双方にわたっている。

この令状において、空席の聖職禄グとは，教皇ヨハンネス 22世によって

、使徒座へ留保され汐たものである。要するに、教皇留保'の聖職禄がそれ

であり，空席の期間には年収が教皇財務府へ帰属する。また同使節は，この

情報把握とあわせて、上記年収額の支払の強制汐を指令された(2)。さらに第

(3)項では，調査結果の報告が命令された。

このような情報は，教皇側にとっでどのような意味をもつか。

[10J ①“To Roger Holm. Reservation of a benefice， value 30 
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marks with cure of souls， or 20 withtout， in the gift of the abbot 

and convent of Ramsey (1347)"一-Letters， III， 245. @"To Roger 

Holm. Provision of the church ofむndele[Oundle]， in the diocese 

of Lincoln， void by the resignation of J ames Beauford ...... notwith-
standing thathe .....ー expectsa benefice in the gift of the abbot 

and convent of Ramsey. He is to resign the expectation (1349)" 

一一-lbid.，p. 317. 

ロジャは令状。で盟職操を予約された。まさに空鰐待ちである。年4支額は

苅牧聖職様であれば30マーク，非司牧であれば 20マークである。そのいず

れになるかは，蒋来における空露の発生状況による。しかもそれは，ラムジ

修滋続長および問参事会からの守護与'によるという。要するに教室は稗修

道課長からロジャにそれを贈与させるのであって，このような命令は

留保'の塑職議において可能ぞある。教畿が留保しているのは，端的にいえ

ば空露持におげる後任者の人事糠である。なお、reservatio:reservation" 

は教義による、留課'を意味する…方で，舎のように教議による‘予約グに

も用いられる。

ロジャは，令状φによって教皇からアウンドル捜堂区の瑚祭に藍佼おれ

た。 ζの河祭識は，蔀在者ジょにイムズの辞妊によって空需になった。こ

任もまた泳教室哲保'によるものであろう。ロジャはとの司祭職と引き換え

に，ラムジ修道院からの贈与に闘しては辞退することになったo 教議令状

簿』で見る限り，ほかにも大半の予約は代替の盟職禄で充迭されている。空

席待ちむ期間を錨縮するには，賢明な便法というべきか九

3)“To Mastξr Laurence de Northburgh. Reservation of a b君nefice，valu桂

40 marks with ∞re of souls， or 3号without， in the gift of the abbot 註ndεonv色気t

of Peterborough (1343)"一一Lelters，III， 123. / 

“Provision of th壱む皐nonryand preb官rれldof St Chad's， Shr，邑主w彩Sbl沼lrηyん， void . 

notwithstandingめathe expects a benefiα， value 40 m註rks，in the gift of the 

abbot and convent of Peterborough (1344)"一 Ibid.，p. 149. 潟様の事例ぞ 1

fゃだけ追加した。乙のような予約・後任の令状込おびただしい数にのぼる。
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予約や直イ去の令状は，大半がその受益者本人かあるいは設むパトロン権者

からの諒織に基づいて発絵される。また r教議令状簿』では，このような予

約・直任の令状が葉大な件数にの詰っている。藷露惑を審査して可否子を半君臨?す

るには，現地に関する正確で豊富な情報が必要であろう。号j罵[9 ] 

と報告との命令であった。その命令では，誕職課の年収額とともに司

牧・非司牧の議定も商われていた。

弓牧・非司牧の種揺は，年収額とも緊密な関係がある。ロジャのばあいに

は，司牧盤職禄であれば30マ…ク，非南牧であれば 20マークであった。

額の 10マークは，司牧の費用を考議したものか。

x x x x x 

本籍では前半で， 1470年の教患令状にあらためて注目した。すでに第 1

節では階じ令状の、前文汐を援っており，本節ではその、主文グの文書を検

訴した。後半ではその主文の第倒壊との関連で，盟堂芭関{系の可牧襲職織を

開示して検討した。

く要約〉

G 第1点 令状の最後の第(6)項は， .3件の盟職襟のうちで盟堂区関係

の課職掠の件数に関するいわば上限の規定であった。塑堂区関係の聖職識と

は，間祭鞍とその代行者職とである。ジョンのばあいはよ擦が2件と規定さ

れ，第3聖職様はそのf患の聖職禄すなわち寵裳区とは無関保の聖職探でなく

てはならないという。この上製規定は基本的にジョン錦人に対ずるもの

あって，必ずしも…般原則ではない。しかしここでは，上限規建が聖堂区関

探の議職禄を対象としていることを再磯認しておこう o

第2点 本節の後設では，塑蛍区関係の謹準装様を例示して検討し

問題は司牧か非司牧かの区別であり，令状におけるその文言である。ま

ず、レークトノレ'職すなわち聖蛍区司祭識については，南牧聖職探であるこ

とを明記する事制がアイルランドではまだしも多い。一方に非司牧の、レー

クト ll/'職が少なからず存夜ずるからであろう。しかしイングランドやス
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コットランドに関しでは，その密記の事例が揮犠に少ない。あえて明記する

までもなく司牧聖職様であるからか。

。第3点 また、ウィカーリウスグすなわち聖業認の胃祭代行者につ

いても，その役職が司牧か非王寺牧かの区別を文設にそくして検討した。奇祭

識の代行とは，湾祭の王寺牧議務の代行にほかならない。代行者議は，判牧聖

職禄と明記されることもある。しかしそれが明記されなくとも，大半は湾牧

襲職禄であろう。ぞれは弓察織が本来的に牧聾職織であるからではない

か。

第4点、 上記の第 l点、では，襲堂区関係の聖鞍禄に関してのみ兼迂

件数の上罷規定そ再確認した。聖堂じま関醸の壁鞍織とはレークトル犠とウィ

カーリウス職とであり，これらは大半が胃牧聖職操と推定された。聖堂際関

係の理職擦に関して上限が規定されたということは，それが司牧聖職援であ

るからではないか。言者牧草差職禄の兼任事D舗とは，本来の主旨からすれば，

数兼{壬による珂牧義務の空洞化を抑怒号するためであろう G

O 第5)点、 引用[6]の令状舎においては， 2件の諜堂区の協常的代

行者織がスポーノレディング静道参事会の法人資建設に編入されることになっ

た。その編入に当っては，司牧を同参事会の修道士に担当させるか，あるい

は荘俸の湾懇資格者安藤用して後に委嘱するかの選択が示唆された。参事会

はこれら 2件の司牧襲戦樺を占有した結果として，その河牧義務の灘任主体

になった。修道ごとの流選も司祭責務者の雇用も，その責任そ遂行するためで

ある。湾牧聖職織は法人占有に変わっても，引き続き司牧畿務が残るという

ことであろう。

O 第 6 I用[引では，教皇が聖職様の年収額ととも

牧・非弓殺の種別に関して現地の教主義使節に報告を指示していた。しかもそ

は，年収額とも緊綾な関係にあることを指摘した。
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第 4節 、マ…ヨル。と‘ブザーンキパーリス'
~一一参事会開f系の司牧塑織禄一一

議舗では 1470年むある教皇令状との欝連で，苅牧聖職様なるものの事例

した。聖堂区関係の襲職様として，聖堂鮭帯祭職とその恒常的代行者

とがそれである。しかし可牧襲戦様は聖堂区関係だけに留まらず，ほかに

も芸範に見られる。

本節では，なるほど聖堂霞欝部以外の珂牧聖職捧にも言及される。しかし

本節の主要な課題は表題に間載の還り形容詞、マ…ヨJv"と、プリーンキ

パーリスグとであり，務者の意味を具体的な事備にそくして検討する。とれ

らの形容認はすでに第 1節の教議令状前文で欝かれており，いずれもいわゆ

る定型文替、D・p・A.O"のDすなわち、ディーグニタース'の形容爵

であつ

あらためて第1節の教皇令状における第(5)項に住告しよう。

お} et dignitas ipsa in cahthedrali etiam metropolitana post 

pontificalem maior aut in collegiata ecclesia huiusmodi principalis 
similiter foret， 

ここでは，麓半・後半で端的にいえば次の文言が対比されている。

く蔀学〉司教臆強ままにおける dignitas maior 

〈後半〉在格参事会聖堂における dignitas principalis 

車文では前半で、司教腿聖堂あるいは首都大司教座聖護主グと警かれている

が，説窮の繁雑さを怠けるため とだけ考えておこうc また

前半には‘postpontificalem (dignitatem): after the pontificaI (dig-

nity)"という付記があるo その Dが、言者数のDに次ぐ'ものという意味℃

あろう。育教艇で司教に次ぐものといえば，参事会長がそれである。

るに能ミドではr:司教座の参事会長職がDとして、マーヨ lレグである

という。また後半では在銘参事会塑堂において，やはり pでありしかも

、プリーンやパーリスグであるものに言及されている。これはすでに第(2)項

で説明の通り，議約にいえば在裕参事会盤堂の参事会長畿である。従っ
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(5)壊の意味は，第 2の繋職識に撰して，それが罵教経聖堂の参事会長識でも

また在銘参事会霊堂の参事会長職でもよいということであった。

ともあれ本節の諜題は用語法であって，第(5)墳の意味ではない。形年寄謁

、マーヨノレ汐およびホプリーンキパーリスグの舟語法こそが問題である。こ

れら 2語は，いずれも向らかの組織の首長を連想dせる点、において共通して

いる。第(5)項でいえば，前者は司教惑聖堂の参事会長識を，また後者は在銘

鼻曹ム酌特〆"""怠誼ム民総生ま:'-l必止した。

では司教盛の参事会長職をホプリーンキパーリス'と呼ぶことが皆無であ

るか。また逆に主主俸参事会霊堂の参事会長織を、マーヨfレグと形年寄すること

がないか。結論を先取りするならば，少なくとも r教皇令状簿sにおいては

これら 2罷の簡に主主換性が認められない。すなわち、マ-3)レグは捧f!f!的に

司教患に関して用いられ，また、プリーンキパーリスグも排龍的に在侮参事

摂定dれていた。

異体的な事例によって検証しよう。

[1] ①"・ハー.notwithstanding that he holds the de初 6アy of Ross 

[ScotlandJ， a major electivedignity with cure .一・・. (1442)"一一叩

Letters， VIII， 314. @"..幽...the deaneηI of Ross， a major elective 

dignity with cure ...... (1436)"一一Ibid.，pp. 610f. @"...... deaneηy 

of Iミoss，a principal (sic) dignity with cure ...... (1437)"一一一Ibid.，pp. 

667f‘ 告“.. . . .. the deanery of Ross .ー・・・・ the said deanery， which is 

a major elective dignity with cure ...... (1440)"一一- Letters， IX， 107f. 
Cf. also p. 145; X， 360， 363; XI， 289， 339， 375f寮

いずれもスコットランド。のロス司教患の参事会長職に関する記録であ

る。この参事会長職は，令状舎をE別とすればすべて、マ-3Jレかであるとい

う。舎は、プリーンキパーリス'と警かれている京において，筆者が知る限

り『教室令状簿sにおげる窪少の事例iである。しかし却の、プリーン:t-パー

リスグには，原文のホママグと付記されている。この官本史料集の編者によ

る付記である。伎に、マ}ヨ)1/"であれば，この、ママ'の付記は不要で

あった。
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1) “..鑑 a・・ dean of Ross [IrelandJ ...... th邑 $註iddeanely， a major dignity with 

cure ...... (1447)"ー一一Lette符， X， 322f. Cf. also pp. 323， 369. アイルランドに

も悶名の司教座があり，これはその湾教主義参喜整会長織に関する令状である。この参事会炎

識もやはり、マーヨJtノである。

[2] 0)"ー覆い.the deanery of Brechin [ScotlandJ， a major elective 

dignity with cure .・..一 (1454)" - Letters， X， 256. @“一趨..・ the 

deaneηI of Brechin， a princ会合。1(rectius major) elective dignity with 

cure ..ぃ… (1454)"一一Ibid.，p. 260. @"......胎echin.ぃ...the deaル

ery of the said church， a major elective dignity with . cure . 

(1452)"一一一Ibid.，p. 588. 

やはりスコットランドの事鍔であり，ブリーヒン司教醸の参事会長織に罷

る令状マある。令状おおよび、命では、マーヨルかであって，通例にかなっ

ている九しかし③の康文には最初に、プリーンキパーリス汐と欝かれ，後

にホマーヨノゾと替I正された。( )内の、正しくはマーヨノレグという

がそのことを示している。引用[日では京本が訂正されず録者が、ママグ

と付記したのに対して，引用 [2]ではずでに題本の段階で訂正されてい

る。要するに笥教~の参事会長識には，

じまないということであろう。

、プリーンキパーリス'がな

2 ) φ“幽・…・ in the r己centpetition of Thomas Ygobond [Ogobond]， the fruits 

etc. of the deanery of 投球 saidchuτch [of StF忠Jimy，Ki1more， Ireland]， a 紅白宛a

majordignity， are very sIight .....・ thesaid church (at which th巴 bishopof Ki1-

more resiおsand holds his se告).盆-..・ thesaid deanery， without cure and non“ 

εlective ...... (1446)"一一Le能的， IX， 558f. ③ぺ.....de，側 ofKilmor告...... th合

deanery， a non-major non-elective dignity耳I/ithoutcure ...... void by the death 

of Th. Ogobond .・・ー・ (1460)"ω一一Letters，XII， 67f. ③“...... dea詑 of Kilmore 

. the s註iddeanery， a non焼却zajordignity ...... the said deanery has few or 

∞fruits etc. ...... (1465)"…一-lbid.，pp. 45lf. ③“...... th記 deane!ツ ofDernok 

[Dornock， Scotland， cathedral church of t加せiocεseof Caithness atJ in the 

church of C器ithness，a non-major non-elective dignity .‘・・・・ (1462)"……-Letters， 

XI， 458f. ⑤“...... th告 deanery of Caithness， a 押zajor electiv母 dignitywith 
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cure. . . . . .(1462)"一一Ibid.，p. 460. ⑤“. . . . .. dean of Caithness .“‘・・ the 鈎 id

deanery， which is a 糊 iforelective di伊 itywith cure ・・・・・‘ (1466)"一-Le的 rs，

XII， 552. 令状〈むから③まではアイルランドのキJレモア司教感に演するもので，そ

の参事会長磯は*非マーヨルグである。その点でとれは，筆者会主知る限り『教袋令状簿』

におげる唯一の惑例である。 よび③は，この参喜英会炎磯が収益において貧綴であると

いう。ホマーヨJレ。と認定され君主かったのは，その貧弱によるものか。令状④以下はス

コットランドのケイスネス司教E援に潟するものぞ，この司教艇の霊堂はドーノクにあっ

た。④iま*ド」ノクの参事会長戦。なるものについて、非マーヨル'であると述べている

主主⑤および⑥は*ケイスネスの参議会長職'が、マーヨJv"であるという。この両者の

関係は，どのように説明すべきか。ケイスネス司教肢には，正規の参事会長のほかに

‘ド…ノクの参挙会長かがいたということか。~教室令状簿』では言李総が不明である。

[ 3 ]①“To Edmund Wolfe， dean of StMary's， Astley， in thedio-

cese of Lichfield .砂.. .. The value of the deanery， which is a major 

elective dignity with cure ...著.. (1397)"一一-Letters， V， 73鍵 争“To

Joh匁 Burgeys，dean of [St Andrew's，J Au[cJkland in the diocese of 

Durham ...... the above deane1とV，a ρrincipal dignity ...... (1403)" 

一一Ibid.，p. 538. 

これらも参事会長職に欝ずる事例であるが，アストリ理母マリア盟会設も

オークランド聖アンドレアス親愛も在銘参事会聖堂であって理教組聖堂では

ない。在傷参事会盟主設の参事会長職については，令状舎のように‘プリーン

キパーリスグが運併である。 CDもまた在搭参事会聖堂の事例であるが，参事

会長職はホマいヲlレ'であるという o その点では，筆者が知る摂り『教皇令

状簿J における唯一の事例iである。これもまた，祭文の、ママグであろう

か。あるいは原文における‘プリーンキパーリスグに対して，単純な誤楠マ

あろうか。

[4] G)，'・.. . .. the archdeaconry of Dromore [lrelandJ， which is a 

録。匁タrincipal，non-elective dignity with cure ...... (1414)"一一 Letters，

VI， 476. @“..一一 thearchdeaconry of Cork [IrelandJ， a non仰 αior，
non-elective dignity with cure ...... (1414)"叩ー…Ibid:，loc. cit. 

これらは，いずれも理教議佐職に関ずる事携である。司教嬉控識に関して

は令状②のように }ヨlレグが大半であり，ほかに少数ながら、マーヨ
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ル汐の事例もある3)。いいかえると司教補佐職で問われるのは，上記の司教

座参事会長職と同様に、マーヨル汐かあるいは、非マーヨル'かである。司

教補佐職もまた司教座所属であることによるものであろう。①の Vドプリー

ンキパーリスグという文言は，筆者が知る限り『教皇令状簿』における唯一

の事例である。これもまた原文の、ママ汐であろうか，あるいは単純な誤植

であろうか。

3 )①“...... archdeacon of Canterbury ...... the archdeaconry， which is a 

non-major dignity with cure ...... (l413)" --Letters， VI， 437. Cf. also VII， 16 

②“. . . . .. the archdeaconry of Canterbury， a major dignity ...... (1442)" 

Letters， IX， 166. Cf. also XI， 471. カンタベリ司教補佐職に関して合計4通の令状

があり，①の 2通ではワドマーヨル汐であるが②の 2通では、マーヨlv"であるという。

以下に同様の事例を列挙しよう。

ARCHDEACONRY Major Dignity 

[EnglandJ 

Canterbury 

Durham 

Roch巴ster

Salisbury 

Salop 

[ScotlandJ 

Orkney 

[IrelandJ 

Clogher 

Connor 

Kilfenora 

IX -166; XI-471 

VIH32 

XII-213 

VIII-244 

XHOO 

VII -148f; IX -500; 

X -194f， 199f 

X-588f， 695 

IV-475; VII-91; 

VIII -151， 176; 

IX -529; X -631 

VI-36f， 39 

Kilmore IX -531 

Meath 

[The IslesJ 

Sodor 

X-379 

IX-152; XI-39f 

Non-Major Dignity 

VI-437; VIH6 

VII-80; VIII-340， 343， 594 

VII-142， 281， 286; VIIH47 

VII -205， 252， 274; VIII -139f; IX -84f 

IX-58 

IX-362f 

VIII -548f; IX .173f， 328 

IX-560f 

XI-482 
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これらは，司教補佐職に関して、マーヨlv"と書かれているもののすべてである。左の欄

がそれであり，出典を「教皇令状簿』の巻・頁で示した。しかし上記のカンタべりを始め

として，同じ司教補佐職が、非マーヨ1レグと書かれることもある。右の欄の巻・頁がそれ

である。もっぱら、マーヨル'であるというのは，オークニ・コナ・キJレモアの 3例に過

ぎない。しかもキルモアについては情報が1件だけに留まり，誤植の可能性をも考慮する

ならば即断が危険である。イングランドの司教補佐職は，総数51件である。しかし上記

5件以外の 46件に関しては、マーヨル'という情報が検出されず，大半はワドマーヨJレグ

である。

[ 5 J ①“To William Roche，ρrecentor of Waterford [IrelandJ . 

his ρrecentorship， which is a dignity with cure， notタrincipal . 

(1394)"一一一Letters，IV， 470. ②“...... the ρrecentorship of Waterford， 

a non-major non-elective dignity with cure ...... (1432)" - -Letters， 

VIII， 452. 

令状①および②は，いずれもウォータファド司教座聖堂の聖歌隊主管職に

関する令状である。同じ司教座のしかも同じ聖歌隊主管職が①では Vドプ

リーンキパーリス。であるのに対して，②では、非マーヨルグと書かれてい

る。司教座所属の役職に関して関われるのは上記の通り、マーヨルグか、非

マーヨルかかの区別であり，前者のヲドプリーンキパーリスグは，筆者が知

る限り『教皇令状簿』における唯一の事例である 4)。これもまた，原文の

、ママ汐であろうか。あるいは単純な誤植であろうか。

4 )①“. • • • .. the precentorship of W巴lls...... which has cure and is not a 

major dignity ...... (1391)"一一一Letfers，IV， 427. / “. . • . •. the precentorship， 

which is a non.major dignity with cure ...... (1411)"一一Letfers，VI， 300. Cf. 

also p. 463; VIII， 150， 196 ② the precentorship of Aberd巴en[ScotlandJ， a 

major dignity with cure ...... (1457)" --Letfers， XI， 338. ③“. . . . .. precentor of 

Killala [lrelandJ ...... the said precentorship， which is a simple office without 

cure ...... (1400)"一一一Letfers，V， 273. ④“ . .. the precentorship， a compatible 

dignity without cure， in [the collegiate church ofJ Abergwylly [WalesJ 

(1431)"-Letfers， VIII， 327. この令状①もまた司教座の聖歌隊主管職の事例であ

り，やはりワドマーヨルかである。②は‘マーヨJレグである点において，聖歌隊主管職と

しては『教皇令状簿』における唯一の事例である。また③に関しては，斜体字の文言に注
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目されたい。ここで、単純な。オフィキウムとは何か。その意味については別稿で触れる

こととして，ここではそのような事例があることを指摘するだけに留めよう。④のアパグP

ウィリの聖堂とは在俗参事会聖堂であって，司教座ではない。在俗参事会聖堂では，通例

として、プリーンキパーリスかか、非プリーンキパーリス。かの区別が問われる。しかし

ここでは，参事会長職が、両立可能。つまり兼任可能でありワド司牧。であることしか述

べられていない。

[ 6 ]①“...... the ρrovostship in the collegiate church of St Ed-

mund [Salisbury]， which is a major dignity therein and has cure 

. (1422)"一一Letters，VII， 224. / “. • . . .. the provostship alias 

the mastership or wardenship of the collegiate church of St Edmund， 

Salisbury ...... (1466)"一一一Letters，XII， 254. ②“...... the ρrovostshiP， 

which is a ρrincipal dignity with cure， of [the collegiate church of] 

St John's， Beverley [York] 一一・・ (1389)"一一Letters，IV， 343. ③ 

. to be erected into a collegiate church of St Giles， Edinburgh 

[Scotland]， which ρrovostship after such erection will be a ρrincipal 
dignity with cure ...... (1422)"一一一Letters，VII， 247f. ④“...... the 

ρrovostship of the [cathedral] church of Elphin [IrelandJ， a non-

major dignity with cure ...... (1460)"一一Letters，XII， 98. ⑤“...... 

dean of Elphin ...... the deanery， a major elective dignity with cure 

. (1465)"一一一Ibid.，pp. 394f. 

いずれも、raepositus:provost"すなわち語義からすれば、首席者'に

関する事例である。在俗参事会聖堂の参事会長は，ヨ開[3 ]のように一般

には "decanus:dean"と呼ばれる。しかし聖堂よってはそれを、プラエポ

シトゥスグと呼ぶ、ところがあり，令状①のソールズベリ聖エドマンド在俗参

事会聖堂でも，またベヴァリ聖ヨハネ在俗参事会聖堂においてもプラエポシ

トゥスが参事会を主宰する。問題は①の、マーヨルグであって，正確には

、プリーンキパーリスかであろう。③はスコットランドの事例であり，この

新設の在俗参事会聖堂においても参事会長職はやはり、プリーンキパーリ

スかである。

しかしアイルランドでは，慣習が異なっていたものとおもわれる。『教皇

令状簿』で見る限りアイルランドのプラエポシトゥス職は，令状④のように
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大半が司教座所属でありしかも大半が、非マーヨルグである 5)。⑤は同じエ

ルフィン司教座に関する令状であり，参事会長職は、マーヨノレグである。要

するにアイルランドの司教座にはデカーヌスとプラエポシトゥスとが併存

し，前者は、マーヨル汐後者は、非マーヨル汐が通例であった九

5 )①“. • • . .• erected the parish church of Y ohull [Y ougha日inth巴 dioceseof 

Cloyne [IrelandJ ...... into a college or collegiate church， and instituted therein 

an office called a wardenshか fora priest to be head and warden [custosJ of 

such college or collegiate church， and to be elected by the said college . 

(1468)" - Letters， XII， 624. /“. . • • •• the dean of Y oughal， in the diocese of 

Cloyne ...... (1469)"一一一Ibid.，pp. 657f. ②“. . . .. prior of the secular and colle. 

giate church of St Senan， Inyskathaygh [Scattery IslandJ， in the diocese of Kil. 

laloe [IrelandJ ...... the said priorshiP， which has cure and is a principal dignity 

. (1411)"一一一Letters，VI， 313. Cf. also VII， 163. ③“...... the ρriosh仇 a1うrin-

cipal dignity with cure， of the secular and collegiate church of St Lassrianus de 

Damynys [Laserianus de Devenish， in th巴 dioceseof Clogher， IrelandJ 

(1427)"一一Letters，VII， 497. Cf. also VIII， 67; X， 518. ④“.. .... the secular pri-

ories of Gr色zesand Decanatis without cure in the diocese of Carcassonne [Fran 

ceJ ...... (1460)"一一Letters，XI， 405. アイルランドのプラエポシトゥスが司教

座所属であるとすれば，在俗参事会聖堂の参事会長はどのように呼ばれるか。『教皇令状

簿』からは，詳細不明である。しかし令状①では、クーストース。ともまた、デカーヌ

ス。とも両様に書かれており，その点ではイングランドにも類例が少なくない。ほかに②

および③では、プリオル。という称号が検出された。、プリオル。とは，イングランドか

アイルランドかの別を問わず一般に修道参事会長を意味する。在俗参事会聖堂の参事会長

が、プリオルグと呼ばれる事例は，寡聞にして知らない。④からすれば，フランスにその

類例があるというべきか。

6 )①“.. the deaneηof Wells， a major elective dignity with cure . 

(1413)" - Lette1古， VI， 433f. Cf. also VIII， 273f， 311f; X， 43f; XI， 184 ②“... 

the subdeanery of Wells， which is an offic巴 withcure ...... (1411)"一一一Letters，

VI， 292. ③“. . • • •• the sinecure provostship of Wells ...... (1333)" - -Letters， II， 

387. Cf. also IX， 7. いずれもイングランドのウェルズ可教座に関する令状であり，

この司教座にはデカーヌス・スブデカーヌスのほかにプラエポシトゥスが在籍した。イン

グランドでは，司教座であってしかもプラエポシトゥスが在籍するのは，ウェルズだけで

ある。では，ここでのプラエポシトゥスとはどのような地位か。『教皇令状簿』では詳細
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ts不明である。

[7] (!J"..ー・・ the ρno符hip of Durham， a major dignity .. 

(1461)" -一-Letters， XI， 425f昏岳“ p170r of St Andrews [Scot-

land] ， O.S.A. [Ordo Sancti Au郎総tini] ・….. theρriory， a major 

el悦 tivedignity， with cure ....肇.(1418)" Letlers， VII， 63. Cf. also 

p.69; IX， 350f， 354， 455f; XII， 318. ③ prior of the Premon綱

試ratensianchurch of Whiteherne [Whithorn， Scot1and] ...... the said 
lうriory，a major elective dignity with cure ..盈・制調 (1466)"一……Letters，

XII， 247‘ 舎へー...the [Benedictine]ρriOry of Down [Ireland] い

which is an elective major dignity. wIth cure .禽.... (1395)" 

Letters， IV， 52lf‘Cf. also VII， 143f. @“. . . . .• the [Augustinian]ρri-

ory of Dublin [Ireland]， a m々jordignity withcure …・・・・ (1397)"-

Letters， V， 76. Cf. also VI， 203機

これらは，いずれも湾教座の‘プリオル職'すなわち司教患の鯵道参事会

長職に関する令状である。それぞれの修道参事会長識は，やはり主主教主主の在

岱参事会長識と関撲にすべて、マーヨ Jl/'であるという。令状窃のダラムお

よび訟のダウンの高司教鐙はベネディクト修議会の系列にあり，争および⑤

はアウグスティーヌス修道会湾奇襲?ある7)。φのウィトホーンは，プレモン

トレ修道会系ヲtlであった。

7)φ“Appointment of J ohn de Derlington， a Fri器rPr，εach思.r， to th告 arch-

bi詰:hopricof Dublin. On th日 deathof Fulk， late archbishop， the [Augustinian] 

prior and convent of Holy Trinity [Dublin] el母ctedF.remundcall剖 L邑:brun，

papal ch時 lain，and t加 dea持 andch，ψter of St P続三ck'器官lectedMast悲rWilil. 

liam de Corn宮市，抑抑1chaplain ...... (1279)"一-Let腕， 1， 457. ダプリン大

弓教療に関する令状である。斜休学の文言は，それぞれ修滋参事会および主主俗参事会を滋

味ずる。ダブリン大司教座には，その双方か税額されていた。

ついでながらここでプリオル職に撰して，ほかの形審読、クラウストラー

リスグと、コンウェントゥアーリスグとに触れておこう。いずれも旺本語で

は、修遊説のグというととになろうがョ用例から見ると朝互排倒的?あって
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互換性がない。

[ 8 ]①“. • • • •• Robert Bartone， monk of Westminster， who before 

the abbot， claustral [-<:ご claustralis]prior， and other of the monks 

was accused ...... (1395)"一一一Letters，IV， 523. ②“. . . . .. J ohn de Bol-

den， claustral prior of St Mary's， Jeddwartht [JedburgJ， O.S.A.， in 

the diocese of Glasgow [Scotland] ...... (1427)"一一Letters，VII， 370. 

Cf. also p. 458. ③“. • • • •• Robert Barberii， a monk of the Cluniac 

monastery of Paisley in the diocese of Glasgow， the claustral prior-

ship thereof ...... (1444)"一一一 Letters，IX， 454. ④“...... the 

Benedictine monastery of St Augustine without the walls of Canter-

bury ...... the ρriorshiP， which is claustral ...... (1448)"一一Letters，

X， 416. ⑤“. . . . .. Richard Oldon， abbot of the Benedictine monastery 

of St Werbrugh， Chester， in the diocese of Coventry and Lichfield 

. then claustral prior ...... (1455)"一一Letters，XI， 35f. ⑥“.... 

William Albon， monk and claustral prior of the exempt monastery of 

St Albans ...... (1456)"一一- Ibid.， pp. 88f. 

これらもすべて、プリオJレ職'に関する令状であるが，斜体字の形容詞は

、クラウストラーリスグである。

[ 9 ]①“. • • • •• J ohn， Cluniac prior of Bermondeseye [Bermondsey] 

in the diocese of Winchester ...... his priory， which has cure of 

souls and is conventual [-=ご conventua1is]...... (1397)"一一一Letters，

V， 77. ②“・・-… the Benedictine priory of Montacute in the diocese 

of Bath and Wells， conventual， with cure and elective， dependent of 

the monastery of Cluny ...... (1452)"一一一Letters，X， 124f. ③“...... 

his priory of Holy Trinity Moteffont [Mottisfont]， of the order of 

St Augustine， in the diocese of Winchester， which is conventual and 

has cure ...... (1457)"一一Letters，XI， 57. ④“In an abbey， the 

officer next under the abbot， appointed by him to exercise certain 

authority， maintain discip1ine， and preside over the monastery in his 

absence (prior claustral); in a smaller or daughter monastery the 

resident superior (prior conventual)"一一一 O.E.D，sub PRIOR. 

例示は 3件だけに留めたが，やはり、プリオノレ職グに関する令状でありま

た斜体字の形容詞は、コンウェントゥアーリスグである。最後の④は辞書か

らの引用であり，これら 2種類の、プリオル職'について一応の解説がなさ
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れているも。

これを端的にいえば，両者の相違はその修道院において首長が、abbas:

abbot"であるか否か，いいかえるとそれが、abbatia:abbey"であるか否

かにある。すなわちアパースを首長としてプリオルが次席で、あれば，彼は形

容調、クラウストラーリスグを帯びることになる。逆に、prioratus: pri-

ory"においてはプリオル自身が首長であり，彼の形容調は、コンウェン

トゥアーリスグになる。④では、比較的小規模の修道院あるいは娘修道院'

と書かれているが，これは必ずしも正確で、はない。

令状④のモンタキュトのプリオラートゥスは，ベネドィクト会系であるが

クリュニ修道院に従属し，なるほどその娘修道院である。しかし独立のプリ

オラートゥスが、コンウェントゥアーリスかであることも事例として少なく

ない九

8 )①“.. • •.. Augustinian prior of St Bartholomew's， in Smethef巴ld [Smith-

fieldJ without the walls of London . . . . . . the priory， which has cure， is 

conventual and is independent ...... (1412)"一一Letters，VI， 392f. ②“ prior 

of the Augustinian priory of lnchcolm in the diocese of Dunblan巴 [Scot1andJ

. the said priory ...... conventual and elective ...... d，ψends on no monas. 

teη or other regularρlace ...... (1445)" --Letters， IX， 526. ③“...... the in-

dψendent priory of St Mary's， Lowth [LouthJ， of the same order [AugustinianJ， 

in th巴 dioceseof Armagh， a dignity with cure and convent叩 1...... (1395)"一一

Letters， IV， 525f. ここに 3件だげを例示した。これらに限らず，アウグスティーヌ

ス修道会では独立修道院もプリオラートゥスと呼ばれコンウェントゥアーリスと書かれる

ことが少なくない。

要するに、プリオル職'は，アパースの次席であれば、クラウストラーリ

スグと形容され，プリオJレ自身が首長であるときは、コンウェントゥアーリ

ス汐であるという。しかし引用[7]で指摘の通り，プリオルが司教座の参

事会長であるときは，在俗参事会長のばあいと同様に、マーヨlv"か否かが

問われた。逆にいえば引用[7]のようなばあいには，文面に司教座を示唆

する文言がなくとも，形容詞、マーヨルかからだけでもそれが司教座の参事
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会長職であることを推定させる。

ではこれらの形容調による区分は，どのような意図によるものか。

[10J ①“. . . . .. the deanery of Ossory [IrelandJ， a major dignity 

with cure ...... which became void and reserved to the pope， under 

his late reservation of all major dignities in cathedrals， void and to 

be void ...... (1412)"一一一Letters，VI， 240. ②“...... ρrior of St 

Andrews [ScotlandJ， O.S.A. •.•• .， the priory， a major elective 

dignity， with cure ...... Peter de Luna， then called Benedict XIII 

[anti-popeJ， had reserved all major cathedral dignities ...... (1418)" 

一一Letters，VII， 63. ③“...... the said deanery [of LichfieldJ， a 

major elective dignity with cure ...... notwithstanding general reser-

vation of major dignities (1427)"一一Ibid.，pp. 519f. 

これらはいずれも、教皇留保'に言及している。教皇が留保するのは，前

節の末尾で指摘の通り空席の聖職禄に対する後任者の人事権である。令状①

はアイルランドの事例であり，司教座聖堂におけるすべての、ディーグニ

タース=マーヨルグに及んでいる。従ってこのばあいは，オサリ司教座の在

俗参事会長職が留保された。

令状②はスコットランドの事例であり，対立教皇による留保である。聖ア

ンドルーズ司教座の修道参事会長職が留保された。また③はイングランドの

事例であり，イングランド関係では『教皇令状簿』における教皇留保の唯一

の事例である。

[11J ①“. . . • .. the said priory [of St Mary the Virgin， Monaincha， 

in the diocese of Killaloe [IrelandJ， a conventual dignity 

reserved under the pope's general reservation at the beginning of his 

pontificate of all conventωpriories (1413)"一一Letters，VI， 389. ② 

. the ρriory of Coldyngame [Coldingham in the diocese of St 

Andrews， ScotlandJ .. . . . . co仰 ent.仰 1，with cure and elective ..... . 

under the pope's late reservation of all conventual priories in Scot-

land， void and to be void ...... (1419)"一一一Letters，VII， 125f. ③ 

. under the pope's late reservation of all major dignities in 

cathedral churches in Ireland ...... (1420)" --Ibid.， p. 202. 

令状①・②は，アイルランド・スコットランドの事例である。留保の対象
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は、ディーグニタース=コンウェントゥアーリスグである。①によればその

留保は，現教皇の就任当初に実施されたものである。②では留保の地域がス

コットランドに限定され，スコットランドのすべてのプリオル職が留保され

た。③は、マーヨlv"関係の留保であるが，このばあいは地域がアイルラン

ドに限定されているという。これらはその点において地域限定的な留保であ

るが，同一類型の役職の、すべて汐を対象とすることからすれば後述の包括

的留保である。

[12J “. . . . .. the secular and tollegiate church of St Lasarrianus de 

Damynis [Laserianus de DevenishJ in the diocese of Clogher 

[IrelandJ ...... the priorship of the said church， a ρrincipal dignity 
with cure ...... under the pope'slate reservation of all ρrincipal 
dignities in collegiate churches ...... (1451)"一一一Letters，X， 518. 

対象は在俗参事会聖堂の、ディーグニタース=プリーンキパーリス汐であ

り，その対象の点では筆者が知る限り『教皇令状簿』における唯一の事例で

ある。また、プリオノレグとは一般に修道参事会長であるが，アイルランドで

はこの事例のように在俗参事会聖堂の参事会長を意味することもある。いず

れにせよ教皇留保は，在俗参事会聖堂にまで及んだことが知られる。

イングランドでは，上記の通り検出件数が、マーヨ 1レ'の 1件だけに留

まった。それは何を意味するか。また、プリーンキパーリスグ関係では，ア

イルランドのやはり 1件だけに留まった。何故か。『教皇令状簿』だけから

は，その疑問が解けない。

教皇留保には、specialreservation"と、generalreservation"とがあ

り，上記一連の事例はすべて後者すなわち包括的留保である。、マーヨノレ'

、コンウェントゥアーリスグ、プリーンキパーリスグは，いずれも包括的留保

に当って対象を限定するために用いられたといえよう。、マーヨルグを留保

の対象とすれば，逆にヲドマーヨルグが対象から除外される。

引用[4 J・[5 Jではそれぞれ司教補佐職・聖歌隊主管職について，それ

らの大半が、非マーヨJレグであることを指摘した。、ミノJレグでないのは何

故か。ヲドマーヨル'という文言は，おそらく、マーヨル。に対する教皇留
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保を想定してその対象外であることを言明したものであろう。

ここで前節と本節との関連の一端に触れておこう。前節では，司牧聖職禄

なるものの事例を検証した。聖堂区関係の聖職禄として，聖堂区司祭職とそ

の恒常的代行者職とがそれである。しかし本節の冒頭で指摘の通り，司牧聖

職禄は聖堂区関係だけに留まらない。

本節では司教座における在俗参事会長職・司教補佐職・聖歌隊主管職のほ

かに，やはり司教座の修道参事会長職を検討した。また在俗参事会聖堂や修

道参事会聖堂についても，それぞれの参事会長職について検証した。それぞ

れの検証の過程では司牧・非司牧の区別に言及しなかったが，注の一部を別

として9)本文での引用はすべて司牧聖職禄であった。司牧聖職禄が聖堂区関

係だけに留まらないというのは，これら一連の例示によって明らかであろ

う。また在俗聖職者だけに留まらず，.修道会聖職者においても参事会長職は

大半が司牧聖職禄であった。

8 )非司牧の事例は，注2)の①②，注 4)の③④，注5)の④，注6)の③。

× × × × × 

本節の主要な課題は形容詞、マーヨルグと、プリーンキパーリスグとであ

り，両者の意味を具体的な事例にそくして検討することで、あった。しかし後

半では名詞、プリオlレ'の形容詞として，さらに、クラウストラーリスグと

、コンウェントゥアーリス汐との 2語にも言及した。

く要約〉

O 第 1点 形容詞、マーヨルグには若干のまぎらわしい用例もある

が，ほほ排他的に司教座の、ディーグニタースグに関して用いられる。また

、ディーグニタース=マーヨル。とは，大半が司教座の参事会長職であった。

ほかにわずかながら司教補佐職を、マーヨルグとする事例もあった。

O 第 2点 司教座の参事会長職は単に在俗参事会長職だけに留まら
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ず，修道参事会をもっ司教座では修道参事会長職でもありえた。つまり司教

座では、プリオノレ職'に関しでも，同様に、マーヨルかであるという。

O 第3点 一方の形容詞、プリーンキパーリス汐にも，若干のまぎら

わしい用例がある。しかしこれも，ほほ排他的に在俗参事会聖堂の参事会長

職に関して用いられる。

O 第4点 ある、プリオlレかが、クラウストラーリス汐であるか，あ

るいは、コンウェントゥアーリスグであるかは，その、修道院。の首長が

、アノてース。であるか否かによる。プリオlレがアパースの次席であれば、ク

ラウストラーリスグと形容され，プリオル自身が首長であるところでは、コ

ンウェントゥアーリス汐であるという。

O 第 5点 引用口OJ以下では，いわゆる、教皇留保かに言及した。

地域限定的な包括的留保である。、マーヨ Jレグ、コンウェントゥアーリス'

、プリーンキパーリスグという形容詞は，いずれもこの包括的留保に当って

留保対象の類型を限定している。すなわち包括的に、マーヨlレ'が対象であ

れば，逆に Vドマーヨルグが対象から除外されることになろう。では、マー

ヨ1レグか、非マーヨル汐かの区分は，もっぱら教皇留保のためなされたもの

か。『教皇令状簿』だけでは即断しえないが，その可能性もあろう。

O 第6点 また、マーヨル'かヲドマーヨJレグかは，司教座の聖職禄

に関して関われた。、コンウェントゥアーリスかか、非コンウェントゥアー

リス'かは，プリオルを首長とする修道参事会聖堂の問題である。、プリー

ンキパーリスグか、非プリーンキパーリスグかは，在俗参事会聖堂の聖職禄

について問われた。要するにいずれの聖職禄も参事会という法人に帰属し，

しかも大半が司牧聖職禄であった。前節では聖堂区関係の司牧聖職禄とし

て，聖堂区司祭職とその代行者職とが扱われた。司牧聖職禄は，法人帰属の

聖職禄にも見られた。
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〈おわりに〉

本稿は表題に記載の通り、聖職禄汐に関する覚書であり，さらに正確にい

えば聖職禄の分類・整理に関する覚書である。では何故その分類・整理が必

要か。理由は序説〈はじめに〉で述べているので，ここでは反復しない。各

節の表題を反復しておこう。

第 1節 ある教皇令状の記載(1470年)

第 2節教皇制定法 Exsecrabi1is(1317年)

第 3節 ある教皇令状の記載(1470年):その 2一一聖堂区関係の司牧

聖職禄

第 4節 、マーヨル汐と、プリーンキパーリス汐一一参事会関係の司牧聖

職禄

聖職禄に関してどの術語がどの節で扱われたか。その点についても各節の

末尾において個条書きでく要約〉しているので，ここでは反復しない。

序説で指摘の通り，聖職禄と呼ばれるものは実態において多種多様であ

り，従って術語もまたきわめて多岐にわたる。本稿では後世の学者の術語で

はなくて，史料における術語を史料それ自体の文面から判読した。しかしあ

らためて述べるまでもなく，第4節までに扱われたものは多種多様な術語の

うちの一部に過ぎない。

第 3節・第 4節では，いずれも司牧聖職禄を扱った。司牧聖職禄とは，い

うまでもなく非司牧聖職禄の対概念である。本稿は，この非司牧聖職禄を別

稿の検証課題として残さざるをえなかった。司牧聖職禄と同様に，非司牧の

聖職禄も多種多様で、ある。

残された課題はほかにもある。いわゆる D・P・A・Oの定型表現がそれ

であり，これらの語義については本稿で一応の所見を述べざるをえない。し

かしその所見は，ある意図からして以下の[付録]に譲り，表題の、覚書汐

それ自体はこれまでに留めたい。
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聖職様の分類一一一「敷金法事典J の記述から

この[付録]ではやはり親職禄に関する錆語の分類・整環に関して，

までに下記の r教会法事典sの記述そ概観しておこう O

R. N az (dir. par)， 

Dic抑制airede droit canonique， (Paris， 1935-65)， 7 tomes. 

これは全7巻に及び，第 2畿に (BENEFICESECCL立SIASTIQUES)

の項闘がある。しかもその噴躍は遥常の研究書に換算すればおそらく 600

において畿に独立の単行本に類さきする。なお第2巻は 1937

年に官行され，ほぽ半世紀を過ぎているが，大まかな分類を知るためにはと

りたてて支障がなかろう。

以下この大項目の第l輩、LEREGIME DEDROIT COMMUN， DES 

ORIGINES AU CONCORDAT DE VIENNE (1448)"から第 3館

、DIVISIONDES B立NEFICES"にそくして襲職禄を分類する。なおこの

I掌の執筆資者は， Guil1aume Mollatである九

1)そうPはLιspapes d'Aむなon，(1921)の事豪華雪として知られτいる。

s1 強職禄に関するモラの分類

(1)襲職禄の 2大系苑思分 (Lesdeux c1asses principale心

A seculiers (saecularia) 

在能翠鞍禄:占有者は在務聖職者であって，修遊撃麗者つまり修道士

でない。

B r話guliers(regularia) 

f彦選会襲戦禄:占有者は原慰として修道警察鱗者でなくてはならない。

賠司牧義務(Iesoin des ames / cura anirnarum)の有無による底分

(在絡盤戦譲・修遊会聖職擦の双方に及ぶ〉

C simples (simplic必:幻on似沼紛
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、一頭的聖職禄/f 司牧義務を伴わない九

a) mere simpHεia b) servit01匂

例示:canonicats， prebendes， chapellenies， prestimonies 

D doubles (duplicia: curata) 

、二面的襲職隷/f 苛牧義務を伴う。

c) beneficia curata ou cum cura 

d) dignites (digηitates) 

e) offices 句界cia)

f) personnats (personatus) 

これら合うちでd)・e)・f)は本橋の主芸養護来語に係わるので，あらた

めてS2で解説する九

2) “Paロniles benefices simples， 1桂昌 uns，seul岩治主ntgr日V語sde la r語citationd日

prieres， etaient r匂utさS 狩1eresi押tplicia;1己sautres . servitoria， parce qu'ils inpli. 

quaient la celめT註tiond母 messes，la participation au chant決sheures， l'accom-

plissement de certains servic総， la d在ss位rt日 d'unechapelle ou d'un autelア前

者は‘純粋にー阪のか襲戦後であり，単に、祈りの童書鶏。の義務しか食わないのに対し

て，後者はミサや定善寺採など礼拝金誌や祭壇における‘セルウィティウムダの義務を帯びて

いるという。要するに穣著書の範囲による区分であろう Q

3 )“C設n_ 1411. Ben告ficia 記cc1esiastica dicuntur: . . . .‘ 3" Duplicia seu 

resid閥 均lia，vel simjうlicia seu non residentialia， prout， praet母r officium 

b日neficiale，adn桂文amhab在日t，vel minus， obligationem r日sid邑ぉdi;...... "一一… WiJト

リック教会法興一…緩和対訳 (Jレイジ=チヴイスカ訳)J(有斐閣， 1962)， 520 j'!f以下。

訳者チヴイスカ教授は，シムプリ:fア・ドゥブリキアに、単一教会禄秒、二盤教会総'と

いう訳諮を充てている。この訳語では，対概念としての両者の関係が読み取れない。

(3) 修道会理職禄の区分

E も一面的基堅職議汐{器imples)

g) prieures non conventuels 

h) monachats 

i) canonicats possedes par des chanoines 同郡liers
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これらのうち g) については， Fのk)との関連で説明する。 h)はベ

ネディクト修道会系の修道士の身分を意味するが，それが、一面的聖職

禄'であることについては，特別の説明がない。 i)の、canonicatus"

とは、canonicus"の身分つまり参事会員の身分であり，一般には在俗参

事会員の身分を意味する。しかし修道会聖職者にも、canonicus regular-

isAYがいて，いわゆる、律修参事会汐を構成する。その律修参事会員職も

また、一面的聖職禄。という。逆にいえば，律修参事会員は、カノニク

スグと呼ばれる点において在俗参事会員と共通している。しかしその職が

、一面的聖職禄グである点では， h) の修道士と共通している。

F 、二面的聖職禄"(doubles) 

j) abbayes 

k) prieures conventuels 

1) offices claustraux 

これらは本稿の主題に係わるので， S 3であらためて解説する。

G いわゆる、マヌアーリア川)

4 )“Les benefices reguliers appeles manualia --obediences， celles ou prieures 

-一一portaient c巴tte qualification parce qu'ils dem巴uraient sous la main des 

superieurs qui conservaient la facult吾 derevoquer ad nutUl勿 le titulaires." 

字義通りにいえば、手元の聖戦禄かであろう。これらは、上長者の手元に留め置かれ，上

長者はその占有者から‘任意に'権原を撤回しうるかという。具体的には，まず修道院内の

、obedientia"すなわち各種の役職分担者の職務があげられ，ほかに例示として、cella"

および、prioratus"に言及されている。修道院内のケラつまり独房の占有権はともかく

として，修道参事会長職もまたマヌアーリアでありうるという。要するにマヌアーリアと

は、上長者。との権原関係に関する用語であって，職階の上下や職種別とは無関係である

というべきか。チヴイスカ教授によれば，前出『コーデクス・ 1917~ の第 1411 条第 4 項

は、「手交的教会禄」中，撤回を可能として授与されるものは，一時的」すなわち「有

期」の教会禄，永久的に授与されるものは，永久的」すなわち「終身」教会禄'となっ

ている。マヌアーリアには、手交的聖職禄'という訳語を充てているが，以下は拙訳であ

る。、聖職禄は撤回可能の条件で授与されるか，あるいは恒久的に授与されるかに応じて，

一方は手元留保聖職禄・暫定的聖職禄・回収可能聖職禄と呼ばれ，他方は恒久的聖職禄・

回収不可能聖職禄と呼ばれるJ理解の相違は訳語だげに留まらず，内容にも及んでいる。
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“40 

Mannualia， temporaria s巴uamovibilia， vel peψetua seu inamovibilia， prout con-

feruntur revocabiliter vel in perpetuum;" 前出「カトリック教会法典』同頁。

(4) 教会法学者 (canonistes) による区分(二分法)

Em)aecth(elective) 

n) collatifs (collative) 

候補者の人選が選挙によるか，あるいは司教などしかるべき任命権者

からの任命によるかの相違を示す。『教皇令状簿』では、elective"で

あるか否か，すなわち選挙対象であるか否かの区分がなされ、col-

lative" と書かれることがない。

[ : ~ :~:~:: ~:~::~ ou c州 storiaux
P) mineurs (minor) ou non-consistoriaux 

要するに、マーヨルグかワドマーヨノレかかの区分であり，それについ

ては第 4節で詳述した。、マーヨノレ'であれば教皇諮問会議で枢機卿に

告知されるが，他方はその対象にならないという。しかし『教皇令状

簿』では，上記の通り、マーヨJレ汐か、非マーヨルグかの区別がなされ

、ミノJレ。という文言は見当らない。

[~~ ~::~a~蜘 (c岬α似勿 ou 仰ρα例ia)
r) incompatibles (仇comραtibili，α)

両立すなわち兼任が可能か不可能か，この二分法についてはすでに第

2節で詳細に述べた。

[ :  ~ ~~~~肘
t) libres (non-affectes) 

仁u川)話巾耐si蜘i

v) nonト-rεsidentiels

5 )“Les canonistes distinguaient ...... 1巴slibres des afJもct，ゐ (dontlepap巴

avait dispos邑 dequelque facon ou que les canons， une d邑cisionconciliaire， une 

coutume， un titre de fondation destinaient a un c1erc rev色tude certains caract色r-

es); ここで、影響されるかとは，教皇の裁量権や公会議決定・慣習に影響される

-148 



中世後期イギリスの革連職禄に関ずる覚書

か否か，あるいは聖戦篠創設者の権原の影響下にあるか否かの相追撃を芝公す。

6)占有著者に現地定伎の畿務を課するか否かの籾途を示す。

S 2 いわゆる、二二密約聖職棟。についてーーモラの解説

まず聖職禄が、一面的'あるいは、ニ酉的'であるというのは，どのよう

な意味か。ぞれを知る手がかりは，前出『コーデクス・ 1917JJの第 1411条

3項にある。その第3嘆によれば、聖職襟に固有の職務のほかに定住義務

を帯びるか否かグが問題である九すなわちまず‘ニ衛的'とは，その毅務

遂行義務と定住義務との双方在意味し，後者を欠くときは義務が、一商的'

になる。それに対してモラにおいては，定生義務ではなくて碍牧義務が問わ

れた。なお rコーデクス・ 1917.1では上記の窮3項で一部的・二麗能的剥が

開われ，南牧・非蒔牧には55Uqこ第 S項が充てられている九要するにかつて

の司牧義務に対して，後には定住義務が関われている。

7)“adnexa obligatio residendi"前出注3)。

8) “5" Curata vel 露。n curata， prout curam 品川marumadnex吾m habent vel 

non." 

以下、ニ面的聖職探'のそれぞれについて， ラの解説を読もう G

c) benefic必 curataou cum cura: eglises paroissiales 

司牧聖職議; なわち基聖堂区司祭職がそれであり，

しては次の 3点をあザている。

(1) le soin des ames 室長魂の救済

(2) la distribution des sacrements 秘跡の授与

鈎 la juridiction penitentielle 海綾の識治

d) d:伊~itates: archidiacre話， doyens， prevδts 

と

イーグニタース:司教補註・海教窪参事会長・在格参事会長などの投騒

が斜示されており，その特色としては次の 2点、をあげているc

(1) juridiction 裁治権

(2) preseance よ結権9)
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e) officia: sacriste， chantre， capiscol， sacristain， etc. 

オフィキウム:袈器異室係四1・盟歌隊主管11)・司教牒学校長lめなどの役職

が例示され，ディーグニグ」スとお相違点としては譲治援をもたないことが

れている。上席擢には触れていないが，次おペルソーナートゥスとの

対比において上席議も欠いているといえないか。なおこれらはあくまでも例

示で、あった，オブイキウムのすべてではない。

f)ρersonat;国

異体的な役職の鰐示がなく，ディーグニダースとの相違点、としては，上賠

権そもつが譲治壌をもたないという問。オフィ;:fゥムは，議案治権・上賭曜の

双方を欠いているということであろう。

9 ) “DIGNIT AS， in Ecclesi誌はたisbεneficiis， dicitur， quando benficium habet 

administrationem rerum Ecclesia紋icarum cum ju出 dictione;vel ex eo， q羽od

h設b思tnomen dignitatis cum praerogativa in Choro君tCapitulo"一一-DuCang'白，op. 

cit.， sub nomine. 上席機とは，襲警主義ま席および券事会会議室をにおいて上席殺事受す

る特後であろうの

10)前出『トレゾル』では "sacristain"の頃尽で、sacriste"に言雪及さきれ，後後はフ

ランス西部に特有であるという。

11)“CHANTRE: Dignitaire qui r，記mplil'office de maitre de choeur・， qui enton. 

ne et pr，草sideau chant dans un monast色reou l総合言glisε 一一Tresor. この記

載の送りであれば察署主塁家主管であるが，主主13)ではこれをぺYレソーナートゥスとしている。

12)“CAPISCOL: Membre d'un chapitr，ふ chargede la direction d'un母 ecole

cath制rale.Synon.吾colatre.Doyeぉ dechapitre."一一… Tresor. この記載の遜り

であれば，司教座塁審善事会長毅もオブィキウムになりうる。ディーグニタースとしての議参事

会長職との関係はどのように説明されるか。

13)① 

capがitぬ設iぬ0."一一…DuCarロ1ge，0ψ安w 乙αd才u人咋 $乱剖ubnominロ巴.@“PERSONATUSi立 Mo録証steriis

dicuntur Dignitatω， Decani scilicet， Thesaurarii， Cantoris， etc. qu丘salibi Officia 

claustralia voc器対グー- Ibid.， loc. cit. まず也ではペルソーっ?について，主主的

のディ…グニタースと共通の指織がなされている。聖歌隊結および参事会会議室における

特権がそれである。③では修道援のぺJレソーナ…トゥスとじて，参事会長・財務主管・頭回

数隊主管が例示されている。ここではとりるえず，その事5慢を緩認するだけに留めよう。
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教皇令状の定型表現D・P・A・Oのうちで，モラは D・P・Oの3語に

ついてこのように説明している。しかも彼は、二面的聖職禄汐の解説の末尾

で，次の事実に注意を喚起している。、現実にそくしていえば，上記の区別

は厳密に守られることなし慣習の相違は極端にまで及ぶ、ことがあった。あ

る地方のディーグニタースは，ところ変わればオフィキウムと見なされ，ま

た逆のばあいもあった。かこれはおそらく単にディーグニタースやオフィキ

ウムだけに留まらず，当時のすべての術語に共通の事態であろう。

S 3 修道会聖職禄における、二面的聖職禄。について一一モラの解説

上記(3)、修道会聖職禄の区分かにおいては， E、一面的聖職禄汐と F、二

面的聖職禄。とについてそれぞれ例示があった。ここでは，後者を中心にモ

ラの解説を読んでおこう。 Fには，次の 3事例がこの順序で列挙されてい

た。なおこの順序は，修道会における職階の序列に一致している。

j) abbayes 修道院長職

これについては，ここでとりたてて補足することがない。

k) prieures conventuels 修道参事会長職

事典は、prior"の職つまり、priotatus"について，それが

、conventualisグであるか否かを問題にしている。そのいずれであるかに

よって，二面的か一面的かに区分されるという。その意味はまさに

、conventualisグの語義にかかっており，詳細は第4節で説明した。

1) offices claustraux 修道院内の各種の役職

これには例示がなく詳細は不明であるが，これもまた二面的聖職禄であり

司牧聖職禄であるという。その意味は，修道院内の各種役職のうちで，修道

院長職・修道参事会長職のほかにも司牧聖職禄がありうるというだけのこと

か。なお、claustralis"の語義についても，第 4節で説明した。

× × × × × 

本節では前出『教会法事典』の大項目、聖職禄。の第 1章に注目し，その
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第 3節、聖職禄の分類'における執筆者G=モラの解説を個条書きに整理し

た。その上で筆者なりに若干の説明を補足した。ここでは，筆者自身の前稿

からある事実を指摘しておきたい。前稿とは序説《はじめに〉で述べた通

り，修道会聖職者による在俗聖職禄の占有について史料所見を集約したもの

である。

聖職禄に関するモラの分類は， S 1の(1)に記載の通り，在俗聖職禄と修道

会聖職禄との 2大系列の区分から始まっている。しかもその区分は，占有者

が在俗聖職者・修道会聖職者のいずれであるか，結局のところ占有者の系列

区分に立脚していた。要するにそれは聖職禄自体の区分というよりも，占有

者に関する区分でしかなかった。

この区分からすれば，修道会聖職者に対する在俗聖職禄の占有認可とは異

系列への目的外流用にほかならない。しかしそれは違法でも例外でもなかっ

た。認可はほかならぬ教皇自身の令状によるもので，また検出件数も僅少と

はいえないからである。西方教会の大分裂は， 1378年に始まっていた。異

系列流用の初出は 1395年であり，まさに大分裂の期間中である。そのこと

からすれば，この流用は修道会聖職者に対する懐柔策であったか。

いずれにせよ在俗聖職禄が修道会聖職者に占有されることで，それが修道

会聖職禄に変質したといえるか。詳細は前稿に譲り，ここでは要点だけを再

確認しておきたい。在俗聖職禄は占有主体が、個人'であり，個人占有を基

本性格としている。前稿では，修道参事会による在俗聖職禄の占有にも言及

した。しかしそれは参事会というまさに、法人かの占有であって，個人占有

ではない。 1395年初出の事例とは，修道会聖職者の個人占有であって，法

人占有ではなかった。要するに在俗聖職禄は，個人占有の基本性格を留めた

ままで異系列へ流用されたといわざるをえない。

ここであえて前稿の所見を再確認したのは，モラに対する批判のためでは

ない。事典の大項目、聖職禄かは，上記の通り情報量において独立の研究書

に相当する。しかしそれはあくまでも事典の項目であり，概括的・教科書的

であることをまぬかれない。従って異系列への流用の事例を指摘したところ

で，モラに対する批判にも反論にもなりえない。
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、ある地方のディーグニタースは， ところ変わればオフィキウムと見なさ

れ，また逆のばあいもあった。かこれは上記の通り，ほかならぬモラ自身の

指摘である。ここではその指摘に関連して，単純な事実を再確認しておきた

い。在俗聖職禄と修道会聖職禄との 2大系列は，モラによれば、les deux 

classes principales"である。あらゆる区分の根底としての区分，つまり

、第一義的区分。であろう。その、第一義的区分汐ですら，完全には貫徹さ

れていないという事実がそれで、ある。

ところでモラの解説には，これを読む側で注意すべきことがある。

[1]①“...... the deanery of the [collegiate] church of St Mary 

in the Fields， N orwich， a dignity without cure and compatible with 

any other benefice ...... (1410)"一一一Letters，VI， 208. ②“...... the 

perpetual office called the wardenship of the college of St Mary， 

Winchester， without cure ...... (1453)"一一一Letters，X， 127f. 

モラは~ 1 (2)において，いわゆるホ二面的聖職禄汐の例示として， D. P・

A・Oのうちから D・P・Oをあげていた。しかしそのことは，すべての D

やOが、二面的聖職禄'すなわち司牧聖職禄であることを意味しない。こ

の引用における D・Oは，いずれも非司牧の聖職禄つまり、一面的聖職禄汐

である。

またモラはやはり~ 1 (4)で、elective/ collative; major / minor"と

いうこ分法を述べているが，これは彼自身がいうように教会法学者の区分で

あって，教皇令状における区分は、elective / non-elective; major / 

non-majorグであった。

最後に教皇令状の定型表現D・P・A・Oのうちの Aすなわち、アドミニ

ストラーティオーグが残った。このことばについては，モラから説明がえら

れなかった。そこであらためて『教皇令状簿』の文脈から，その意味を推定

しなくてはならない。

第 2節のく要約〉第 3点で指摘の通り， Aを含む事例は『教皇令状簿』

において 1378年に初出し，それ以降に頻出する。しかしその後においても

省略の事例が少なくない。その省略が可能な理由については，後段の検討課
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題として採寵されていた。

そもそも Aとは偶者を意味するか。管轄が可能なのは何故か。その疑問に

対しては，教室令状の文聞から蔵裁の説明受発見しえなかった。次の引用

は，その解答者ぞ推定させるものとしてまさに唯…の令状である。

[2J “(1) To Lewis [Louis de Luxembour剖， archbishop of Rouen 

[France]，ρεφetual administrator in spirituals and temporals of the 

[cathedral] church of Ely. (2) Grant in commendam for life， to be 

held with his said church of Rouen， of the said Beneclictine church 

of Ely， void by the death of Phi1ip [MorganJ during whose life it 

W削 speciallyreserved by the p問 sentpope.(3) Before taking pos-

session of the administration he is to take the usual oath of fealty 

to the bishops of Lisieux. and Meaux， or one of出em(1347)"一一一
Letters， VIII， 625f. 

この令状はルーアン大司教ノレイに宛てたものであり，ルイはイ…リ弓教座"

の撃的権限および搭的構限の双方に関して守設常的アドミニストラ…トlレか

であるという館。ここであえて、慎常的'というのは，ほかに Vド憤常的'

なAの存在を示駿する。そもそも Aなるものは，本来的にワド恒常的汐で

あろうか。

第(2)壊は令挟むたであり，ルイはJレーアン大宅教室長とともにイーリ

占有を認可された。司教座とは原則として兼在不可能であり，とれはま

さに異例である。しかも市有期隠は経身であり，まさに蝦予言的である。占有

の名目は、受託占有かであった。斜体学の文言がそれである。イーリ

は喜吉笹者フィリプの死亡よってき芝席になっており，ブィリプの金存中か

教患によって留課されていた。第4欝では包括的皆保に鮭れたが，これは l

件だけの催期穏保である(泊。

第(3)項の‘アドミニストラーティオーかとは，上記の、アドミニストラー

トJv"の職で遣うろう o )レイは A識の点脊に先だって 2名の司教の双方あ

るいは…方に対して誠実護憲撃を指示された。それは、通常の驚誓汐であっ

て，正規の司教と変わるところがない(説。

第(2)項の‘incommendam"すなわちホ受託占有'の文言に故隠さきれた
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い。ある聖職禄において占有者が欠員のときに，別の聖職禄の占有者が委託

を受けたという名目でそれを占有することがある。、受託占有'とはそのこ

とである。ルイは、通常の宣誓'によって事実上の司教職を取得するが，そ

の名目は、受託占有。であった。従って、アドミニストラーティオーグと

は，端的にいえば、受託占有者職汐であり，あるいは、受託管理者職'であ

ろう。

[ 3 ]“J ohn XXIII. ordered to be granted in commendam for life 

to J ohn Bared， an Augustinian canon of St Thomas the Martyr's by 

Buttevant [Bally Beg] in the diocese of Cloyn， the administration 

called the provostship， a dignity， of the church of Killala [Ireland]， 

void because ...... (1432)"一一Letters，VIII， 353f. 

この事例ではキララ司教座のプラエポシトゥス職が、アドミニストラー

ティオ"であり，名目はやはり、受託占有汐である。

[ 4 ]“To Bertrand， cardinal of St Mary's in Aquiro. Commission 

to administer the canonry of Glasgow [Scotland]， and prebend of 

Scottow [ScotouJ， and other benefices held by John [Sandale]on his 

promotion to the see of Winchester (1317)"一一一Letters，II， 150. / 

“[To the same.] Commission to administer the church of Wim-

bledon， held by John on his promotion to the see of Winchester， 

notwithstanding that he has other benfices， and among them the 

administration of the canonry and prebend of Scotou in Glasgow 

(1317)"一一Ibid.，loc.cit. 

この令状には、受託占有。の文言がない。しかし上記の事例から類推すれ

ば，これもやはり、受託占有かであろう。

要するに、アドミニストラーティオー'とは，それ自体が特定の役職を意

味するものではない。ノレーアン大司教lレイはイーリ司教職の受託管理者であ

り，パリ=ペグの修道参事会員ジョンはキララ司教座のプラエポシトゥス職

を受託管理した。枢機卿ベルトランドはグラースゴウの司教座参事会員職の

ほかに，ウィンブノレドンの聖堂区司祭職の管理を委任された。受託管理であ

ろう。

教皇令状の定型表現D・P・A・Oは， Dあるいは Pを正規の資格で占有
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するか，またそれを、受託占有。の名目で占有するか，さらに Oを占有す

るかということであろう。

[ 5 ] “・ー… on the voidance of the wardenship， an office called 

the mastership of the collegiate church of Mamcestre [Manchester] 

in the diocese of Coventry and Lichfield ...... nevertheless the said 

John [Booth] bishop of Exeter， alleging that the said wardenship 

had not become void ...... and that he had been able and was able 

by papal indult to retain it in commendam together with the said 

church of Exeter ...... (1466)"一一一Letters，XII， 244f. 

マンチェスタの在俗参事会聖堂の参事会長職は，この令状によれば、オ

フィキウムグである。エクセタ司教ジョンは，司教昇進以後にもこの参事会

長職の占有権を主張した。名目は、受託占有かである。この令状には，なる

ほど、アドミニストラーティオー汐の文言がない。しかしこれは，実態にお

いて、アドミニストラーティオーグの主張であろう。

この解釈が正しいとすれば， Aの省略の理由もそこから判明する。 D・

P・A・Oという定型表現は， D・P・Oを正規の資格で管理するか，あるい

は受託管理者として管理するか，そのいずれのばあいをも想定したものであ

ろう。

この[付録]は，教皇令状における、アドミニストラーティオーかの語義

の検証をもって終わる。欧米の研究者にとって，この程度の術語の意味はあ

えて検証するまでもなく自明であったということか。しかし筆者にとって

は，今後の作業のために他の多種多様な術語とともに、アドミニストラー

ティオーかについても検証が不可欠であった凶。

14) Cf. John Burke (ed.)， ]owitt's Dictionary 01 English Laω，2nd ed.， 2 vols.， 

(London， 1977)， sub ADMINISTRA TION and COMMENDAM. この辞典には

当然のことながら，この2語が独立の項目になっている。しかし相互の関連については説

明がない。田中英夫編『英米法辞典~ (東京大学出版会， 1991年)も双方を独立の項目と

しているが，やはり相互関連の説明がない。

なお第 1節の末尾には[聖職禄関連の術語一覧]があり，本稿の検証対象
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としての主要な術語の大まかな目次を兼ねている。

以上


