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十六世紀ルーアンにおける総行列

永

井

敦

富を蓄え︑都市行政に携わるようになった都市民は︑自分たちに固有

響力が大きく︑いわば新興勢力である都市民が自らの祝祭とすること

の祝祭を求めるようになった︒これに対して︑従来祝祭には教会の影

アナール学派を始めとするフランス社会史が祝祭をテーマに取り上

ができたのは︑教会の典礼としての儀式が設定されていなかったカー

はじめに
げて以来︑すでに二十年以上が経過している︒なかでも注目されたの

されている都市生活の様相を︑瞬間的に表すものであると意味づけら

活動に注目し︑こうした祝祭が︑フランドルにおいては都市の間で祝

おける執行役としての若者結社や︑それを援助していた都市助役衆の

ニヴァルだったと言う︒グランベールはそのうえで︑カーニヴァルに

れ︑マルティーヌ・グランベール︑イヴーーマリ・ベルセ︑エマニュエ

祭を執行する結社どうしが交流する︑文化的︑﹁外交的﹂︑経済的な役

は︑都市の祝祭であった︒一九七〇年代に︑都市の祝祭は︑普段は隠

ル・ルーーロワロラデュリが︑カーニヴァルやカーニヴァル的な祝祭に

割を果たしたと主張する︒ベルナレル・シュヴァリエはさらに︑カー

ハ り

表すものであり︑都市当局がこれを指導し︑都市当局にとっての名誉
ヨレ
を表すものとしたと述べている︒

ニヴァルを含めた﹁都市祝祭︵観39＜δ話ごが︑都市民の一体感を

注目した︒

カーニヴァルについて︑近世の知識人はその異教性や放縦の面を非
難し︑ミハイール・パフチ！ンやヴィクター・ターナーは日常の上下
け

秩序が逆転する場と捉えた︒事例研究に基づいて明らかになった︑十

ロワーーラデュリは︑一五八○年のロマンの

カーニヴァルを取り上げて︑祝祭に乗じて虐殺が起こったという事件

一方エマニュエル・ル

れ少なかれ都市当局なり︑そのほかの機関の公認を受けたものであっ

に注目した︒その研究書には︑都市民がカーニヴァルで一体感を獲得

六世紀におけるフランスやフランドルの都市のカーニヴァルは︑多か

た︒マルテイーヌ・グランベールによれば︑都市が発展するにつれて︑
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中心とする手工業者や農民のグループを抑え込み︑しかも事後の裁判

に︑治安判事を中心とする都市の上層民のグループが︑毛織物親方を

る︒ル目ロワーーラデュリによれば︑このカーニヴァル事件は最終的

暴力的な象徴儀礼が︑実際の暴力に発展した状況が描き出されてい

て複数の祝祭団体に分裂し︑カーニヴァルのパレードなどに現われた

したというよりも︑都市民の社会的結合関係︑特に信心会組織を通し

り︑教会組織の拠点であると同時に︑そこには都市全体や︑それより

の変化と無関係ではないだろう︒都市は商業や手工業の中心地であ

都市の祝祭が変化した背景は︑文化の変化とも関係した都市の機能

化させたとしている︒しかし都市自治権と祝祭の消長をめぐる︑具体
な
的な検討はなされていない︒

失われ︑王権の都市に対する影響力が大きくなったことも︑祝祭を変

確立やフランス革命で︑都市自治権と︑そのほかの都市の自律機能が

の信仰心に結びつき︑出しものやパレードのなかに郷土の名誉と︑同

そのなかで都市の祝祭は︑ペルセによれば︑都市の守護聖人など土地

可能性︑民間信仰や農民の慣習に対する抑圧など︑多方面にわたる︒

ベルセの祝祭に関する研究は︑暴力や犠牲の問題︑反乱に発展する

向けた︒

市への郷土愛﹂を鍵として︑伝統的な祝祭が価値を失った過程に目を

る︑﹁都市文明の変化﹂であるとした︒一方イヴ巨マリ・ベルセは︑﹁都

ル・ミユシヤンブレッドは︑民衆の祝祭が教会などによって抑圧され

た︒この衰退過程を︑﹁エリート文化と民衆文化﹂に注目したロベー

れていたが︑十七世紀︑特に後半以降にはあまりおこなわれなくなっ

このような都市の祝祭は︑中世末期から近世初頭に盛んにおこなわ

自己規定が繰り返された時期と言えないだろうか︒この間着関心に

が盛んにおこなわれていた時期とは︑都市民の共同性の確認や都市の

自己を規定するものであるならば︑都市民の大規模な参加を呼ぶ祝祭

都市の祝祭が︑ベルセの言うように︑都市への愛着に基づき︑都市が

に手工業都市や商業都市から行政都市への変化と︑それに伴う官僚や
おけ
法曹家の増加︑王権の浸透など︑様々な変化に見舞われていた︒もし

かけては︑都市の人口増加︑都市行政の寡頭化︑産業構造の転換︑特

乱互﹂と見なされたとしている︒そのなかで中世末期から近世初頭に

えた行政的な中心地こそが︑当時の主要な都市︑﹁良き都市︵σ︒嘗①

よって防衛されていた︒ベルナール・シユヴァリエは︑自衛機能を備

関がおかれていた︒また︑当時の都市は城壁と門で囲まれ︑都市民に

広い地域を管轄する行政・財政・軍事的権限を︑国王に認められた機

ヰ

でも有利な結果をおさめることで決着した︒

業組合など都市民が所属する団体の名誉が表されるものであったとい

そって︑ノルマンデイのルーアンを舞台に十六世紀における︑都市民

都市の祝祭と都市行政に関しては︑ルーーロワ腫ラデュリによる対象

ハァ

う︒さらにベルセは︑こうした祝祭が︑近世を通じて次第におこなわ

の大規模な参加があった祝祭の変化を検討してみたい︒

基づく要素が抑圧されたことと︑上層都市民がカーニヴァルで嘲笑さ

を限定した研究を除いて︑総論的に都市自治にふれられてきた︒ま

ら

れなくなったことは︑宗教改革によって教義が確立して︑民間信仰に

れることに耐えられなくなったことだけでは説明されず︑絶対王政の
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た︑都市民が大規模に参加した祝祭としては︑カーニヴァルと国王入
一式が典型として取り上げられるものの︑都市ごとに期日の異なる︑

︵2︶近世のカーニヴァルに対する抑圧については︑ピーター・パーク﹃ヨーロッ

パの民衆文化﹄中村賢二郎／谷泰訳︑人文書院︑一九八八︵原書出版はロンド

ンで一九七八年︶第八章︒ミハイール・パフチーン﹃フランソワ・ラブレーの

作品と中世・ルネッサンスの民衆文化﹄川端香男里訳︑せりか書房︑一九八八

︵原書出版はモスクワで一九六五年︶︑ヴィクター・ターナー﹁カーニヴァル

それ以外の祝祭についての︑まとまった研究が不十分である︒本稿
は︑研究対象となる都市を一つに限定した各論として︑都市の行政と

一社会の反省作用し﹃象徴と社会﹄付録︵一九七八年の講演録︶︑梶原景昭訳︑

︵7︶O調図く函国押§ミ．

︵6︶じd岡三国息●ミ

ミ︒§§馬ミ．謹．鴇鯉織恥旦評ユω℃羅鋤ヨ臼肚8㍉り刈◎︒畳

︵5︶男︒げ①舜諸dO出岡ζご￠罵O為裳§爲特§ミ貸譜ミミミ越戚軸怨ミ恥鼠§焼ミぎ§鴨

︵4︶田圃O団ピ6ご蝋燭§ミ・

︾昏閣㊤蜜8富凶讐ρおQ︒bo堕O唱・bQQ︒ω南Q︒切．

︵3︶￠dΦ目霞島O頃岡諺國岡圃ト禽騨§謹遷ミ爲魯ぎ§軸§肇．§謹．鴇ミ魯騨臨ω℃

紀伊国屋書店︑一九八一︑三〇五−三四三頁︒

祝祭︑なかでも﹁総行列﹂と呼ばれる形式のものに関する研究を試みる︒

史料としては︑ルーアン大司教座聖堂参事会議決︑高等法院判決︑
都市参事会議決の三点を主に用いる︒祝祭に関しては事前に決定され
たものがほとんどであり︑都市参事会議決にのみ︑いくつかの祝祭に
ついて︑過去形で書かれた事後の記録がある︒したがって本稿では︑
ロ

︵8︶噂銀甲bσ団当課O↓︵①μ︶ Q職跨§織9甑ミ9霜ミ§穿尋§魯§ぎ§魯冒銭︒静

体例として︑第三章︵評＆①臨鋳冨﹄署國累潤．津︒語おロ既ωω磐80凶￠8輿9魯臓−

囲09巴①儀αqρ竈りN・概説的にはこのなかの第一章︵O︿①署δ≦9鹸①①爵︒瞬︶︑具

ひq§の8且富腎竃︒ロ6巴圃Φお︒●描OO占・同①OO．も劉国Oα山ωω︶︑第五章︵圃︒び①隣鋭

ωO寓Z田O二面︑0岩零昌三島8皿8巳曽 ヨ凶鼠︒甘巴伽q曾く①二目①昌ヨ♂偉回︒器①鵬OP
嵩◎︒ρ署．お㎝−b︒卜︒O︶を参照︒

︵9︶高等法院判決集はセーヌ訓マリティーム県文書館︵ADSM︶1Bシリー
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実際におこなわれた祝祭の記録というより︑これらの機関がもってい
ロ

た祝祭の計画を検討の対象とすることになる︒
本論は︑まず第↓章で︑ルーアンのそれぞれの機関の権限や決定事
項について述べる︒第二章からは︑ルーアンでおこなわれていた祝祭
のうち︑総行列について検討する︒第二章では総行列をおこなうかど
うかの意思決定をめぐる︑各機関の対応を︑そして第三章では総行列
に参加するにあたっての各機関の序列を取り上げることにする︒

市文書館︵ACR︶Aシリーズとしてまとめられている︒なおルーアンでは復

ズ︑聖堂参事会議決集は同文書館Gシリーズ︑都市参事会議決集は︑ルーアン

られた︒この年までの一月一日から復活祭前の土曜日までの年表記について

活祭の日曜日をもって年を改める旧表記︵鼠①受ω包①︶が一五六六年まで用い

醤魯N§︑Q黛§Q§蓋ミ§恥9蕊織§N軌鳶−N噺Q︒9評鉱ρ

は︑必要に応じて注記する︒

匿器冨重賞y肉ミ§N薦篤鴨誉蕊ミ郵8塁象①ωσ鼠㊦国ζし︒福ミ︽唱﹄瞬−b︒麿⁝鴫く①甲

O巴嵩ヨ国銭脳⑩お甲

ミ§ミミ§肉︒§黛 蕊 ﹂ b ミ 烏 9

乱﹄井上幸治監訳︑新評論︑一九八O嚇函語目餌⁝色ピ岡圃O尾ド︾ud凋團卸富

謡餌魯①馨ρお罐︵隅①慧鶏傷舞凶自①郎罵刈︒︒︶矯邦訳はイヴ腱マリ・ベルセ﹃祭りと叛
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謙

こ

ようである︒一五一〇年に彼が死ぬとその甥の枢機卿ジョルジュ・ダ

に大司教の地位にあったのはシャルル・ド・ブルボン枢機卿で︑アン

ンボワーズニ世が後を継ぎ︑一時期州総督を兼ねていた︒宗教戦争期

ルーアンは︑中世以来の自治特権を維持している都市ではなかっ

リ四二の王位継承を認めないカトリック・リーグの支持を得て︑国王

ルーアンの諸機関

た︒この点で︑自治権のある都市当局が都市の祝祭のなかで中心的な

シャルル十世を悟称した︒

ら︑都市防衛問題を取り上げたほか︑貧民救済︑施療院をもつ修道院

大司教座聖堂参事会は︑都市防衛に聖職者が参加していたことか

役割を果たしたとするグランベールやベルセの研究に︑直ちに確証や
反論を与える例とはならないかもしれない︒しかし十六世紀前半には
パリに次いで︑フランスで二位の人口を擁する重要な都市であった︒

もっていたのは都市参事会と高等法院であった︒教会もまた︑大司教

ある︒ルーアンにおかれている機関のうち︑都市行政で重要な権限を

イ府︑ヴィコント府があり︑自衛機能も備えた﹁良き都市﹂の一つで

あまり大きくなかったと考えられる︒というのも︑聖職者の職務に含

の意思決定に参加することができた︒しかし都市参事会での発言力は

によって︑都市参事会に対しては代表者を派遣することによって︑そ

高等法院に対しては︑高等法院評定官を兼任する聖堂参事会員の存在

への指導︑教会堂のなかの治安︑そして異端︵新教︶を議題にした︒

や聖堂参事会員らが都市行政に関わっていたので︑これら三者の権限

まれる貧民救済や疫病患者への対応を除いて︑特に重要な議論をおこ

ノルマンディ州の州都として︑大司教座聖堂参事会や高等法院︑バイ

領域を紹介する︒

を重視しなくなっているからである︒聖堂参事会側も︑聖職者の都市

なっていないうえ︑都市参事会がこれらの問題について︑次第に教会
︵ ︶教会

防衛への参加の免除を要求したり︑貧民救済や施療院の指導に関する

は言い難い︒例えば十六世紀初頭にルーアン大司教であった枢機卿

ルーアン高等法院は︑ノルマンデイ州の特権として中世以来あった

︵二︶高等法院

議論を次第に少なくして︑都市行政から離れていった︒

ルーアン大司教は︑多くの場合大貴族の出身で︑宮廷にいることが
レ

多かった︒十六世紀前半には︑国王からの命令を伝えるなど都市行政

ジョルジュ・ダンボワーズ一世は︑国王ルイ十二世の腹心であった︒

最高法院を起源とする︒一四九九年に常設化された後︑パリ高等法院

に対して影響力を及ぼすこともあったが︑都市行政に常に関わったと

彼はノルマンディ州総督のオルレアン公の代理として州行政にも影響

と同等の権限を認められて︑ノルマンデイの刑事・民事にわたる最高

裁判所となり︑一五一五年に名前も高等法院として機構整備された︒

力を持ち︑とりわけ一四九九年にノルマンデイに最高法院
︵騨︒臨ρ巳の胃︶が常設されたのは︑彼の功績によるところが大きかった
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の刑事・民事裁判権をもつていなかったので︑高等法院はバイイ府や

面で次第に権限領域を競合させていく︒ルーアンの都市参事会は通常

都市行政について高等法院は︑都市参事会に対して治安対策などの

の勢力拡大につながったと考えられる︒

があって︑都市参事会が有効な対応策を出せなかったことも高等法院

会構造に変化をもたらした︒また︑十六世紀後半には宗教戦争の混乱

て︑都市参事会に議題を与えたり︑都市参事会の決定をくつがえすこ

都市参事会と都市役人が︑都市当局を主に構成する︒しかしルーア

︵三︶都市当局

ヴイコント府の上級審として︑持ち込まれた訴訟を審議した結果とし

とがあった︒例えば一五〇七年にはパン屋組合が︑パンの大きさと価

ンの﹁都市当局︵δ8唇︒・α①＜襲①︶﹂は︑十四世紀後半に都市自治特

権を制限されており︑都市参事会の議長役は国王が勅任するバイイに

格に関する訴訟をヴイコント府から最高法院にまで上訴したため︑都

市参事会でヴィコント総代理官と最高法院首席院長の立ち会いのも

担われていた︒実際にはバイイ総代理官︵蔚葺Φ爵纂σq曾⑩邑9げ口匿︶

ヨい

と︑パンの規格が決定されることになった︒一五〇九年には毛織物組

や刑事代理官︵一図Φ￠け①昌ゆ口けO託霞口冨①H︶︑民事代理官︵茅葺の冨99乱︶が

都市参事会に出席している︒都市行政の責任者が国王役入であること

合の規約をめぐる毛織物業者と勢毛工の争いが最高法院に持ち込まれ
ロる

で︑ルーアンは王権の影響を受けやすかったであろう︒ルーアンがパ

た︒

また高等法院の検察官が治安に対する不安を訴えれば︑判決の形で

リと外海とを結ぶ貿易の中継地点に立地することから︑その都市当局

は国王の外交政策やパリの動向に敏感であったとも言える︒

治安対策を決定し︑バイイ府や都市参事会に︑その判決を執行させ
た︒こうして↓五﹂○年代からは︑ルーアンに治安令を出すようにな

十六世紀前半の都市参事会は市内四地区から新任者四人と留任者二

ロむロ

り

る︒その後︑一五四二年に異端書の調査を命じるなど︑新教対策にも

人︑計各六人の都市参事会員が選出される︑二十四人体制であった︒

ハリリ

積極的に介入した︒しかも都市参事会はこれにあまり抵抗しなかっ

ないと定められたものの︑都市参事会を構成する都市の名望家層が︑

官職保有者と︑王税や市税の徴税請負人は︑都市参事会員を兼任でき

構成を変化させたことが挙げられるだろう︒↓五五六年以来︑国王の

の重要な議題がある場合には︑総会︵﹀のの①ヨ三〇①σq曾ひ邑Φ︶が開かれ︑

は三年毎に改選された︒この改選や地方三部会議員の選挙︑そのほか

は︑﹁二十四人とバイイ総代理官の集会﹂などと呼ばれた︒参事会員

になってからも﹁二十四人﹂という通称は存続し︑通常の都市参事会

一五五六年から都市参事会員は全市で六人に削減されたが︑六人体制

高等法院官僚と高等法院に出入りする法曹家の家系によって占められ

数百名の都市民を召集した︒それよりも規模の小さい集会として︑高

た︒その理由としてひとつには︑高等法院の設置自体が都市参事会の

るようになる︒従来都市の中枢にあった貿易商人が︑高等法院の官職

等法院が派遣してくる二人までの代表︵OO謹︒りのゆ一声Φ︶や都市役人を加

ハお

ロ い

獲得に投資することもあった︒こうして高等法院の存在は︑都市の社

一34一

えたり︑聖職者代表︑貴族代表︑名望家ブルジョワを数名から数十名
召集する場合がある︒

都市参事会の議題としては︑都市の手工業と商業の安定︑治安・衛
生対策︑都市防衛︑そして︑税や国王への援助金などの財政問題があ

中世以来︑免税特権を授与された弩隊︑通称﹁五十人隊︵Ω召仁窪琶器︶﹂
ロけ

がある︒一五五〇年には三百人の火縄銃隊が同様の特権を得たが︑後

に百人に削減された︒これらの隊長の選出もまた︑都市参事会に記録

については︑中世以来国王が直接同業組合に勅許を出しており︑その

に述べたように次第に高等法院の影響力が大きくなる︒商業や手工業

後退と高等法院の権限領域拡大という二つの大きな変化が見られる︒

には教会の後退と世俗機関の影響力拡大︑もうひとつには都市当局の

以上見てきたように︑十六世紀のルーアンの都市行政には︑ひとつ

された︒

場合にはバイイかヴイコントが組合幹事の宣誓を受けて監督していた

司法や徴税の分野では︑国王が都市に要求する財政負担を増大させた

る︒このうちで︑大市を除く産業の統制と︑治安・衛生対策には︑前

ので︑高等法院の介入に対して都市参事会からの反発が出にくかった

り︑新しい機関を設置したり整備するなどの変化も生じている︒

の

席したときであった︵＞O閑濤ρド郎旨①房器8b︒認︶︒翌年には高等法院独自の治

＝年十﹁月十四日に︑ペスト対策を議題とする集会に高等法院評定官らが出

︵5︶都市参事会に︑最初に高等法院から治安令に関して提案があったのは︑︸五

︵4︶︾O圃露︒冨巨鐸ω固給−同q㎝温︒．ω①讐Φ巳酵Φ回㎝8陰

︵3︶︾O園とρ略Φ巨蚕ω緯−①αbO簿b︒鼻§凶蹟Oメ

ωq囲Φ︶旧冷霞管①葛O①属冒坤昌ば⑩ρ

︵2︶＞O圏︾ρ融巨冨房NG︒ω−b︒ω♪Q︒甘ヨ竃ミ⁝融巳固冨けωb︒濾−N霧恥O営鍵ω憲ΦQ︒︵︿δ受

の要求を伝えた︵︾O師︾同刈℃融に臨一〇けω困Φ鼻lboO①︶︒

枢機卿は︑三十日に市庁舎を訪問し︑国王の戦費への補助として十万リーヴル

︵1︶一五五七年八月二十六日にルーアンに入市式をおこなった大司教のブルボン

註

かもしれない︒逆に都市参事会では︑一五二八年に国王から要求され
た国王の身代金への補助と︑三六年以降イタリア戦争終結まで国王か
ら要求される戦費への補助のため︑議題が財政問題に偏っていく︒
都市防衛組織への規制や都市城壁の修復などは︑十六世紀を通して
都市参事会が大きな指導力を維持した問題であった︒ルーアンの市城
内は四つの地区︵ρ￠o再お憎︶に分割されており︑地区はもともとこれら
けロ

の門の守衛と夜警を担当する都市防衛の単位であったと同時に︑都市

参事会員の選挙単位であり︑都市参事会が各地区につき何人かの代表
を臨時召集する場合の単位ともなった︒地区長︵ρ信P憎げ①Hζ①門︶は都市参

事会員と同じく三年毎に改選される︒
地区ごとに部隊長︵oo讐富ぎ㊦︶をおいた都市防衛機構は︑︸五六二

︵7︶︾O圃濤認①蝕醇ω遷−βど畔豆島観①．

︵6︶︾OQo冨田鼻︒︒ρ①ヨ臥覇島・

安令を出したとされる︵＞O圃﹀同O℃哺①質帥撮①けooNoo①一Nco刈℃QoO昌Oく①邑Pげ円①岬切同bo︶︒

よる新体制として確立され︑以後︑都市参事会の議題として部隊長の

︵8︶高等法院官僚の出自や階層形成については︑二二§O潤三二罫恥攣§§§

年にユグノーによる制圧期間が終わった後︑カトリック都市民のみに

選出がおこなわれる︒これ以外の都市防衛団体として︑ルーアンには

ロレ
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駄騎︑こミ§画ミきミ翻騨憲鴨§鵡§ミ鷺肋魚ミ恥隷誉§§咋ミ肉§§丸亀℃高融食
噂甑昌88P℃鳳昌88昌d昌胃障①︒りP同OQ︒O・

︵9︶︾O切︾甲N措鼠滞誘認−刈9朝嘗滞島韻⑤ この寡頭化のいきさつは不明であり︑

特に反発があった形跡もない︒
︵10︶国王が手工業組合に対して承認した規約については︑Oげ壁ΦωOご國Z−ピ︾OO回〆

鰹§ミ§ω§禽§s88愚︒器翫︒蕊駄蒔蔚ミ§黙§鳴ミ跨8慧§︒・ミ愈⑲霧8魯h魯
ら愚§貯§ミ冬鳩§§概欝閃︒謬①Pび①oo冒辞ρ國Q︒切Oに紹介されている︒

︵11︶ド9凶魯蜀①融O図ドQ︒函U閃葡︒§蕊無駐陶ミ§§蹄§欝§切§冷§ミ職ぎN亀や
置ミ師︒器P国仙筐§ω曾℃．簿Zo聴ヨき伍も﹄b︒●ルーアンの市門としてはほかに

セーヌに架かる橋門と︑河に面したいくつかの門がある︒

一五五八年十一月二十七日の都市参事会の議決に︑火縄銃隊が国王から一五

︵12︶︾O閃︾同Q︒℃冷巨竃房鵠幽①﹁頴−bの同ぎ誌目耳①蹟①b︒●

︵13︶

フランスによるイングランドからのノルマンディ奪回を記念する︶︒

③ルーアン回復記念行列︵十月二十六日︑一五六二年にユグノーが

ルーアンを制圧した後︑再びフランス王権のもとに復帰したこと
を記念する︶︒

・不定期におこなわれるもの

④国王︑州総督︑大司教の入王式︒

⑤国王の葬儀︑戴冠や結婚︑王太子誕生に当たっての祝い︒

⑥国王軍の戦勝︑和平成立に当たっての祝い︒

⑦天候不順︑疫病流行︑戦乱などに際しての祈願︑宗教行列︒

⑧三一宥︵言竃①︶期間の宗教行列や祈薦︒

⑨バイイによる武装都市民の観閲式︵日︒艮邑︒

以上の祝祭について︑聖堂参事会は①から⑧までのすべてについ

て︑最も頻繁に指示を出している︒高等法院は①についてはカーニ

市参事会は④から⑨について議決でふれている場合がある︒国王は④

①キリスト教の特定の祝日におこなわれる信心会の集会︑宗教行列

が示された︒ここで注目したいのは︑国王の関心事をきっかけとする

列︵寓08隆8ωαq曾0邑Φ︒︒︶︑祝火︵け黄α①§①︶などの具体的な方法

R6一

一一

五〇年十月に勅許を得たと記録されている︵︾O圃﹀同刈℃︷①d臥一一①けωNω園−NωN︶︒

麹s列の催行決定の過程
jルーアンにおける都市祝祭

領域を持っていたのかをこれから検討する︒まず聖堂参事会︑高等法

の国王入藤蔓を指示するほか︑⑤から⑦のきっかけになるような勅書

ヴァルと昇天祭︑そして③から⑦に関して判決を出す場合があり︑都

院︑都市参事会が許可したり︑議決や判決のなかで言及した祝祭は︑

時Φαq88︒・即Oδ信︶﹂

をルーアンのいずれかの機関に送った︒その勅書に祝祭の指示が盛り

込まれている場合には︑﹁神に感謝を捧げる︵冨

など︒

祝祭の多さである︒国王入市式とならんで︑国王が不在であっても︑

という漠然とした命令があったり︑祈藩︵層は酵①ωΦけ︒尉巴︒・8の︶︑総行

②ノルマンデイ回復記念行列︵八月十二日︑百年戦争終結直前の︑

・定期的におこなわれるもの

次のとおりである︒

以上の機関が︑祝祭をめぐってどのように活動し︑どのような権限

（皿

国王に関する祝賀や祈願をきっかけに︑教会で頗歌﹁テ・デウム﹂を
歌ったり︑総行列などをおこなったりした︒

祝祭の形式としては︑パレードが好まれた︒宗教行列やノルマン

け

重している︒

︵二︶総行列の圏的

会でテ・デゥムを歌う場合にも︑大聖堂ヘテ・デウムを歌いに行く都

に入った︒祝賀や祈願も行列︵b腎OOΦも︒も︒一〇⇔︶という形で表された︒教

に行き︑国王や宮廷貴族とともに︑パレードで市門をくぐって大聖堂

聖職者や官僚︑有力な都市民が隊列を組んで︑国王を市外まで出迎え

主流だったために︑これまでの祝祭研究のなかではあまり触れられて

堂の大鐘を鳴らしていた︒総行列は宗教的なものであるという見方が

おこなわれた︒聖遺物や聖体を持ち歩くことも多く︑行列の間は大聖

たは到着地点で︑しばしばミサや説教︵b融蝕8口8またはω①菖︒口︶が

点とし︑行き先として必ず修道院や教会が指定された︒出発前に︑ま

総行列は︑もともと宗教行事であったと考えられる︒大聖堂を出発

市役人たちは︑市庁舎から隊列を組んで出かけた︒このなかで﹁総行

こなかった︒わずかに総行列と国王入市式のパレードの共通性に注目

デイまたはルーアン回復記念行列はもちろんのこと︑国王入市式では

列﹂という形式は︑②と③︑⑤から⑦の場合に広く用いられ︑多くの

した研究や︑国王に関する情報を都市民に周知する機会として総行列

保とうとしている︒また聖堂参事会が祝祭を指示する際に︑その目的

よるミサや説教のある祝祭を指示することによって︑祝祭の宗教性を

の宣誓などが式次第に組み入れられていた︒聖堂参事会は︑聖職者に

多いうえ︑国王や州総督の入市式にも聖職者が参加したり︑大聖堂で

祝祭に関する聖堂参事会の議決の件数が︑世俗の機関よりも際だって

神的な権威を十分に維持していたと言える︒なぜなら宗教行列などの

教会は︑祝祭を指示するに当たって大きな役割を果たしており︑精

書及されているからである︒

て総行列は︑カーニヴァルや国王入墨式よりも︑公文書史料に頻繁に

みおこなわれるもので︑数年から数十年に一度しかない︒これに対し

居式はおおむね︑即位した国王が最初にその都市を訪問する場合にの

も︑カーニヴァルの内容は公文書史料にほとんど残らず︑一方国王入

王謬説式よりも史料が多く︑検討しやすい題材だと言える︒というの

祝祭の長期的な変化を見ようとする場合︑総行列はカーニヴァルや国

を捉えた研究があるのみである︒しかし一つの都市に焦点を当てて︑

ハき

都市民の参加を呼んだ︒

としてしばしば﹁民衆の信仰心を高める︵￠68巳Φ︒︒ヨ︒冨8乙①く︒︒δ器ヨ︶﹂︑

の危機的状況にあって︑カトリック信仰を広め︑維持するための祝祭

ら確認できる︒ちなみにルーアンにおいて︑十六世紀のあいだに国王

三百数十回︑ほぼ毎年複数回が計画されていたことが︑公文書史料か

ルーアンにおいて総行列という形式の祝祭は︑十六世紀のあいだに

に積極的であった︒国王や高等法院も︑異端をめぐる事件をきっかけ

入市警は︑ルイ十二世︵一五〇八年︶︑フランソワ一世︵一五一七年︶︑

﹁異端を根絶する︵b2＝︑①×叶冒巴8α①︒︒ほ目aΦ︒・︶﹂とうたい︑宗教改革

に総行列をおこなうと指示するなど︑祝祭における宗教的な要素を尊
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アンリニ世︵一五五〇年︶︑シャルル出世︵︻五六三年︶︑アンリ四世

の結社が高等法院から受けた活動許可から読みとれるが︑その活動内

なわれていたことが︑カーニヴァルをきっかけに起こった訴訟や︑こ

まで︑︿コナールの修道院﹀と呼ばれる祝祭結社が中心となっておこ

れていない︒カーニヴァルについては︑一五三〇年代から一六〇九年

ルーアン大司教の入市式を加えても︑あわせて二十回余しかおこなわ

選出といったキリスト教世界の祝い事と︑反王権勢力であるカトリッ

多い︒国王関係以外ではキリスト教徒のトルコに対する戦勝や︑教皇

祝賀が少なくとも四十七回で︑内容は国王に関する祝い事が圧倒的に

記されているだけで百七十五回あり︑最も多い︒次いで総包宥以外の

天候回復や平和︑異端排除などを祈願する総行列が︑議決や判決に明

総行列がおこなわれた目的を︑祈願・祝賀・その他に分類すると︑

れば七万人台であるから︑この総行列には︑すくなくとも都市民の数
ハ リ
バーセントの参加が記録されていることになる︒

容についての史料はきわめて少ない︒したがって総行列は︑当時おこ

ク・リーグ制圧期の祝い事が︑あわせて数回を数えるのみである︒

ﾜ九六年︶に対しておこなわれた︒これにノルマンディ州総督や︑

なわれていた大規模な祝祭として︑都市民になじみの深いものであっ

参加者の規模についても数字を挙げると︑カーニヴァルについては

総行列の目的は︑祝賀︑戦勝や和議︑王族の健康祈願のほか︑一五一

た例は︑十六世紀のあいだに六十一回確認できる︒国王側が指示する

総行列を指示する国王または太后の勅書︵一①琴窃巳・・︒︒でΦ︒︒︶があっ

主催団体の発表で︑一五四一年に二千数百人という記録がある︒国王

七年以降には異端対策が祈願される場合もあった︒州総督

たと言える︒

入市式については一五五〇年に都市参事会の計画で︑都市防衛団体の

限り多くの人数﹂が参加すべきこととし︑一五四二年六月の総行列に

にする史料は少ないが︑一五〇九年五月の都市参事会議決は﹁可能な

ていた︒総行列についても︑回数の多さのわりに︑参加者数を明らか

人数があわせて千人を超え︑これに聖職者と官僚が加わることになっ

列をおこなうかどうかの最終判断を聖堂参事会にゆだねている︒また

は大司教や聖堂参事会が多く︑都市参事会は勅書を受け取っても総行

王と関心を共有していると言える︒こうした場合の指示を受け取るの

外の総行列もすべて国王に関する祝賀︑祈願であったので︑彼等も国

た例は十一回︑うち六回は国王からの勅書を受け取っており︑それ以

︵σq︒潔く①旨①醇︶︑グラン・セネシャル︑水上提督︵pa﹃巴︶などが指示し

は︑有力な都市民三千人弱に千人を超える子供たちと︑聖職者︑官僚

大司教から都市参事会や高等法院に勅書の内容が伝わる例があり︑こ

構成員と同業組合の代表︑名望家ブルジョワとして参加を予定された

などが参加したことが読みとれる︒四二年のこの数字は︑都市参事会

うかどうかの決定に︑もっとも影響力があったのは聖堂参事会で︑特

ハヰリ

が参加者として記録した人数で︑行列のしんがりには都市防衛団体が
らロ
ついて︑後ろからついてくる群衆とを隔てるように指示された︒十六

に天候不順や疫病流行のときにもおこなわれる祈願の総行列について

れらの機関に対する大司教の影響力は無視できない︒総行列をおこな

世紀中頃のルーアンの人口は︑ブイリップ・ベネディクトの試算によ
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（「

したとされる︒都市参事会が総行列を指示する場合に︑勅書や州総督

高等法院は︑勅書による指示がなくても聖堂参事会に総行列を指示

し︑聖堂参事会に総行列の催行を促した︒この直後の聖堂参事会議決

王の勅書を受けて︑聖職者代表としての聖堂参事会長や貴族を召集

月には都市参事会が︑イタリアの二都市を占領したことを知らせる国

ハゆり
したが︑都市参事会からの働きかけには言及していない︒翌九九年七

からの命令に言及しないのは例外的なことで︑その執行を決定するに

には︑これに対応する総行列の決定はない︒しかし八月末になって︑

は︑聖堂参事会がほとんど独断で指示している︒

当たっての影響力はきわめて小さかった︒しかしいったん総行列をお

聖堂参事会員の一人が都市参事会の要請を受けた総行列について聖堂

ハけり

こなうことが決定され︑そこに都市当局の参加が要請されれば︑灯火

参事会に提案し︑聖堂参事会は九月三日火曜日に総行列と説教を行う

会と聖堂参事会のあいだに︑より緊密な協同関係が現われてくる︒

と議決した︒そしてこれからおよそ三週間後の総行列では︑都市参事

ハにロ

や飾り付けの準備︑街路の清掃など実務的な影響力を行使しえた︒

︵三︶催行決定

けて確立したようである︒イタリア戦争開始以降の都市参事会議決に

いて見ると︑ルイ十二世治世︑特に十五世紀末から十六世紀初めにか

国王に関する祝賀行事としての総行列は︑イタリア戦争開始後につ

た︒出席していた聖堂参事会長は︑国王が総行列の催行を指示し︑ペ

謝するために︑教会に総行列の催青を要請することが議題にのぼっ

を受け取っており︑国王がミラノを占領したこと︑この勝利を神に感

ほかの人々﹂を召集しておこなわれた︒都市参事会は国王からの勅書

九月十八日の都市参事会は︑﹁聖職者︑貴族︑都市参事会員︑その

は︑国王の和議や戦勝︑結婚︑王太子誕生︑新国王の戴冠をテ・デウ

ストの危険がない以上︑この勅書を聖堂参事会に持ち帰って総行列に

圏釜による指示と聖哲参事会の決定〜イタリア戦争開始後

ム︑祝樽︑行列で祝うという決定が見出せる︒例えば一四九五年三月︑

ついて討議すると言った︒都市参事会は最終的に︑総行列やテ・デウ

八月︑再びナポリ王国での戦勝を記念して︑都市参事会は教会︑貴族︑
ハおり
都市代表で協議し︑岩靴をおこなうと決定した︒しかしこの議決で都

総行列の際にも︑行列が通過する道路を清掃したり︑敷物を敷くよう

この議決は︑祝聖の準備とも解釈できるが︑都市参事会や高等法院は

フランス国王軍がナポリを征服した際に︑国王はルーアン大司教に勅
ハアリ
書を送り︑都市参事会が行列と花火をおこなうことを決定した︒同年

市参事会は総行列という言葉を使っていない︒

会に出席していた聖堂参事会員が︑国王の勅書について提案し︑即日

ム︑祈薦に関する判断を教会にまかせる一方︑地区ごとに祝火を焚く
ハは
こと︑街路を清掃してゴミを片付けることを指示した︒清掃に関する

一四九八年にシャルル八世が崩御してルイ十二世が即位した際︑都
ロむ
市参事会は教会にテ・デウムと行列を促すべきであると議決した︒四

テ・デゥムを歌うこと︑﹁次の日曜日﹂に総行列と三位一体ミサをお

にという指示を出している︒翌日の聖堂参事会では︑前日の都市参事

日後に聖堂参事会は国王の葬儀にともなって総行列をおこなうと議決
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都市参事会の記録にも︑聖堂参事会との合意が確認できない総行列

や国王の戦勝を祈願する総行列をおこなうと議決しており︑これ以降

ハけ

一五〇九年二月に国王から和議を知らせる勅書があったときに︑都

の指示がある︒﹈五〇九年五月二十九日に再び︑国王からヴェネツィ

こなうことが決定された︒この議決どおりに総行列がおこなわれたと

市参事会が催主を決定したのは十四であり︑総行列については教会に

アでの戦勝を知らせる勅書が都市参事会にもたらされたときには︑都

も間隔はあくが同様の祈願が続けられる︒

決定を促すにとどまった︒聖堂参事会議決には︑これに対応する総行

市参事会はこれを記念する総行列をおこなうと決定したが︑聖堂参事

すると︑九月二十二日のことになる︒

列の指示はない︒同年五月二十﹈日に︑国王軍のヴェネツィアでの戦

会議決にはこれに対応する総行列の決定が見られない︒したがって︑

ハあり

勝を知らせる勅書があったときには︑都市参事会に出席していた聖職

総行列をおこなうかどうかが決定される際の︑国王︑聖堂参事会︑都

高等法院の介入〜﹃五二鷲年から

ロ

者の代表が総行列に書及したのを受けて︑都市参事会は総行列が通過
ロおロ

市参事会の意思決定の過程は確定したものではなかった︒

ロレ

する道路に敷物を敷くなどの指示を出し︑聖堂参事会もこれに応じて

を決定するのはあくまで聖堂参事会であり︑都市参事会は国王の勅書

聖堂参事会や都市参事会に記録されている限りで︑高等法院は一五

総行列をおこなうと議決した︒この手続きを見る限り︑総行列の催行

による指示を︑聖堂参事会に伝えていたと言える︒

二五年以来︑十六世紀のあいだに十八玉総行列を指示した︒そのなか

で︑一五三八年の総行列は国王から和議に関する勅書を受け取って︑

聖堂参事会は︑都市参事会を通さずに国王の意向を受け取ることが
できたので︑総行列を決定するに当たって︑都市参事会から勅書を伝

高等法院が祝賀の総行列をおこなうと決定したもので︑国王とルーア

ン大司教︑高等法院︑聖堂参事会のあいだに︑新たな協力関係がつく

えられるという手順は必ずしも必要なかった︒ルイ十二世が即位した
一四九八年から一五〇一年までの間には︑国王からの勅書をきっかけ

た︑勅書をきっかけとする総行列のなかでも︑聖堂参事会が勅書を受

る︒一五〇九年から二九年までの間︑ほぼ毎年↓回以上おこなわれ

事会が︑国王から直接︑和議や戦勝を知らせる勅書を受け取ってい

国王の即位や和議︑戦勝など︑祝賀が目的であり︑うち四回は聖堂参

マンデイの主要な都市で特別な総行列および祝火が挙行され︑民衆が
おね
創造主に祈りをささげる条件を整える﹂よう指示した︒七月二十九日

ジョルジュ・ダンボワーズに書簡を送った︒そのなかで国王は﹁ノル

会見したことについて︑ルーアン大司教でノルマンデイ総督でもある

↓五三隔年七月︑国王は皇帝と休戦条約を結び︑エーグ健モルトで

られている︒

け取っている例が大半である︒また一五〇七年夏ら↓五↓○年代まで

の高等法院判決は︑その日に導火を焚き︑翌日には総行列をおこなう

とする総行列が︑毎年一回以上︑あわせて五回おこなわれた︒すべて

は︑ほぼ年に一回の頻度で聖堂参事会が︑勅書がなくても王国の繁栄
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にふれて︑下火や総行列の際に鳴らすべき鐘を決めた︒両者の判決︑

等法院がこの日に青火を焚き︑書目を休業日とすることを定めたこと

日の聖堂参事会議決は︑翌日に総行列をおこなうと決定した上で︑高

ことを決め︑総行列の道順を指示して︑その道路には敷物を敷き︑清
ハのロ
幽しておくこと︑総行列の日は休業日とすることを命じている︒同じ

四〇年代から五〇年代は︑高等法院からの指示件数の多さもあり︑総

して総行列に参加すべきかどうかを議論し︑﹁国王から直接命令され
ロふ
なければ総行列に都市当局として参加しない﹂と表明している︒一五

この前後よりも頻度が高い︒こうしたなかで都市参事会は都市当局と

したり参加を求められたのは十回︑六十年代には三十人回中八回で︑

法院がどの程度関心を共有していたかは明らかでない︒また総行列の

という以外に総行列の理由を記録していない場合があり︑国王と高等

院が指示した総行列の目的については︑聖堂参事会が高等法院の指示

行列は異端排除を祈願することを目的としていた︒そのほかに高等法

会に総行列を指示した︒一五二八年と三五年に高等法院が指示した総

同様に一五四二年九月にも︑高等法院が勅書を受け取って聖堂参事

教はそのほかにテ・デゥムを歌うことを指示した︒都市参事会は書記

したがったその他の祝いの行事﹂をおこなうよう指示している︒大司

別々に新たな勅書を渡した︒国王はこのなかで﹁祝火および︑慣習に

された勅書で伝わった︒十日に大司教は都市参事会と聖堂参事会に︑

情報はまず︑四月一日にルーアン滞在中の大司教から都市参事会に渡

の関心の高まりを受けて︑大規模な祝賀行事がおこなわれた︒和議の

一五五九年のイタリア戦争終結の際には︑このような世俗機関から

と︑三十三回おこなわれた総行列のうち︑高等法院や都市当局が参加

議決には︑行列の道順までほとんど食い違いがない︒なおこの総行列

行列において世俗機関の意思や参加が重視された時期と言えるだろう︒

催行を決定するに当たっての︑聖堂参事会と高等法院の優劣に関して

官に︑都市役人と槌心心︵︒︒興σq①導帥日p8︶︑国王役人︑楽隊︑五十人

への

について︑都市参事会の議決は何もふれていない︒

は︑高等法院判決で参照できたものが二年目みと少ないことから︑検

の長弓隊を伴って︑この平和令を告知させるとともに︑十二発の祝砲

らのけ

討が困難である︒特に聖堂参事会議決で高等法院の指示があ．つたとさ

を打ち︑托鉢修道会に献金し︑市庁舎に近いノートルーーダム・ド・ラ・

ハおり

れる場合でも︑聖堂参事会員と高等法院評定官を兼任する人物が伝言

高等法院の指示があったとされる総行列のうち︑八回は一五四〇年

日おこなわれ︑帯行列は十三日におこなわれた︒聖堂参事会は十二日

のすべての住民が祝火を焚くよう指示させた︒テ・デウムと野火は即

ロお

ロンド教会で民衆に葡萄酒をふるまった︒また︑地区長には担当地区

代に集中している︒同じ時期に総行列に関して︑聖堂参事会が高等法

に総行列の催行を決定して︑高等法院と租税法院︑民衆の参加を促す

したのか判決が出されたのかなど︑不明な部分が多い︒

院や都市当局の参加を促すという議決内容が頻繁に見られる︒一五四

とし︑都市参事会は都市当局が役人たちや名望家ブルジョワとともに

ロめ

三年と四五年に︑高等法院からの指示がなかった総行列について︑聖

ここに参加したと記録している︒

りね

堂参事会が高等法院の参加を促すとし︑さらに↓五五〇年代になる
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カトリック教会のため﹂︑どちらともつかない﹁平和のため﹂と微妙

の利害の不一致を反映して︑祈願の内容が﹁国王のため﹂と﹁ローマ・

戦争中に聖堂参事会が独自に指示した総行列の目的は︑教会と国王と

が︑聖堂参事会から高等法院と総督︑バイイに移っていく︒また宗教

示した例は︑一回しか確認できない︒そして国王からの勅書の宛先

げられる︒特に宗教戦争期間中に︑戦勝を祈願する総行列を国王が指

イタリア戦争終結後について特記すべき点として︑勅書の減少が挙

国王との離反と和解〜宗教戦争開始以降

王関係の祝賀を目的とした九回の総行列を含めて十三回の総行列に︑

める比率がふたたび高くなり︑一五九四年から一六一〇年までで︑国

総行列に参加したと確認できる回数が︑総行列が決定された回数に占

には︑聖堂参事会や都市参事会の記録から︑都市参事会と高等法院が

願するものが五回︑総出宥が六回︑目的不明は三回である︒この時期

列のなかで︑国王の戦勝や安全を祈願するものが四回︑天候回復を祈

は都市参事会が勅書を受け取っている︒このほかにおこなわれた総行

総行列が一連の行事として二日がかりでおこなわれた︒このうち六回

例として一五九八年六月前宗教戦争終結の祝賀について紹介する︒

世俗機関からの参加があったか︑あるいは予定された︒

六二年五月から十月までについては︑聖堂参事会︑高等法院︑都市参

国王からの和議の知らせば高等法院を通して都市参事会と聖堂参事会

に言い換えられている︒なおユグノーがルーアンを制圧していた一五

事会の三者ともに史料がない︒そしてカトリック・リーグが制圧して

に伝えられた︒六日にこの知らせを受け取った都市参事会は︑一五五

の

いた一五八九年二月から九四年三月までについては︑聖堂参事会と都

九年の祝賀行事に関する記録を参照して︑翌日の平和令の告知︑祝

砲︑献金などを用意した︒また都市参事会は︑七日にテ・デウムに参
ハ
繁し民営を焚き︑八日には総行列に参加した︒聖堂参事会の記録によ
むロ
ると︑この総行列には高等法院も参加している︒都市参事会と聖堂参

ロおけ

市参事会の史料があるが︑国王からの勅書を受け入れられる状況では

総行列の決定に対する影響力を強める︒また︑都市参事会が国王から

事会は十二日に︑新しくノルマンディ州総督を通した国王からの勅書

なかった︒

総行列を指示する勅書を受け取ったり︑総行列に参加した記録を頻繁

を受け取ったため︑もう↓度︑今度は州総督も参加しての総行列がお

れた︒そのうち国王関係の祝い事は︑重要な和議︑王子誕生︑そして

ンリ四王の治世の終わりまでに︑ルーアンで総行列は二十七回計画さ

総行列は︑天候回復祈願が七回︑ノルマンディ回復記念行列が三回︑

になるとあまり見られなくなる︒一六一〇年代に確認できる十三回の

総行列をおこなうに当たっての︑国王との合意は︑ルイ十三世治世

一五九四年にルーアンが国王アンリ観世と和解した後︑再び国王は

に残すなど︑都市参事会の総行列に対する関心が高くなる︒この時期

こなわれることになった︒

国王が生命の危険を脱したと判断される場合で︑九回数えられる︒こ

単軸宥が一回と国王滞在中の御前行列が一回︑目的不明が一回で︑総

お

になると︑総行列がおこなわれるきっかけはほぼ固定化していた︒ア

のような場合の祝いの式次第も確立されていて︑テ・デウム︑祝火︑
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行列の回数は十六世紀に較べると明らかに減少し︑内容も限定されて
いる︒このうち都市参事会が聖堂参事会から総行列への参加を求めら
れたのは六回である︒都市参事会は一六二〇年代には九回の総行列に
ついて参加するかどうかを議題にするなど︑総行列への関心を持ち続
け︑一六二二年にも﹁国王からの親書または大司教座聖堂参事会の議
ロおロ

決によって︑公的かつ全体的な利害のためにおこなわれる総行列でな
ければ︑都市当局として参加しない﹂という原則を明記した︒
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︵29︶高等法院はこの間︑ノルマンデイ第二の都市であるカンに移転していた︒
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三 総行列の参加蕎の序列
︵ ︶都窮民の組織的な参掴

部の聖職者にとって︑

堂参事会が頻繁に︑O︒邑aまたは白①︒・︒・δ焉ωと呼ばれる参加者への報酬

の増額を検討していることから︑少なくとも

総行列に参加することが臨時収入につながったと考えられる︒しかし

一五八二年九月の聖堂参事会議決に﹁すべての聖職者が参加する総行
ヰロ

列﹂という記述があることから︑聖職者全員が必ずしも総行列に参加

したとは言えない︒また︑総行列の報酬を分配するに当たって︑聖堂

参事会議決に﹁参加者のみに﹂と明記されている場合があるので︑欠
席する者もいたようである︒

総行列に国王役人や都市参事会員が参加すべきであるという見解

一五一一年には高等法院長の一人が参加を求められた︒一五二六年に

ロ

らレ
は︑一五〇九年の都市参事会で出席者の意見としてすでに見られる︒

あったかを明らかにする史料は少ない︒多くの都市民が参加した︑規

は都市当局が参加を求められ︑三五年には都市当局と高等法院︑水

﹁総﹂行列と呼ばれているこの祝祭に︑どれくらいの参加者数が

模の大きなものであったろうと推測させる史料として︑一五〇九年五

上・森林監督所︑および予定では租税法院︑四二年にはこれら四者と

している︒一五四二年六月十八日の総行列については︑部分的に残さ

だったのではなく︑一五五六年の例のように︑聖堂参事会がまず総行

造幣局が参加した︒高等法院や都市当局の参加が総行列の前提条件

アロ

月の都市参事会議決は﹁可能な限り多くの人数﹂が参加すべきことと

れている参加者数の記録から︑四地区のブルジョワをあわせて三千人

列の催行を決定して︑そのうえで総行列に高等法院や都市当局の参加

い

弱︑これに千人を超える子供たちと︑聖職者や役人などが参加したこ

を呼びかける場合が多い︒こうした呼びかけは︑一五四〇年代から頻

ハ

繁に見られる︒

とが読みとれる︒

平信徒として参加する都市民の多くは居住する地区︑教区や信心会

︵二︶

ごとに組織されていた︒﹂五三五年や四二年の例では︑都市民は地区
ごとに組織されたが︑一五五六年十二月に都市参事会が︑総行列に都

ルーアンの都市参事会議決にみる限りでは︸五三〇年代に入って︑

ルマンデイのセネシャルであるブレーズの葬儀が行われた際︑都市参

隊列を組む祝祭の序列が問題となる場合が現われた︒一五三一年にノ

瓢三蕊隼の総行列の序列

市社団として参加する必要を認めないとしたとき︑都市参事会員や都
ハヨロ

市役人はそれぞれ教区の構成員として参加することを決定した︒
聖職者の参加については︑↓五六〇年代から八○年代にかけて︑聖
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細に述べている︒そして一五三五年二月には︑都市参事会や高等法

宮廷貴族を市外のグランモン修道院に迎えに行く際の隊列について詳

のの︑この入市式の後に出版されたとみられる活字の記録は︑王族や

事会の議題としてパレードの序列が取り上げられることはなかったも

われたノルマンデイ州総督である王太子と王妃の入市式では︑都市参

事会は都市当局と租税法院の序列を問題にした︒一五三二年におこな

らサンーートゥーアン修道院︵ボーヴオワジーヌ地区︶︑アウグスティ

サントーーカトリーヌ修道院長によって執り行われる︒行列は大聖堂か

読みとれる︒それによると︑まず大聖堂で聖体ミサが大司教︑または

している︒同じ議決のなかには︑この時に行列が歩く道順︑式次第も

日の聖務日課の手順︑教会堂のなかの装飾など︑細部にまで指示を出

法院は︑総行列に参加すべき聖職者と彼等の服装︑鳴らすべき鐘︑当

た︒この日の議事録に掲載された高等法院からの命令によると︑高等

ロお

院︑聖職者︑有力な都市住民などの︑総行列での序列が記録に残され

ノ会修道院︑塔市場︵マルタンヴィル地区︶︑ミニム会修道院︑サンーー

一五三五年一月九日に︑都市参事会は二月四日におこなわれる予定

キロ半の行程である︒この間︑﹁民衆が多く集まり︑混乱が起こる﹂こ

ノートルーーダム・ド・ラ・ロンド教会をまわって大聖堂に戻る︑約ニ

り

た︒これは高等法院と都市当局がともに総行列に参加した︑もっとも

ヴアンサン教会︵コーショワーズ地区︶︑サン目ジョルジュ礼拝堂︑

の総行列について議論を始めた︒この時予定されていた総行列の性格

とを避けるために行列は停止しない︒また大聖堂の二つの大鐘を鳴ら

ハ

古い記録である︒

や目的は明らかでなかったが︑少なくとも都市当局や高等法院︑租税

すことになっていた︒

堂参事会︑都市参事会とも︑総行列がおこなわれる理由を﹁市内の複

に総行列を挙行するよう指示を受けたと記録している︒この時には聖

都市参事会の両者が高等法院から︑﹁次の月曜日﹂すなわち二月⁝日

う都市参事会の意向があったようだ︒一月二十七日に︑聖堂参事会︑

が︑この序列は一五四二年置も踏襲される︒こうした序列が確定され

決定された︒この判決は﹁この一回に限り﹂という条件つきであった

提督府︑水上・森林監督所といった機関ごとの官僚と法曹家の序列が

取った︒これによって︑高等法院︑租税法院︑バイイ府︑都市参事会︑

二月三日︑都市参事会は行列の序列について高等法院の判決を受け

ハほ

法院などが︑総行列には機関ごとに秩序正しく参加すべきであるとい

数箇所で︑とりわけ高等法院館で︑聖体の秘蹟と聖体に対する信仰を

るに当たって︑都市参事会は﹁参加者が従者を伴うことを禁止する﹂︑

ハの

害する異端の書物が見つかったため﹂としている︒

れた人数で担われるべきである﹂︑列の最後尾には白い棒杖を携えた

﹁行列での秩序を守り︑混乱を避けるために︑それぞれの旗は定めら

を示して︑日程をあらためて二月四日とし︑行列の道順を決定した︒

五十人隊がついて︑﹁後に従ってくる群衆を押し戻す﹂など︑秩序維

翌日の聖堂参事会は︑大司教がいつルーアンに到着するかの可能性

また︑松明などの照明や︑﹁この総行列において放堺な振る舞いをし

持のための指示を出している︒

にロ

そうな若者たちについて﹂は︑﹁市庁舎で﹂対応が取られることとし
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すべての聖遺物箱︵を捧げ持つ人々︶

アウグスティノ会修道院

ドミニコ会修道院

フランシスコ会修道院

良い子供たち︵一ΦoQげOコoa①口︷げ口けしG︶

松明十二本

聖体

大聖堂の聖職者

ノートル目ダム︵大聖堂︶の十字架と慶

白衣の子供たち

ほレ
翌二月四日の総行列は︑ 以下の序列でおこなわれた︒

カルメル会修道院

高等法院

トランペットと楽隊

サン糾ティレール地区のブルジョワ代表

︵予定では租税法院︶

都市当局

すべての教区の十字架と旗
市内のすべての信心会の十字架と旗

提督総代理官と水上・森林監督官

高等法院の代訴人と弁護士︵道の右側︶

聖堂参事会長に率いられた︑教区の聖職者と教会裁判所の法曹
マルタンヴィル地区のブルジョワ代表

バイイ府とヴィコント府の代訴人と弁護士
五十人隊

モン睦トーーマラード修道院

マドレーヌ修道院
サンーーロー修道院

︵道の左側︶

ボンヌーーヌーヴェル修道院

グランモン修道院

は︑高等法院判決で確定された︒この序列のなかで︑まず四托鉢修道

都市当局の位置しか確定していず︑そのほかの機関や法曹家の位置

九日には︑総行列の序列について︑聖職者と各地区の代表︑高等法院︑

都市参事会議決によれば︑この総行列が最初に議題にのぼった一月

サントーーカトリーヌ修道院

会が先頭近くに位置することは︑一五四二年の総行列や五〇年と九六

ボーヴオワジーヌ地区のブルジョワ代表

サンーートゥーアン修道院

ン︑ボンヌ闘ヌーヴェル︑サントHカトリ⁝ヌ︑それにベネディク

年の国王入市式にも共通する︒そのほかの修道院のなかで︑グランモ

松明

ト会のサン目トゥーアンは︑国王や大司教が宿泊する︑格の高い修道

コーショワーズ地区のブルジョワ代表

トランペットと楽隊
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院と考えられる︒また︑四つの地区のうちサンHテイレールは比較的

列の記録を残したのは都市参事会と高等法院である︒このうち高等法

た︒総行列を含めたパレード形式の祝祭について︑全体の参加者の序

争った相手の訴えを受けた場合に限られる︒

院が記録を残したのは︑都市参事会か︑順位をめぐって都市参事会と

貧しい地区であり︑ボーヴオワジーヌは官僚や法曹家の多い地区︑
は

コーショワーズは裕福な商人の多い地区である︒したがって︑この部
分については︑後ろにいくほど順位が高いと考えられる︒高等法院か

機関であるのに対して︑都市当局と水上・森林監督官︵≦︒o日8号︒︒

位を獲得することはなかった︒一五三五年の総行列で︑都市当局は︑

法院︑会計検査院など︑ノルマンデイにおける最高機関よりも高い順

都市参事会は︑パレードや大聖堂での席順の上で︑高等法院︑租税

8黄①け8みけω︶はルーアンのバイイに従属する︒その後ろに位置する

高等法院や租税法院より下位に位置づけられた︒会計検査院は︑一五

ら後ろについては︑高等法院︑租税法院がともにノルマンディの最高

代訴人と弁護士は︑それぞれ法曹団体に所属しているものの︑官職を

九六年の国王入市式で争うまでもなく都市当局の上位を占め︑＝ハニ

お

もっていない︒行列全体として見ると︑順位は聖体に近いほうが高

七年には大聖堂のなかの席順で高等法院と同等の位置を占めるように
り

く︑遠ざかるほど低くなるという推測が成り立つ︒

市参事会が総行列を論じる際の焦点は︑多くの都市住民を組織的に参

式においては︑都市住民を地区ごとではなく︑各職業組合ごとに組織
め
して︑七十三職種で六百人余を参加させた︒しかし十六世紀後半︑都

代表だけで二千人弱が参加するものとなった︒↓五五〇年の国王入市

会に独立した位置を与える形でほぼ踏襲されて︑四地区のブルジョワ

市参事会で参照され︑造幣局と租税法院を加えたり︑いくつかの信心

一五四二年六月の総行列を計画する際にも︑三五年のこの序列が都

都市当局の順位

︵三︶都市当局の位置

には︑都市当局が高等法院の判決を不服として︑州総督を通じて国王

で商事裁判所︵曾①自曾8冨巳︒・︶や上座裁判所と順位を争ったとき

行列でも租税法院に次ぐ順位を確保している︒その翌年の国王入市式

役人︑ヴイコント府という序列を指示し︑大聖堂のなかでの彼らの着

都市役人︶︑水上・森林監督官︑弁護士と代訴人︑バイイ府のほかの

高等法院は︑租税法院︑﹁市庁舎団﹂︵都市参事会員とバイイ代理官︑

院の弁護士・代訴人や上座裁判所︵ωδσq①口は︒・互巴︶と順位を争った際︑

局に上位を譲った︒一五八七年の総行列について︑都市当局が高等法

市当局の上位に加わったが︑一五九六年の国王入費式では再び都市当

なった︒一五五〇年の国王入市式では︑水上提督府︵﹀巳﹃窪は︶が都

加させることではなく︑都市当局がつくる集団に参加する人々の構成

に訴え︑国王からこの二者に優越する位置を認められた︒

ハの

この順位に裁判の審級による序列を重ね合せると︑高等法院︑次い

の

くべき位置を定めた︒都市当局はこの判決を根拠に︑一五九五年の総

ほ

や︑機関どうしの序列争いに移っていく︒

パレードでの序列にもっとも注意を払ったのは都市参事会であっ
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な機関であり︑商業上の問題を扱う裁判所としての機能が十分でな

う序列がある︒水上提督府は高等法院の下に位置する︑なかば軍事的

で各バイイ管区におかれた上座裁判所︑バイイ府︑ヴィコント府とい

当たって︑都市を代表する機関としての重要性︑あるいは祝祭の内容

き上げたのは︑都市参事会の歴史的な古さや︑都市での祝祭の執行に

したのは︑不相応にも見える︒この落差を埋めて都市当局の順位を引

は最高の順位︑つまり上座裁判所や水上提督府よりも上の順位を要求

ハれ

ハの
かった︒後にこれを補う機関として︑商事裁判所が設置された︒水上・

を決定したり出しものを準備する権限の大きさであったのかもしれな
い︒

森林監督所は中世以来︑水上貿易などを監督していたが︑十五世紀末
ハお

にはバイイ府の下に位置づけられた︒都市参事会は大市における裁判
権をもつていて︑商事裁判所がこれを侵害することを警戒していた︒

ら特権を受けて機構整備された︒上座裁判所と商事裁判所とは︑十六

上提督府とは十五世紀末から十六世紀初頭にかけて︑それぞれ国王か

た︒一五五九年︑イタリア戦争の終結を祝う総行列には︑﹁都市参事

イ総代理宮とバイイ府検察宮︑後ろに法務官と都市役人が配置され

一五四二年の総行列で都市当局としては︑都市参事会員の前にバイ

都営当局の集団構成

世紀中頃に設置され︑会計検査院は最終的に一五七五年に設置され

会員二十四人と︑参加を求められた有力なブルジョワ︑その前後に槌

これらの機関のなかで︑租税法院は十五世紀後半に︑高等法院と水

た︒こうして見ると︑都市当局の順位を脅かしたのは︑高等法院の弁

矛官︑五十人隊︑国王役人四十人とラッパ手十二人が従って﹂︑この

に対する歴史上の貢献が順位に反映されると述べた︒ルーアンの総行

イ代理官に率いられ︑五十人隊︑火縄銃隊︑都市役人が都市参事会員

争の終結を祝う総行列の際に︑都市当局は﹁慣習にしたがって﹂バイ

αの︒︒︒￠霞︒αq①︒︒︶がこの順序で並ぶよう命令した︒一五九八年︑宗教戦

め

︵b①昌け︷O置⇒P刷り①︶︑都市検察官︑地区長︑収税官︑書記官︑工部官︵ヨp貯①

ついて高等法院は︑都市当局として都市参事会員︑法務官

集団が都市当局として参加したと考えられる︒一五人七年の総行列に

ゐ

護士・代訴人も含めて新しい機関である︒これに対してバイイ府︑
ヴィコント府︑水上・森林監督所や造幣局など︑中世以来存在してい
た機関は︑都市参事会と競合しなかったようである︒
ベルセは官僚や同業組合︑信心会による︑儀式での序列争いを取り
上げて︑それぞれの集団のもつ富や勢力︑人数︑場合によっては都市

列や入市式に関する都市参事会の記録は︑司法・行政機関が同様の争

の前後左右を取り囲む形で参加した︒この直後に出された議決で︑

ハ

いを繰りひろげ︑祝祭における序列争いに︑当時の司法・行政機構の

五十人隊と火縄銃隊の隊長たち︑そして役人たちは︑隊員のなかの何

﹁今後将来︑総行列やそのほかの重要な名誉ある公的な儀式の際に︑

や管轄地域の小ささに較べると︑ルーアンでおこなわれたパレード

人かを︑収税官︑書記官︑工部官の後ろに配置し︑二十四人団のしん

複雑化を反映させたことを伝えている︒このなかで都市当局の裁判権

で︑都市当局が︑ノルマンデイ全体を管轄地域としない機関のなかで
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バリ

がりをつとめさせること︑この隊形で二十四人団は市庁舎を出発し︑

戻ってくる場合にも同様の形をとること﹂が定められた︒この隊形
は︑都市当局が大聖堂にテ・デウムを歌いに行く場合の往復にも採用
される︒

パレードのなかで都市当局がつくる集団は︑高等法院の保有官僚と
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とになるまで続いたと考えられる︒

ハの

等法院の警護に塁塞︑会計検査院と租税法院に六名ずつを派遣するこ

ることは︑一六二七年の都市参事会議決で︑これらの防衛団体から高

はないだろうか︒五十人隊︑火縄銃隊を都市当局が祝祭の場で独占す

をともなって祝祭に現われることで︑都市当局の権威を確立したので

ω
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まとめ
以上検討してきたように総行列は︑ひとつには祝祭を指示する上で
の︑機関どうしの競合と協力関係を︑またそれぞれの機関に与えられ
ていた序列を明らかにする手がかりになったはずである︒
このほかにそれぞれの機関がもっていた権限と権威や︑都市の機能

ていたことは︑その関係の危うさをも示しているのではないだろう

か︒そして宗教戦争中にこの関係がいったん疎遠になった後︑アンリ

四世は︑国王の関心と都市の祝祭を再び結びつけたと言える︒それは

一つには︑宗教戦争開始前の国王と都市との関係を取り戻し︑もう一

つには︑テ・デウムをはじめとする︑国王関係の祝賀行事の式次第が︑

宗教戦争中に確立したことを受けている︒

第二に︑都市の機能の変化という問題がある︒総行列や国王入市式

は︑都市民がパレードのなかで序列をつけられ︑都市の内部秩序が象

聖堂参事会や都市当局がもっていた︑国王に対する関心の大きさがあ

第一に︑祝祭における国王の存在感の大きさ︑あるいは地方都市の

領域をめぐる関係の複雑化を検討することができるのではないか︒教

り返し確認していた背景に︑当時の都市におかれていた各機関の権限

特に都市で︑祝祭に都市民を大規模に動員して︑都市の内部秩序を繰

徴的に確認される場であった︒中世末期から近世初頭のフランスの︑

る︒本論で触れなかった記念日の総行列も︑フランス国王によるノル

会が世俗的な問題に関する影響力を失い︑国王によって新しい⁝機関が

について︑いくつか注目すべき点を挙げる︒

マンデイの併合や︑ルーアンと国王との和解を記念するものであっ

次々と設置されて︑権限領域が錯綜するとともに︑都市民の構成にも

変化をもたらした︒都市参事会がパレードでの序列を議論する際に︑

た︒

フランス近世においては︑アンリ四事業宗教戦争を鎮静化していく

都市の防衛機能については︑中世以来の防衛団体に加えて新しい団

名望家ブルジョワや同業組合を重視しなくなったのも︑この変化の結

なわれるに当たっては︑イタリア戦争中からすでに︑国王からの直接

体が組織されたり︑宗教戦争をきっかけに︑野芝の警備や夜警の制度

なかに︑絶対王政確立への︸つの画期があると捉えられている︒総行

間接の影響力があった︒都市と国王との関係は︑イタリア戦争以来ふ

が強化されたり︑国王軍が常駐することになった︒都市防衛団体が祝

果と見てよいだろう︒

くらみ続ける国王からの財政的要求を受けて︑また宗教戦争などの危

祭の主要な参加者であり続けたことからも︑都市防衛機能と都市防衛

列を手がかりに国王と都市の関係を見ると︑ルーアンで総行列がおこ

機的状況に対応する形で変化する︒イタリア戦争終結まで︑国王の関

団体の祝祭への現われ方には︑さらに検討を要する︒

十六世紀末以降︑総行列の回数がそれ以前より減少するとともに︑

心が都市の祝祭と密接に結びついていたことは︑都市と国王との良好
な関係の現われであるかに見えるが︑祝祭を繰り返して関係を確認し
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都市民が祝祭に大規模に参加する機会も減少したのではないだろう
か︒なぜなら例えば一五九六年の国王入市式パレードには﹁ブルジョ
ワ﹂という集団がないので︑官職をもたず都市防衛組織にも所属しな
い都市民は︑パレードに参加することを認められなかったと考えられ
るからである︒大規模な都市祝祭の減少とともに︑国王の祝い事に対

して都市参事会員や高等法院官僚がテ・デウムを歌うような︑﹁エ

︵特別研究員奨励費︶に

リートの﹂祝祭が十六世紀後半に確立する︒こうした都市祝祭の全体
的な変化についても︑改めて論じたい︒

︵付記︶

よる研究成果 の 一 部 で あ る ︒

本稿は︑平成八〜十年度文部省科学研究費補助金
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敦子）
十六世紀ルーアンにおける総行列（永井

