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﹁危機の時代﹂︵一一八九−一二二〇年︶におけるシチリア王国行政

lM・カラヴァーレとJlM・マルタンの所説の検討を中心に一

康

文

一一八九年︑ノルマン朝シチリア王国の国王︑グリエルモニ世が死

の時代︑こうした統制力が弱体化したこと︒第二に︑ノルマン王権の

ン時代には王権淵中央行政機構が強力な統制力を行使していたが︑こ

り

去した︒以後約三十年にわたる時代は︑研究上︑王国の﹁危機の時代﹂
ロヨ

確立後︑在地封建貴族層・都市の自立は抑圧されていたが︑この時代

ホ ロ

ととらえられてきた︒すなわち︑ルッジェーロニ世の孫タンクレディ

接支配をねらって軍事介入を行ったこと︒かくして王国の一体性その

ハロ

に中央からの統制が弱体化した結果︑彼らが自立化をはかったこと︒

さらに第三点︒王国外の諸勢力︑とりわけ北イタリアの都市ジェノ

レ

ものが脅かされたこと︑である︒このように従来の研究は︑この時期

アけ

する︒しかし彼の後見の座をめぐって︑ドイツ勢力︑教皇勢力︑さら

に王国が深刻な危機に瀕していたことを強調してきたのである︒

まる︒そして一二〇八年︑内乱が十分に収拾されないまま︑フェデ

ら﹁危機﹂の具体相について十分な解明を行ってきたとはいい難い︒

しかしながら︑従来の研究は王国の﹁危機﹂を強調する反面︑それ

レ

リーコが親政を開始するものの︑間もなくフェデリーコはドイツ王

とりわけ︑この時期に王国の行政機構がいかなる状態にあったかとい

ハ

位・皇帝位をもとめてドイツに赴き︑王国はその後置八年間にわたっ
ロけロ

う点については︑研究は薄い︒前代ノルマン王朝期における行政諸制

りけ

には王国の宮廷勢力が三つ巴で対立し︑シチリア王国全土で内乱が始

ハらり

ハインリヒとコスタンツァの子︑フェデリーコニ︐世が幼少にして即位

ロヰ

と︑皇帝ハインリヒ書記との王位争いを経て︑タンクレディ︑ハイソ
らリ
リヒ︑さらにはハインリヒの妻コスタンツァが︑相次いで王国への支

ヴア︑ピサが︑王国における特権を獲得し︑さらには王国の一部の直

にあったのか︒定説的見解は︑以下三点を指摘する︒第一に︑ノルマ

こうしためまぐるしい政治変転のなか︑王国社会はどのような状態

原

配を確立する︒しかし︑数年にして彼らはいずれも死亡する︒その後

はじめに

榊
て︑国王不在の状態におかれた︒
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康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

西洋史論集

やくこうした研究上の間隙は︑埋められつつある︒すなわち︑一九九
は
○年代になってから︑イタリア︑フランス︑ドイツの研究者が︑この

れまで希薄な関心しかもたれてこなかった︒しかしながら近年︑よう

く時代︵すなわちこの﹁危機の時代﹂︶の行政諸制度については︑こ

されていることは周知のことであろう︒ところが︑ノルマン時代に続

度については活発な議論が展開されており︑多くのすぐれた研究がな

ブリアとは異なり︑これらの地域を特徴づけるのは︑封建貴族層の勢

二世紀以降はじめて王国の一部として統合された︒シチリア・カラー

である︒これらの地域は︑ルッジェーロニ世による征服を通じて︑十

扱う時代にはプーリャとテッラほディ胴ラヴオーロと呼ばれる地域︶

二の部分は︑旧プーリャ公領︑国力iプア侯領地域︵すなわち本稿で

ラブ︑ビザンツの伝統を踏まえつつ︑官僚行政が展開されてきた︒第

方は︑ロジェール︸世によって征服された︒それ以来︑この地ではア

ハロ

時代の王国行政機構について本格的研究を発表し始めたのである︒し

カが強いことである︒ノルマン王権はこれら二地域の相違をあえて統
のね

一しようとはせず︑この二地域においてそれぞれ異なる制度を維持し

の

かも︑これらの新研究は従来の研究の間隙を埋めるにとどまらず︑王
国行政機構の検討を通じて︑この時代の玉国社会の新たな側面を指摘

次に︑中央行政機構を概観してみる︒行政機構の頂点に位置するの

ていた︒

乱のなかでも連続した活動を行っていたこと︒さらに︑こうした行政

は国王である︒この国王を囲んで︑中央行政が展開する︒王を囲む王

している︒それはすなわち︑この時期︑王国行政機構の一部は政治混

機構の連続性は︑王国内の諸勢力の利害と密接なつながりを持ちつつ
ロぼ

ハおり

る人々である︒一一六九年以降︑このファミリアーレースの地位には
ぬロ
役人︑高位聖職者が就いており︑封建貴族層は排除されていた︒さら

イタリアのカラヴアーレ︑フランスのマルタンによる研究をとりあげ
て紹介し︑これらの研究が︑この時代の王国社会を考えるうえでどの

に︑中央行政における執行機能を担ったのが︑﹁王宮のマギステル・カ

カメラリゥス︵王宮侍従官︶8ヨ①茜旨・・お魅予算同一﹂であった︒また︑中

ハお

メラリゥス︵王宮侍従長官︶ヨ︒讐︒︒け興8白①冨膏︒︒お鷺ロ野虫﹂と﹁王宮

て概観しておきたい︒とりわけグリエルモ慨世時代︑すなわち︵﹁危

ハお

ロム

央行政における司法担当役職が﹁司法長官日p職︒︒8ユ蕊芳油碁・︒﹂であっ

ロリ

機の時代﹂に直接先行する︶ノルマン時代末期の行政機構について確

た︒﹁司法長官﹂は複数︵三名︶任命され︑協同でその任を果たして

ハめ

認しておきたい︒まず前提として︑シチリア王国の諸制度を考える

いた︒さらに文書行政を司ったのが尚書局である︒また︑﹁アミーラ

お
以上の中央行政の下に︑地方行政機構がある︒この地方行政機構は

ボ

際︑王国は大きく二つの部分に分割されることを指摘しておく必要が

トゥスΦ巳曇話﹂︑﹁宮廷諸役職﹂などの諸役職が存在した︒

ち︑第一の部分は︑シチリアとカラーブリア地方である︒これらの地

ぴ

ある︒この区分は王国形成過程に即して成立したものである︒すなわ

ここで本論に入る前に︑ノルマン時代の中央・地方行政機構につい

ような新視点をもたらすのかを考察したい︒

ハ

国最高顧問団が︑﹁王のファミリアーレース融巳H醇霧お鴨︒︒﹂と呼ばれ

2一

維持されていたこと︑である︒本稿では︑これらの新研究のうちから︑

一

リャ公領︑旧訓ープア侯領︶という広域管轄の諸役職・諸部局である︒
ロのロ
このうち︑王国の広域財務行政機構について︒まず︑﹁ドゥアーナ デ

リア︵時にカラーブリア単独で︶︑あるいはその他の半島部分︵旧プー

大まかに三つの段階に区分される︒第一段階は︑シチリア・カラーブ

二つある︒第一に︑﹁司法官冨け三p密ω﹂である︒この役職は︑ルッジェー

チリア・カラーブリアにも見られるようになる︒この行政機構の柱は

島部の地方行政機構が整備され︑のちにこの地方行政制度の一部がシ

の王国成立以降︑国王は半島部を掌握していったが︑その過程で︑半

おロ
地方行政機構の第二段階は︑地方管区行政機構である︒一一三〇年
ガ

憾セクレティースO§二号・︒①墨壷ω﹂がある︒この部局は︑シチリア︑

ロニ世によって﹁王の平和﹂の維持のため︑刑事裁判権管轄の役職と

ゆけ

史料から判断する限り︑﹁司法官﹂は刑事訴訟のみならず民事訴訟︵と
れロ
りわけ土地に関する訴訟︶にも関与していた︒また﹁司法官﹂管区が︑

して創設・配置されたものである︒この﹁司法官﹂職は︑当初半島部
れ
に任命され︑のちにカラーブリア︑シチリアにも導入された︒さらに︑

お

カラーブリアに権限をもち︑その高官は﹁ドゥアーナーーデ二重クレ
ティース長官日︒斡︒・8﹃含p器伍Φ︒︒①臼簿一・︒﹂であった︒﹁ドゥアーナーーデーー

おロ

セクレティース﹂は︑土地台帳を保管しており︑シチリア︑カラーブ
リアの土地行政を管轄していた︒これに対応する部局として︑グリエ
ルモ見世統治時代に半島部︵旧プーリャ公領︑旧力ープア侯領︶経営

のために新たな部局が創られた︒これが﹁ドゥアーナ陛バロ⁝ヌム
ロお
O置雪︒σ胃︒琶ヨ﹂である︒しかしながら︑﹁ドゥアーナーーバローヌム﹂と

ノルマン時代を通じて次第に形成されはじめ︑十三世紀になるとこの
ハゆ
﹁司法官﹂管区が王国の行政管区として定着することになる︒第二は
ロ
﹁︵管区︶カメラリウス8BΦ﹃巴房﹂である︒この役職は財務・税務担

当の役職であり︑中央と︑後述の地方役人バイユールスとを仲介する

﹁ドゥアーナーーデーーセクレティース﹂とは異なり︑﹁ドゥア！ナーーバロー

ヌム﹂の業務は財務行政・土地行政に限定されてはいなかった︒すな

ハ り

部を含む︶管区の行政であった︒この末端の管区行政を担ったのが︑

ロ

が︑﹁司法官﹂管区よりもさらに下位の管区︑すなわち都市︵と周辺

さらに︑地方行政機構の第三段階︑いわば末端の行政機構をなすの

という役割を担っていた︒

ディ目ラヴオーロ︶には軍事・

わち﹁ドゥア：ナ目バローヌム﹂は半島部の行政全般を管轄する部局
ハお

であった︒

さらに︑半島部︵プーリャとテッラ

司法担当役職として﹁カピターネウスにしてマギステルuユースティ

﹁バイユールスσ巴村邑﹂である︒このバイユールスは都市によっては

ねレ

ティアリウス︵軍務官にして司法長官︶8鼻雪①￠︒︒簿曇日讐8ユ岳け置︒・曹︒︒﹂

﹁ストラテーゴス︒・啓毘αq9器﹂︑﹁カテパヌス88冨謹︒︒﹂とも呼ばれて

いた︒かれらバイユールスは︑国王の整骨の取り立てなど財政上の諸

れレ

が置かれた︒これは︑半島部全域に一名ないし二名が任命され︑この
地域の軍事・司法の長の役目を果たした︒いわば副王類似の要職とい

ごα①溢たちが法廷

機能を果たし︑さらに司法分野においても民事裁判権︑軽罪に対する

刑事裁判権を担っていた︒また︑﹁ユーデックス

える︒この役職はノルマン時代末期にはカラーブリアにおいても任命
あレ

された︒
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康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

西洋史論集

ロゆロ

での契約締結︑ならびに文書起草に関わって活動していた︒

以下︑本論では︑まず一においてこの時代の王国行政についての定
説的見解を取りあげる︒さらに二においてこれに対するカラヴァーレ
の研究を︑三においてマルタンの研究を紹介する︒

きた︒以下の各文献を参照︒鐙欝08鼠6斜出島ω酔

き軌恥ミ釜僑§ミ辱ぎ凹面じd①臨P

儀・露こω窪茸αQ銭℃圏δ再−09富恥りり♪ω・臣山㎝

︵ちなみに第七版は六三以前の版とは︑頁組が異なっている︒それゆえ以下引

OΦO茜しdO切象LΦbのNQD噸O−ωQQ⁝S＜①聴鋤

用は麹磐8容書︒斜等に駄識忠篇噸胃ω．⁝S︾温●o︒・と略記︶︒ぎ昌ΩΦ＜ρ吋ぼ︒ヨ器0・
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ω陣N凶凶Φ昌匹爵儀O①葺8罠餌昌伍
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コの境遇に．ついては史料上断片的な知識しか得られないのであるが︑多くの研

下︑ω呂巨①お連ミ識ミ自﹁ω●と略記︶︒実際にはこの時期におけるフェデリー

ぎ一僻帥嵩αq
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境遇をロマン的に描いている︒こうした傾向への批判は︑以下を参照︒

究は︑後世の史料における︵なかば伝説的な︶記述に依拠し︑この時期の彼の

閃鑓郎匹冒︑お①ρ︿9﹄も・鼻お●
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︵2︶﹁危機の時代﹂のシチリア王国については以下の文献を参照︒じσ器序αQ①目撃経︒貯
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じd円周じd巴導O①伍貼9冒⑩QQω堕O唱・巴O山bo即ω巳巨Φ斜謹ミ識q評自︑ω．同O㎝山Oメ

︵7︶ドイツ勢力は︑ハインリヒ六世に従って王国に赴き︑王国内に勢力を浸透さ

せた︒彼らの長︑因Φ討冨け歪︒冨①ゆマークヴァルト翻フォン消アンヴァイラーに

℃℃・①q㊤ふ①bQ翼δ段．ωのO餌罠8ωみ4庫P目O再四μρ

いミ識勲織き識辞島騨簿＄匿O冨ω①℃切①O巴節器9︿oドω鱒圏冨ΦNNOσqδおO紆閉じd冒帥p鶴巳国

ついては︑以下の文献を参照︒譲コΩ①＜ρ呵げ︒ヨ国ωO・比§幕ミ騎巴＆恥醤ミミミ§職

閏①儀①ユOOM押ぎ叫ぎP嫡月団8国Φ○◎ω

下引用は後者から行い︑ぎヨ︒葺きP卜肉§§貸§旨・ξやと略記︶︒

ωp︒τ讐霞①

ミ恥9らミ黛蕊肉悉蕊§剛駄昌O①8ロ℃剛ユ昌︒①8出ご︒押陣ΦωS

ト職§§騎§ミ騎壽ミ§§ミ霧罵§℃ぎ臥昌9ご同国8目OQ︒①もO﹄N窃面NQ︒．︵以

︵3︶ただし︑タンクレディは︑プーリャ伯ルッジェーロ︵国王ルッジェーロニ世

︵8︶教皇インノケンティウス三世は︑フェデリーコの母コスタンツァの遺言に

よって王国の後見に指名されていた︒寓節8㌶容類ρ冨凶9皿Φ 評冨8①沁①讐︒畠

の長子︶の庶出の子であった︒タンクレディについては︑以下を参照︒男臨ω営αq露
Oげ風ω8℃汀§団坐ミ職§蕊卜§ミ︵閣9島島罠ω8臣ωOげ①若げ国部亀￠部αq①出ωoQ︶℃囲O曳く壽一ヨ匙

パレアルについては︑

蕊醤︒あ竃ミ

ぎ欝黍智9僑ミ馬鳩魯ミ︒〜ミ

Qり凶α嵩p︒昌9唱臥ヨO帥昌置︒象唱︒斡注88感ぎ昌08目︒瞬押冒

デ

ミド喝ミ蕊瞥馬鵯︐o§織文月︒§

≦δ戸じdO臣帥F目りΦ卜︒・

辱識−9蕊器誘黛蕊oN塗NンO①艮聴Oaω2臼昌O§磐鵠♀ωく⑦≦・d篤く緯忽感α①馬面ωε象象

織昏おO§騎蕊蕊騎鳴戚恥ミ超ミ飛禽N亀丸吋﹄e

謡ミ

≦δQ︒①昌ωOげ雷雲6げ①切 Oげαq①ω①出ωOげ既♂竈Φω．

b口巴糟︒ゆ国μU①飢巴P断りQ◎ρ℃ ．刈α山OQQ・

︵9︶宮廷勢力︑とりわけその長グァルティエーロ

8⇔6Φ一嵐Φ話島匹囲①讐O島Qり甘綿上︒

轟§ミ註︒

︵4︶ハインリヒ六畜については︑Oω①aΦ9自軍Φ目恕§識簿ミこO叫同日ωβα∬

や

b帖爲§ミご

GQ軽①−ω㎝①．

砺ざ識8博通画題馬鼻︵回Φ課︶智・課尚O刈を参照︒

﹈≦ロO冨09ρ男琶Oのω090賃国H甑①hO110Φ評一霞．

ミ禮§8戚避馬ミN皆ミ鳩くO圃．ωρ開Oヨ斜回ω瓜巳8αΦ匿閃昌qOご唱①島冨犀巴冨目㍉￠QQ食

︵5︶コスタンツァについては︑置O冒Φお8ぽ①o師OoωB嵩自・q≧什磐謹F貯

︵6︶フェデリーコの幼少期については︑伝記的な関心から多くの研究が行われて

一4一

註

き詮餐幽き切ミ翫§ミ簿喩§ミ懸︑S§爵皆無ミ豊鼠国輪切自貸N拳時違旦暮鳴臥曽冨

︵10︶この時期の諸勢力の争いについては︑Z窪ヨ葦戸閃畠巴臼寒§§N§ミミ§

ラブ官職﹂樺山紘一編﹃西洋中世像の革新﹄刀水書房︑ 一九九五年︑三一頁か

同﹁ノルマン・シチリア王国のアミーラトゥスーノルマン行政の頂点にたつア

P冨㍉じd①巳Z①≦ざ鼻閤直写い磐αq温ΦQ︒①が参考になる︒

東京大学出版会︑

同﹁中世ヨーロッパと現代﹂義江彰夫︑山内昌之︑本村凌二編﹃歴史の対位法﹄

路1﹄東京大学出版会︑

︸九九五年目以下︑高山﹃神秘の中世王国﹄と略記︶︒

︵11︶フェデリーコの親政開始後︑ドイツでの活動を経て皇帝戴冠に至る経過につ

ロッパと現代﹂と略記︶︒同﹁地中海のノルマン人﹂﹃岩波講座世界歴史七 ヨー

ら五〇頁︒同﹃神秘の中世王国ーヨーロッパ︑ビザンツ︑イスラム文化の十字

いては︑以下を参照︒咽鎚8お叢︒斜零丁ミ帖塾揺℃ω・Q︒㊤由O卜︒堂幅謹こω．ω？Q︒Φ⁝ぎ口

ロッパの誕生﹄岩波書店︑

b︒霧︶量定巳量

Ω①＜ρ寒恥ミ恥苔鳩ぎ§識簿自⁝堕署・㎝⑩山ωQ︒旧︒︒け母器齢連ミ識ら瀞緊℃ω・嵩鼻−b︒αQ︒．

中海のノルマン人﹂と略記︶︒

謡8冴魯巳ω6薮①員欝貯①田O①ωo罠6算①早引昨①土壁鼠ωω魯ωo藍①

︵12︶bd器昏αq魯鳥馨醤嘗評慧⁝℃ω・︒︒88●

︵14︶注︵15︶︵16︶で挙げるカラヴァーレとマルタンの研究の他に︑ドイツのケ

ぎぎ§鋳ミ職︒罫こ噂．と略記︶︒さらに︑邦語の研究文献としては以下のものが

窒養︒§駄99§ド①ご①罠累①≦ぎHミ函9ジ図・轡⇔dぼ拝お①ω．︵以下︑謬冨畜ヨ斜§僑

﹃中世地中海世界﹄と略記︶︒翻訂旨ヨ自︒鴇黙8ω罫§馬魯ぎ§韓ミ翫§ミ§き§§

竃営9①P寓8野臥凹国ω巴①げ①ロ二障目塁上O貰温8ωb・ω禽山零．

目撃①結け①誤︒冨O①8置98㎝y拝ωαQ．︿8二葉一即野臥︒鳳ω魯巳素直

罫黛ミ隔日§冴鼻ぎ鍵§鍋O僑ミ募鳶︵寓口g凶器門ぼω8臥ωo冨ω酔熔象2画多多臨琶αq

Oげ①茜露αq〜ω凶N強9≦酵厩①巳畠臼屋滋a量讐①搾閏ユ①閑臥魯ω國r貯穿§ミ鴬鳶︑

ルツァーの以下の研究が公刊されている︒牌O冒①お哺置①o 閃睡中O巳αqお凶6ぼ凶目

一九九八年︑一三一頁から一五六頁︵以下︑高山﹁地

一九九八年︑︸五七頁から一七四頁︵以下︑高山﹁中世ヨー

﹃中世地中海世界とシチリア王国﹄東京大学出版会︑一九九三年︵以下︑高山

︵13︶これらの研究のうち︑現在最も基本的な文献は以下のものである︒高山博

ある︒山邉規子﹁ノルマン朝シチリア王国に関する一考察−財務組織を中心と

嚥開巳昏伍認巳①計

して一﹂﹃史林﹄第六四巻第六号︵↓九八︸年一一月︶︑八四頁から一一七頁︒

§欝§爲帖§ミ斜艶書

時事トミご§ミ龍眼§貸貯妹ミ㌧愚ミ︒禽§馬竈ミ欝§oミ蜜滝ら︒螢誌ミ§N8§§o

︵15︶0器く貼ρ鼠鉱9寺口ω捧9凶§凶幽Φ貯Φ撃oa睦︒難韓欝読解ぎ§弓餌四一①感ω＜①＜ρ

ス・バローヌムについてーイタリアにおけるノルマンの封建制解明のために一﹂

九八三年︶︑一六頁から三一頁︵以下︑山邉﹁司法官﹂と略記︶︒同﹁厚臼ローダ

d黙6δ8馨邑①唱ΦユびΦ巳震︒酷く一︒︒叶惹藁8国も唱・①国臣野︵以下︑O二葉巴ρピ①

びΦ巳6鼻§賦①帥馨帥99罫噂昏σ鼠§δ巳

同コ︸〜一二世紀の南イタリアの司法官﹂﹃イタリア学会誌﹄第三二回︵一

﹃史林﹄第六六巻第六号︵一九八三年一一月︶︑一〇九頁から﹈四一頁︵以下︑

けるノルマンの財務行政機構﹂﹃史学雑誌﹄第九二編第七号︵一九八三年七月︶︑

二士馬⑦三吉ミ§Q§鐸砺蹄ミ§黒ミ§切肉§置降ωひq．＜B臣8咽O冒露餓冒凝①戸

︵16︶寓帥三陸﹂＄早冨巴①

平群自δ臥⁝も・と賂記︶︒

①併q嵩磐寓鼠鼠︒︒冨8℃ω鋤蹴δ脳㊤電︶葡︒ヨ斜

O§ミ§題§ミ§鳥霧§o︑聴巳讐§o迷Q︒軌︵寓冒一ω8お需甑

山葵﹁カタローグス・バローヌム﹂と略記︶︒高山博﹁十二世紀シチリアにお
一頁から四六頁︒同﹁十二世紀ノルマン・シチリア王国の行政官僚﹂﹃史学雑

蜜昌同ぎ筈︒騨ρおりρ昭・瓢ω山心O・

び．巴ヨ一巴ω鐸巴霧曾圃︒葛偉智①①め耳①Zo欝罠滋ω碧ωo鶴呂①︒︒糟

誌﹄第九三編第︻二号︵一九八四年一二月︶︑一頁から四六頁︒同﹁十二世紀
ノルマン・シチリア王国研究﹂﹃創文﹄第三〇八号︵一九九〇年三月︶︑一五頁

躍Φに依拠する︒ただし︑行政諸機構の段階分け︵中央行政︑広域地方行政︑

地方管区行政︑末端の行政︶については︑マルタンの用語を参考にしつつ︑筆

︵17︶以下の叙述は主に︑高山氏︑山辺氏の諸研究︑さらに二型旦愚．9墜も9鵠甲

者なりの整理を行った︒

から一八頁︒同﹁ノルマン・シチリア王国と歴史研究ードゥアーナの研究をめ

同﹁神秘の中世王国﹂﹃q勺﹄第二三九号︵一九九二年九月︶︑

︵18︶寓聾貫道．9土日・嵩Q︒−戯唄旧高山﹃神秘の中世王国﹄一七二頁から一七六頁︒

ぐって一﹂﹃歴史と地理﹄第四三五号︵一九九一年＝月︶︑一頁から一六頁︒

同﹁シチリア王国﹂歴史学研究会編﹃講座世界史第一巻輯世界史とは何か一多

八頁から二一頁︒

元的世界の接触の転機﹄東京大学出版会︑︸九九．五年︑一五九頁から一七一頁︒
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康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

西洋史論集

魯N

冒ω臨臨監島カピターネウスにしてマギステル目ユースティティアリウス︵軍務

︵24︶この役職は︑半島部の軍事・司法を統括する役職﹁o昌淳鎚①高唱山国讐跨①円

持っている︒両者を区別するため本稿では中央の司法担当役職である

官にして司法長官︶﹂と一部︵﹁冥目野壷日影ω簿帥自門ω司法長官﹂︶同一の名前を

七頁︒騨ωo拝O貯金ドβ︒山鼠餌簿帥ω坤6鹸pゆ三部①ロ．Φ醇島圏O①ぼoo一回埴勘旨旨鷺職蹄智識

︵19︶高山﹃神秘の中世王国﹄一七六頁︒山上﹁カタローグス・バローヌム﹂＝二

ミ国§帖ミN旨§bQ︽お㎝ご唱．海刈−①Q︒罰ユ9貯ミー臣いミ轟餐欝㍉跨．．ミ頴魯蕊8自ミ曾ミ皆

﹁日ゆ笹偉鶏目色藍拐﹂を﹁司法長官﹂︒広域の地方行政における役職﹁爵営霞6￠ω

ミミ切知識蕊黛︵圏目§αo日①匪Φく貼ρωε匪鼠ω8ユ麟①ω8臨︒醤騨ω禽帥8①鼠ω8ユ麟
α①瞬曳ω簿g四目置Φ貯紹獣9熱讃①島①ロ①賦①o回Q︒︶噛ぎ8δ㈹冨島ω6降瓢餌︒厳麟感露

マギステルHユースティティアリゥス﹂として表記する︒

禽ヨ餌讐曾興貯︒・鼠隔壁口︒︒﹂を︑︵やや煩環ではあるが︶﹁カピターネウスにして

︵25︶高山﹃中世地中海世界﹄二九一頁︒醇帥鴇目ρ§僑臨§§跨§嚇帖§．こや匿釦山

轡鍵鵠摩︒蓼①準じd偉段①ω酷しdgo窟M筆写︒昌団島8HρおQ︒刈もや誌8ム鉢︒ピ

た地域的相違が統一されてゆく傾向がみられる︒その意味では︑この﹁危機の

邉﹁司法官﹂二四頁から二五頁︒

︵20︶しかしながら︑本稿で扱う時代に︑とりわけ行政諸制度の分野では︑こうし

︵26︶圏①ぽお圏櫛匹︾中墨舘ω

また︑現在︑筆者もこうした現象について本格的検討を行う段階にない︒それ

てはいるものの︑それらの事実の検討は十分に尽くされているとはいえない︒

と思われる︒しかし︑後述のカラヴアーレも︑興味深い事実をいくつか提示し

一頁から五〇頁︵以下︑高山﹁アミーラトゥス﹂と略記︶︒露pゆ鴇冒ρ鵠叶︒ω謹

たつアラブ官職﹂樺土研一編﹃西洋中世像の革新﹄ 刀水書房︑一九九五年︑三

︵27︶高山博﹁ノルマン・シチリア王国のアミーラトゥスーノルマン行政の頂点に

劇QQ山ω㎝■

愚執§§職防ミ恥§鷺お§評蜜醤一露ωび20ぎ雛O鱒Z餌慶雲︒置霞①

b紺§袋醤織§軌ミ蕊ミ§黛醤§旨智切帖馬駐簿§き§題●肉画ミ

能である︒こうした点の認識は︑王国のその後の歴史を考える上で重要である

時代﹂は︑﹁従来の地域特性がゆるやかにうすめられた時代﹂︑と言うことも可

ゆえ︑この点については別稿を期すことにし︑以下︑こうした現象︵11地域的

評琳ミ專§N鳶§歌●OSミ謎︑鵡竃蕊ぎ陰影§斜⑦ミミ馬§白鼠戚き同語醤計画愛ぴ鳶鼻ひ

野①紅鶴貼︾雲叢罰盃鼠§℃溶き蒜蛍袋ミ蕊Nミ物臨舞い﹂書㍗袋旨職ト§四重らミ簿欝

き帖ミ妹駐貯些①窯︒§固昌霞醤αq9目︒暁ω帥︒︷ぽ−諺ド＄感ゆ伽qO臨80暁爵帥げ坤oO甑㈹貯竃

鳩ω9①師甑ρ6欝あ■

相違の統一化︶については註記するにとどめる︒

項目罠舞①ロα角ω葭誘6ず①昌偉目傷残認︒獣ω9Φ醤函O昌一㈹①回目鵠・償昌住ご．智町ぴ偉昌自Φ昌

榊題ω凶︒凶ぎ肉遷蹄評ミ⇔誉識らミ肉§帖鴨ミ回O鼻︵蜀QQ㊤︶懇・ω零−ω刈b︒助ω畠践①置出磐︒・

胃ωoq●︿§欝一じ⇔o需げ象亀郎昌恥団自obご§博翻躍どω窪舜αq葺M貯8口頴δ屋①曇レ＄◎︒鳩

︵21︶綬匿冨ヨ斜鼠壁︒ω露圏目臣鑓①ω閃①嬉ω留鳥墜①叫︒冒旨旨臼8§9︒＝昌穿①捧ギ8㌣

量目ミ鴇漕さ虜慶陵ミミ戚ミO◎ミ㍗O同局謀忠ミ酬N肉恥き魯O高邑§§恥§轟ミ9尉僑N袋︑

略記︶︒この時期︑この役職は二つの意味を持っていた︒すなわち︑①﹁器魅

やや・おω華中・︵以下︑四二ρ暮誌§凌霧貯騨ゆ2︒自磐匿謁儀薄鼠ω凶︒聲や．と

O冨

堅§餐8ミ雪隠憩§紺蕩N①︵お爵︶ωbO騨︒︒軽︒︒⁝高山﹃中世地中海世界﹄二五四

時期に手にいれる名誉の称号﹂︒高山﹁アミーラトゥス﹂四二頁から四四頁︒

も・8謎早目二曲ω国王の艦隊の提督﹂︒②﹁有力な官僚がそのキャリアの終わりの

頁から二五六頁︑二七九頁から二九〇頁︒馨冨ヨP§恥轟隠ぎ§蹄§翫§・．．も噂．
㊤o︒由O鯉署．臣㎝山b︒卸高山﹃神秘の中世王国﹄一八○頁から一八五頁︒

露曙β︒目ρ誤§帆ミミ防曽厳①瓢︒§隔心貯αq島︒目︒暁ω惹ぼ切噂●竃N山門．

︵22︶ただし︑グリエルモニ世幼少期およびそれ以前の時期は例外である︒この時

期には︑伯がファミリアーレースの一員となっていた︒グリエルモ昭島親政期

昏臨§傍魯︒・謬昔簑鰻6ミ罫欝e§犠ミ9導§総画＆蹄Nミ山里︒・浅§鼻ピ①首N一伽q鳩

ンケルナ︵司酒役・シェンク︶などの役職が存在していた︒寓錯①が団讐ω爲

おOΦ⁝累需げ含O置貯δPω息O鴛︷鋭竈①Q◎℃bd儀．NQり・Q◎Φ甲晒

︵28︶具体的役職としては︑セネスカルクス︵家令︶︑マレスカルクス︵厩役︶︑ピ

秘の中世王国﹄一八五頁︒

︵29︶本稿では︑中央行政を狭義にとらえ︑ファミリアーレースと︑﹁司法長官﹂ら

におけるファミリアーレースからの封建貴族︵諸侯︶の排除については︑高山

︵23︶高山﹃中世地中海世界﹄二九二頁から二九人気︒葺℃§白鼠ぎ§蹄ぎ職§・こ

﹃中世地中海世界﹄二八九頁︒酵餌醤Bρ憲偽臨偽ぎミ蹄§§醤⁝も・罵G︒⁝高山﹃神

署●お㎝尚ω9高山﹁地中海のノルマン人﹂一四九頁︒

6 一

…

る︒すなわち︑本稿では地方行政に﹁ドゥアーナHデ隠セクレティース﹂を含

マン・シチリア王国の行政制度の説明として必ずしも適切ではない場合もあ

めて考える︒しかしながら︑こうした中央行政・地方行政という区分は︑ノル

の行政機構を中央行政と位置づけ︑それ以外の行政機構を広義の地方行政に含

唱①6一国ξ巨借H肉︒㈹臼閏●鋤匿≦一十帥ヨ國﹂鵠ア躍①◎ミ偽携駄ミ笥馳ミ画聖曾ぎミミ

︵34︶溝鼠︒・8画く皿旨罫日日冨Zo門日雇践慧駄舞鎚酔δ昌oh︾腰証隅民9窯ρ目︒器①ω−

噴サ翻O山鴇．

︵33︶高山﹃中世地中海世界﹄三三六頁から三四〇頁︒ぎ旨§騙§軸奢ぎ§蹄ミ職§⁝矯

ノルマン人﹂

一四九頁から一五〇頁︒

めたが︑この方法ではこの部局の性格を十分に表現できないうらみがある︒と

§§︒§患恥翫黛§ミ蕊湯器§自匙ミ§嵩画騎§﹄嵩Nド幾着電①戸象窪幽い同ゆQ︒8

肉︒§恥①︵μ欝ω︶薯﹄◎◎N−卜︒Φα旧圃9臨簿

世以来のシチリア・カラーブリアの行政において︑中央財務行政組織として活

サと略記︶︒高山﹃中世地中海世界﹄二六〇頁から二六四頁︑三二七頁から三

署・b︒︒︒卜︒面綜．︵以下︑引用は後者から行い︑智自ωβ§恥き§§爵ぎ§蹄書職§⁝

§馬さ§ミ蕊溢戚§画ミ韓鳶翫︒醤駄奪ミ旨貸醤織

いうのも︑﹁ドゥアーナ

期してきたのである︒この意味では国王直轄の中央行政に含めて考えることも

ついては︑註︵24︶参照︒

二九頁︒三訂巻導︒・噸§価謁量帖§無ミ畿§⁝も℃・圃Oα山O◎︒もや冨ω山麟・この名称に

デ勃セクレティース﹂はパレルモにあって︑シチリア

島・カラーブリアの国王による︵直轄的な︶土地行政を管轄し︑ロジェール一

可能であるからである︒︵例えば︑高山﹃中世地中海世界﹄第三部第七章第三

︵36︶ただし︑この地方管区行政機構が完成していたのは︑半島部に限られる︒と

唱．竃㎝．

︵35︶高山﹃中世地中海世界﹄三二八頁から三二九頁︒葺欝岡寒軸轟§§蹄ぎミ§⁝堕

節﹁ドゥアーナ・デ・セクレティースとシチリアの行政﹂は︑第七章﹁ウイレ

ルムスニ世治世の中央行政﹂の中に含まれている︒同書三〇二頁から三一五
デ匡セク

いうのも︑カラヴアーレによれば︑管区カメラリウスのシチリア島への任命は

レディース﹂を広域の地方行政に含めて考えることができること︒さらに︑後

頁︶︒しかしながら︑行政の機能という面からみれば︑﹁ドゥアーナ

確認されていないからである︒O器く巴ρ圏甑ω聾9δ昌陣；・も気ω．ここにも︑王国

デーーセクレテイース﹂を含め

の上述の地域区分︵シチリア・カラーブリアと︑その他半島部︶が反映されて

て議論をおこなっていることを考え︑本稿ではこうした中央・地方行政の区分

いる︒陶芸瓜鐸§●9︒計署．臣①−臣S

述のマルタンも地方行政を扱う際︑﹁ドゥアーナ

をとった︒

︵37︶高山﹃中世地中海世界﹄二＝二頁から二四八頁︒圏菖欝ヨ斜§鴨謡ハぎ§蹄ミ職§き
噂やおおω．

テリア王国の行政機構において両機構は機能上厳密に区分されてはいなかった
︵高山﹃神秘の中世王国﹄一九〇頁︒高山﹁中世ヨーロッパと現代﹂一六七頁

遣§蓉§oミ9ミ§屋一きミ醇①ωρお①①ヨω降臨剛冨♂富℃露貯ロP愈降ρ罵Φ㌍唱●

︵38︶智巳ω8

︵30︶本稿では︑財務行政機構・司法行政機構ということばを用いるが︑当時のシ

から一六八頁の批判を参照︶︒しかしながら︑大まかな機構区分は可能である

寒恥≧︾謹§≧ぎ§蹄言識︒§こ署．︒︒Ob︒山︒︒b︒旧9尽爵回①℃冨践︒黒陶§︒

と思われる︒それゆえ︑各役職・部局が両方にまたがる活動を行っている場合

一七頁から二一＝頁旧二六七頁から二六人頁︑三四六頁から三四人頁︒

b︒巴﹄ω軽・︵以下O器く巴ρ﹄陶§︒⁝も唱●と略記︶︒高山﹃中世地中海世界﹄二

調冨彰彰ρ冨恥誌§§蹄ミ職︒蕊⁝も7刈アQ︒ρ腿●三三団団ωも唱隔鯉山①9

には︑その都度言及しながら︑財務行政機構・司法行政機構という名称を用い

︵31︶高山﹃中世地中海世界﹄三〇二頁から＝＝五頁︒薯醤爵M§鴨繋ぎ§蹄転職§⁝唱

いる︒智目δo鼻§恥冬§噛§溢億ぎ§帖無達翫§⁝もやωO①−ωOぶ山邉﹁司法官﹂二三

︵39︶ジャミスンら多くの研究者は一一四〇年以前に﹁司法官﹂制度の成立をみて

る︒

場．器ω山禽⁝高山﹃神秘の中世王国﹄一八七頁︒高山﹁地中海のノルマン入﹂

刈︒︒鴨護摩甑炉愚●ミ．も﹄回刈願これに対して︑カラヴアーレは﹁司法官﹂制度成立

頁︒高山﹃中世地中海世界﹄二一八頁︒翻惹三日ρ寒山叫喘ぎ§目無ミ帖軌§⁝も罰刈刈−

一四九頁から一五〇頁︒

もや竃甲頴評高山﹃神秘の中世王国﹄一八五頁から一八七頁︒高山﹁地中海の

︵32︶高山﹃中世地中海世界﹄三三〇頁から三四二頁︒爵無智耳茸§馬謁§§早書識§⁝℃
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「危機の時代」（l198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原
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を︑

一一四〇年以降のことと考えている︒0周巽鉱ρ自肉§o⁝
中田・ただし︑カラーブリ

唱やb︒N同−Nbρ野

六八頁から二六九頁︑三四八頁から三五〇頁︒鐸鋤鴇目P§恥︾繕§ミ論鳶欺§⁝℃

︵40︶O践mく巴ρ笥肉§o⁝も噂﹄卜︒Φ山ωO⁝冨鋤罫貯唱愚．9外も

ノルマン時代︑シチリア・カラーブリアへの管区カメラリウスの任命は確認さ

れていない︒0欝く巴Pド虫ω葺自δ巳⁝℃や甘口高山﹃中世地中海世界﹄二二一頁︒

署気早も◎︒も噂・Q︒O−o︒飼署噂臣ω山置もP器O山①Pただし前述︵註︵36︶︶のように︑

は異なっている︒また︑高山氏はルッジエー講話同時代に︑シチリアにおける

政役人は﹁ドゥアーナ

三二︽§ρ§僑缶§§韓ミ職︒蕊⁝℃︐Q︒9それゆえバイユールス他の宋端の財務行

ア︑シチリアにおける地方﹁司法官﹂制度確立の時点については︑両者の見解

制度確立をみている︵高山﹃中世地中海世界﹄二︻九頁から二二〇頁︒

と思われる︒ここでは︑暫定的にそれらに従い︑本格的検討については別稿を

レの見解が︑シチリアについてはマルタン・カラヴアーレの見解が妥当である

要であると思われる︒筆者の見るところ︑カラーブリアについてはカラヴァー

地域的相違とも関連して︑問題は錯綜した様相を呈しており︑独立の論考が必

の問題︑かつまたシチリア︑カラーブリア︑その他半島部における王国行政の

ける地方﹁司法官﹂制度確立時点という闊題については﹁司法官﹂制度の前史

註︵30︶参照︒

るようになった︑とみている︒この点についてのカラヴァーレの見解は︑次節

であったが︑本稿で扱う時代にバイユールス管区が縮小し︑都市領域と一致す

ルマン時代のバイユールス管区は都市とその周辺部を含む︵比較的広い︶管区

代の早期にこの都市管区が成立した︑とみている︒他方︑カラヴァーレは︑ノ

︵45︶寓帥冨P魯．ミ・もO・頃評甲同Q︒・この都市管区について︑マルタンはノルマン時

デ釧セクレティースレに直属していたと考えられる︒

調瞠曙ρ讐ρ寒で・︾織§§韓蓋瞥画§⁝もや刈︒︒肉O・︶︒このカラーブリア︑シチリアにお

期したい︒

が当てられてることがある︒ただ︑本稿の時代にはバイユールスの自立化︵あ

︵46︶憲畳旦愚．9赴唱．嵩︒︒−臣Φ バイユールス冨芭房の訳語としては︑﹁代官﹂
9亡く巴0ド巴ω馨自δ昌一．こ署・唖甲Q︒ρ

ルスと表記する︒

るいは後述の﹁分権化﹂︶が進み︑﹁代官﹂という名称がこの役職の訳語として

︵41︶山邉﹁司法 官 ﹂ 二 五 頁 か ら 二 六 頁 ︒

︵47︶寓鍵ぼ炉§﹂ミ■も・躍︒︒旧高山﹃中世地中海世界﹄一四〇頁︒爵訂旨ヨ斜憲僑

︵42︶謹製叶亘魯●ミのも．爆心・

テッラhディロラヴオーロとモリーゼ伯領︑プリンチパートとテッラhベネヴエ

謁§§韓ミ畿§⁝も．ω伊

適切なものではなくなる︒それゆえ︑やや煩忙ではあるが︑本稿ではバイユー

ンターナ︑カピタナータ︑テッラーーディHバーリ︑テッラーードトラント︑バシ

︵48︶この役職の訳語は通例﹁裁判官﹂であるが︑一般名詞としての裁判官には﹁司

︵43︶フェデリーコニ世時代には︑以下十一の管区が存在した︒アブルッツオ︑

ルソ川のこちら側のシチリア︑そしてサルソ川の向こう側のシチリア︒以下を

リカタ︑ヴァルーーディーークラーティとテッラ ジョルダーナ︑カラーブリア︑サ

まねき易い︒それゆえ混乱をさけて︑本稿ではユーデックスと表記する︒

法官﹂﹁バイユールス﹂らが含まれ︑固有の役職名﹁貯暗×裁判官﹂とは混同を

︿Φ讐盆O︶噂⇔σ巴鴇O鑓臨8⇔d一讐①日目ρδQ︒ρ

益ミ魯執上程勲隷恥90§ミ恥憲魯蔑ら帖賢ミ︵O臥国b⑩山Oo簿O牙①同Oミ︶

参照︒喝①巳P圏臼欝霧︒臨αq冒︒・甑N高辻甑窟︒≦⇒o芭置皿因①αq昌︒臨︒︒一〇注目部①肖史帥

噛⑩毒蛇9営斜ご

︵ω8簡①鼠aω8冨騨艮趨Φ域一帥㌘讐pO︒

肉馬＆§ミ簑な識ミ嘗貯軋こ馨職ミ濤ミざ§§凡ミ紙ミ臨︒ミ

魯N物§oミ9ミ旨ミ慰§oミき戚ミ詩︒鐸鼠貯ロP曵邸ρ回り緯も唱・嵩b︒温刈ω・阪

や・罵ρ昌．嵩旧Oo罠く斜評90

上眞千子﹁フェデリーコニ世治下のシチリア王国における国家組織・経済・祉
会﹂﹃阪大法学﹄第四六巻第一号︵通巻一八一号︶︵一九九六年四月︶︑九四頁
注︵18︶︒次頁の地図を参照︒
︵必︶高山﹃中世地中海世界﹄二一七頁から二﹁九頁︑二二︼頁から二二二頁︑二
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アブルツツオ
d

カピタナータ

e

プリンチパート

f

（テッラ＝ベネヴェンターナ）

a

c

U

oG︒

カラーブリア

m

サルソ川のこちら側のシチリア

n

サルソ川の向こう側のシチリア

9

1 テッラ＝ドトラント
k ヴァル＝ディ＝クラーティ

﹃危機の時代﹄における二三行政の

1定説的見解1

﹁解体﹄

前述のように︑この﹁危機の時代﹂の王国行政機構については︑近

年に至るまで十分な検討がなされてこなかった︒多くの研究は︑この
ヒ

時代の政治混乱から類推しつつ︑王国行政の不振について一般的に述

べているにすぎない︒そのなかで︑地方行政の問題に限定してはいる

ものの︑比較的詳しくこの時代の行政機構の状況に触れているのが︑
ハ レ

イタリアの法史学者OΦ＜興σq︒慈巳の研究である︒

デロヴェルゴッティ！二は︑ノルマン時代からシユヴアーベン時代

にかけての地方行政機構の変化を以下のように論じる︒すなわち︑ノ

ルマン朝シチリア王国においては︑聖俗封建貴族に対して︑王権によ

る厳格な統制が確立された︒彼ら封建貴族に代わる存在として︑王権

によって地方行政機構が整備された︒すなわち︑﹁司法官﹂と管区カ

メラリゥスの任命である︒﹁司法官﹂と管区カメラリウスは︑国王に

よって任命され︑王権の厳しい統制下におかれていた︒このうち﹁司

法官﹂は刑事裁判権を担い︑管区カメラリウスとともに︑管区のすべ

ての地域に権限を振るっていた︒このように︑ノルマン朝期の地方行

政機構は︑厳格に集権化された官僚制的構造をとり︑当時のヨーロッ
ロお

パ世界にさきがけて︑ここシチリア王国において国家の封建的性格は
完全に克服された︑という︒

さらにデ目ヴェルゴッティー二は以下のように続ける︒このような

地方行政機構は︑しかし︑一二世紀末︑王国の危機において崩壊する

一9一

O

k

1

e
o。

h

g バシリカタ
h テッラ＝ディ＝バーリ

d
b

テッラ＝ディ＝ラヴォーロ
（モリーゼ伯領）

m
Hiersemann，1984，
Anton
Stuttgart，

9π7zθ露血7Zsz
伽Kδ幅9γ召励s伽1彪

n

29），
Mittelalters
des
Geschichte
zur

Joachim：DσεMゴ1㈲耀θs6
（G6bbels，

C

a

b

康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

．とテッラ＝ジョルダーナ

ηoη∠吻。班1265−128籾（Monographien

272しの地図をもとに作成）。

西洋史論集

ない︒聖俗封建貴族は︑地方行政役人︑すなわち﹁司法官﹂の権威に

た︒更に︑彼らは国王からさまざまな特権を獲得した︒それだけでは

王領地を侵害し︑王領地住民を自らへの従属関係に入るよう強制し

ことになる︒政治混乱の中で︑封建反動がおこった︒聖俗封建貴族は

を定めたのである︑と︒

した﹁纂奪﹂の根絶︑言いかえればルッジェーロニ世の体制への回帰

はその任命権の﹁纂奪﹂が実際にみられたこと︒フェデリーコはこう

わち︑かつて王国の﹁危機の時代﹂に﹁司法官﹂職そのもの︑あるい

この一節を︑デ聾ヴェルゴッテイー二は以下のように解釈する︒すな

ハ

逆らい︑自らが刑事裁判権を担うようになったのである︒デ鐸ヴエル

以上をふまえ︑デ

構に顕著な﹁断絶﹂をみる︒つまり彼の説は︑﹁断絶﹂説と言い得る︒

このように︑デuヴェルゴッティー二は︑この時代において王国行政機

ていたとはいえ︑実際にはほとんど無機能の状態に置かれていた﹂と
ア
結論づけ︑この時期に地方行政機構は﹁解体﹂したと考えるのである︒

ルッジェー山亭世によって創始された地方組織は︑法的には生きのび

ヴェルゴッテイー二は︑﹁＝二世紀初頭には︑

ゴッテイー二は︑こうした現象の反響を﹃シチリア王国勅法集成﹄の
一節から読みとろうとする︒すなわち︑この﹃シチリア王国勅令集成﹄
ら
は︑フェデリーコニ世が一二三一年に編纂させた法典であるが︑その
一巻四九条にこう記されている︒

﹁いと高き余の特別な飾り︑ならびに皇帝たる余の純粋なる支配権

下のことを禁じるものである︒すなわち︑︵彼らが︶﹃司法官﹄職を自

ち︑バロンたち︑騎士たちならびに地域の共同体に余は断固として以

永遠に有効たらんとするこの規定により︑教会の高位聖職者︑寝た

要指標として︑︵﹁司法官﹂など︶諸役職の﹁任命﹂の問題が焦点となっ

ととらえられていることである︒第二に︑地方行政機構﹁解体﹂の重

行政機構の﹁解体﹂へと︑王国社会にきわめて劇的な変化が起こった

族への厳格な統制から︑一転して︑﹁危機の時代﹂における王国地方

このデけヴェルゴッテイー二の所説の特徴として︑以下の諸点が挙

らの地において担おうとしたり︑なにびとかに﹃司法官﹄職を担うこ

ていることである︒さらに︑第三点としてデ目ヴエルゴッテイ：二の所

巨℃Φ巨日に属することが承認されているもの︑そのものが不正なる傲

とを委任しようとすることをである︒そうではなく彼らは︑余から任

説への印象として挙げられるべきは︑王国地方行政機構﹁解体﹂の具体

げられるであろう︒まず第一に︑ノルマン期における王権による聖俗貴

じられた﹃司法長官﹄たち︑ならびに﹃司法官﹄たちに職務を任せる

的な分析の乏しさである︒引証されるのは後代の法規範史料のみで︑同

慢によって横領されることを余は欲しない︒それゆえ︑威厳ある余の

べきである︒このいと高き余の説法を侵害する者︑すなわち﹃司法官﹄

時代の状況が史料に即して具体的に提示されておらず︑隔靴掻痒の感は

ビロ

への被任命者たちも︑任命煮たちも同様に︑彼らの土地の没収によっ

否めない︒果たして同時代の諸史料は︵デ闘ヴェルゴッテイー二のいう

ハさ

て余は罰する﹂︒︵括弧内は筆者による補足︑以下も同じ原則による︶︒

ように︶﹁王国︵地方︶行政機構の解体﹂を裏付けてくれるのであろうか︒
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二 王醐行政諸機構の﹁連続性﹂ーカラヴァーレー

年の論文﹁ノルマン時代とスワビア時代の間のシチリア王国の諸学

本格的な史料検討を基礎に︑この時代の行政諸機構について新見解
ね
を提起したのが︑イタリアの研究者カラヴァーレである︒彼は一九九

ハのロ

ね
﹁ドゥアーナHバローヌム﹂の廃止である︒前述のように﹁ドゥアーナ

バローヌム﹂は半島部の行政全般を管轄していたが︑この部局が廃止さ

ディ

ラヴオーロのマギステル

カメラリウス﹂職が設け

れたのである︒そして︑この﹁ドゥアーナ隠バローヌム﹂に代わって﹁プー

リヤとテッラ

られたのである︒この﹁プーリャとテッラほディけうヴォーロのマギステ

ル峠カメラリゥス﹂職は︑﹁ドゥアーナ目バローヌム﹂の設立以前︑半島
めレ

度﹂のなかで︑王国行政機構の﹁断絶﹂説に対して疑問を呈し︑行政

部に存在した役職である︒それゆえ︑グリエルモニ世以前の半島部行政

のロ

ロ

の

他の行政機構には変更は見られず︑ノルマン時代同様の活動を継続し

第二点︒﹁ドゥアーナHバローヌム﹂の廃止にもかかわらず︑その

が問題となる︒カラヴアーレによれば︑その理由は﹁信頼できる人物に
ロ
よって︑半島部諸地方への統制を確保するため﹂であるという︒

ハお

諸機構の﹁連続﹂説ともいうべき説を展開している︒以下︑彼の主張

機構が復活した︑とみることができる︒だとすれば︑旧制度復活の理由
りね

を紹介してみたい︒

まず︑カラヴァーレは検討の時期を三つに区分する︒すなわち︑
jハインリヒ野々・コスタンツァ統治期︵一一九四一＝九人年︶︑

︵二︶フェデリーコニ世幼少期︵一一九八−一二〇八年︶︑︵三︶フェ
ハに
デリーコニ世統治初期︵一二〇八−一二二〇年︶である︒彼はこの三

ハぬ

ハ

ふり

ていた︒すなわち︑中央行政においては︑尚書局︑﹁司法長官﹂︑︵王

宮︶カメラリゥス︑アミーラトゥス︑﹁宮廷諸役職﹂︑これら諸役職・

つの時期における王国諸制度をそれぞれ検討する︒彼は王国各地への
国王発給証書多数を検討し︑この時代の王国諸役職・諸部局への言及

諸部局の活動継続が確認される︒

ハインリヒ六慢・調スタンツァ統治期

ロ

にこの役職はプ：リャとテッラ臼ディ同ラヴオーロでは任命されてい

を除けば︑活動継続が確認できる︒すなわち︑﹁カピターネウスにし
あけ
てマギステルほユースティティアリゥス﹂職についてはどうか︒確か

いた︒また半島部の広域行政についても︑﹁ドゥアーナ目バローヌム﹂

ロ

官たち﹂をもち︑前代同様︑土地台帳を保管しつつ︑活動を継続して

ナ日デロセクレティース﹂は︑﹁ドゥアーナ目デHセクレティースの長

方行政について︒シチリア・カラーブリアの財務行政機構﹁ドゥアー

さらに地方行政に目を移しても︑事態は同様である︒まず広域の地

を可能な限り抽出する︒そして︑これらの言及から諸制度の連続性を
ハロ

よみとってゆく︑という方法をとる︒以下︑彼の時期区分に即して彼

期

の見解をまとめてみたい︒

j第

︵＝九四1＝九八年︶
この時期について︑カラヴァ：レの分析をまとめれば︑以下三点に
なる︒

第一に︑まず半島部の広域行政機構に変化があらわれた︒すなわち︑

P1一
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さらに︑地方管区行政と末端の地方行政についても︑状況は同様で

いた︒他方︑カラーブリアの﹁カピターネウスにしてマギステルuユー
ロれロ
スティティアリゥス﹂の活動継続は史料から確認できる︒

ない︒しかし︑ハインリヒの側近が事実上この役職の機能を果たして

れるようになった︑とカラヴァーレは推定するのである︒

応して﹁ドゥアーナ﹂ということばも︑下位の諸役職に拡大して使わ

諸史料からも確認できるが︑こうした下位の諸役職への権限移譲に対

ルスら下位の諸役職へ委任されるようになったこと︒このことは他の

ナ﹂と呼ばれている︒この時期︑君主の収入・支出に関する業務につ

おり

レ

りあげる︒まず第一に︑﹁ドゥアーナ﹂ということばの用法変化と制

ヴァーレはいくつか事例を挙げている︒そのうち︑ここでは二例をと

言すれば﹁下位諸役職への権限拡大﹂現象の具体例として︑カラ

権化の傾向♂巳①詔︒巴α①8葺δ日①冨8﹂と呼ぶ︒こうした﹁分権化﹂︑換

して︑下位諸役職の権限強化をはかったことを示している︑とカラ

のではなく︑むしろハインリヒ・コスタンツァが新たなる状況に対応

限の﹁纂奪﹂や﹁秩序の解体﹂といった︶ネガティヴな側面を表すも

すなわち︑こうした﹁分権化﹂は︵例えば︑下位の諸役職による諸権

カラヴアーレは決して否定的にはとらえていないということである︒

しかも︑．ここで強調しておきたいのは︑これら﹁分権化﹂の動きを

のり

いて︑中央からの集中管理体制が改められ︑それらの業務がバイユー

ある︒すなわち﹁司法官﹂︑管区カメラリウスも︑そしてバイユール

﹁下位の諸役職への権限拡大﹂の第二の例として︑﹁司法官﹂の裁判

ロあ

ス︵あるいはストラテーゴス︑カテパヌスなど︶も︑また都市のユー
ハお
デックスたちも︑引き続き活動を継続していた︒

権拡大が挙げられる︒前述のごとくノルマン時代の﹁司法官﹂は︑民

のレ

第三点︒︵第二点で確認したように︶諸役職の活動は継続していた

事訴訟においても権限を行使していたが︑この時期﹁司法官﹂が︑行

ロ

としても︑しかしそれらの役職の活動のありかたには変化が現れてい

政諸部局や諸役職︑あるいは都市共同体関連の訴訟を担う例がみら

ロ

る︒すなわちその変化とは︑下位の諸役職が従来以上に広範な諸権限

れ︑この分野における﹁司法官﹂の権限拡大が確認できるという︒

な

を行使するようになったことである︒これについては︑マッツァレー
ハお
ゼ目ファルデッラによる先行研究が存在する︒カラヴァーレはマッ

ツァレーゼHファルデッラの研究に依拠しつつ︑こうした現象を﹁分

度変化との関連である︒すなわち︑この時期﹁ドゥア；ナ﹂というこ

ヴァーレはとらえる︒つまりこれらの変化は﹁組織構造上の発展﹂で
ハ
あると︑カラヴアーレは解釈しているのである︒

ロがロ

とばは︑﹁ドゥアーナー−デ セクレテイース﹂だけではなく︑下位の諸

以上を踏まえて︑カラヴアーレは︑ハインリヒ・コスタンツァ期の

一九八年︑王妃コスタンツァがアグリジエントの港湾収入について︑
ハめ
﹁港湾役だち︒︒詳三段ごとバイユールスたちに命令を下している︒そ

適応したのである︑と︒

行政諸機構は決して定説が述べるようなアナーキーな状態にあったの
あ
ではない︑と結論づける︒行政諸機構は活動を継続させ︑政治状況に

ハお

役職・諸部局にも拡大して用いられるようになったという︒例えば一

の際︑彼ら﹁港湾役だち﹂とバイユールスたちの管轄組織が﹁ドゥアi

一12一

︵二︶第二期

フエデリー調二盤幼少期︵＝九八1＝皿○八年︶

動を継続させていたと主張する︒

すなわち︑まずシチリア︑カラーブリアの︵広域︶財務行政部局

﹁ドゥアーナほデ醤セクレティース﹂についてはどうか︒カラヴアーレ

は︑僅少ながらこの﹁ドゥアーナーーデ目セクレティース﹂関連の史料

本稿冒頭で触れたように︑第二期︑すなわちフェデリーコニ世幼少
ハ
期︵一一九八−一二〇人年︶は︑著しい政治混乱の時代である︒しか
も︑王国全土への中央からの統制が不可能になったばかりか︑中央政

を検討し︑この組織が活動を継続させていたとみる︒

ハれ

さらに︑地方司法行政はどうか︒まず広域管轄の役職﹁カピターネ

府の正統性すらも危機に瀕していた︒この時代︑行政機構はいかなる
状況にあったのか︒

部のうちプーリャとテッラ

ゥスにしてマギステルHユースティテイアリウス﹂職について︒半島

たことをカラヴアーレも承認する︒カラヴアーレは︑この時期の中央

ネゥスにしてマギステル目ユ！スティティアリウス﹂職が復活してい

まず第一に︑この時期に中央・地方行政諸機構が困難に直面してい

行政関連史料を検討し︑中央行政諸役職のうち﹁司法長官﹂関連の︵し

る︒また︑カラーブリアの﹁カピターネゥスにしてマギステル騰ユi

ゆロ

ディ納ラヴオーロにおいては︑﹁カピター

かも僅少な︶史料が見られるだけであることを確認する︒そして︑こ

スティティアリウス﹂も前代と同様︑活動を継続させている︒また︑

ハぬり

であったという︒このうち﹁マギステルuカメラリゥス﹂職は↓二〇

がわずかしか存在せず︑この役職の財務行政上の活動が︑困難に直面

に︑前述のように︑バイユールスの財務行政上の活動については史料

末端の地方行政機構︑バイユールス職の活動についてはどうか︒確か

法官﹂の活動は豊富な史料から裏付けられ得るのである︒

れレ

の史料の僅少さという事実に︑中央行政諸機構の活動不振の反映をみ

地方管区における司法行政の継続も証明できる︒すなわち︑地方﹁司

ロれ

ている︒

さらに︑地方行政についてはどうか︒カラヴアーレによれば︑中央
行政と同様に困難に直面していたのが︑半島部における財務行政機構

二年まで存続を確認できるが︑その後史料にあらわれることはなくな

ロゆ

る︒また︑管区心乱ラリウスならびにバイユールスの財務上の活動に

していたことがうかがえる︒しかしバイユールスの︵民事訴訟関連な
ハみり
ど︶司法上の活動継続は史料から確認できる︒またユーデックスがこ
ロね
の時代にも訴訟︑契約文書起草において活動していた︒以上︑シチリ

第三に︑前代と同様この時代にも︑諸権限の﹁分権化﹂が進行して

いた︑とカラヴアーレはみるのである︒

端の地方行政機構︵バイユールス・ユーデックス︶の活動は継続して

ハロ

も︑半島部財務行政機構が困難に直面していたことがよみとれる︑と

ア・カラーブリアの財務行政機構と︑地方司法行政機構︑さらには末

あロ

ついても︑僅少な史料が残されているに過ぎないこと︒このことから

カラヴアーレ考える︒

第二点︒それでは︑定説と同様に王国行政機構全般が﹁解体﹂した

と考えるべきか︑といえばカラヴアーレの回答は否である︒カラ
ヴァーレは︑中央行政・半島部財務行政機構以外の諸行政機構は︑活
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えたものであり︑刑事裁判権を含む広範な特権をこの都市に賦与して

る︒この特権は︑︸二〇〇年三月︑フェデリーコニ世がこの都市に与

の権限拡大を︑カラヴアーレは都市ガッリポリへの特権から確認す

いた︑とカラヴアーレは述べる︒例えば︑この時期における﹁司法官﹂

ける︵広域︶財務行政機構は︑大陸部のそれと異なり︑活動を維持し

構のすべてを覆ったわけではなかった︒シチリア・カラーブリアにお

陥った︒しかし︑こうした王国行政機構の活動不振は︑王国行政諸機

た︒とりわけ中央行政︑ならびに大陸部財務行政機構の活動は不振に

のようにとらえる︒すなわち︑王国行政諸機構は著しい困難に直面し

テイアリウス﹂や︑地方管区司法行政役職︑すなわち﹁司法官﹂︑さ

ロ

いる︒しかし︑以下の留保条件が付されている︒

﹁︵ただし︶大逆罪と殺人については例外として︒︵すなわち︶それ

らにまた末端の地方行政諸役職︑すなわちバイユールス︑ユーデック

ていた︒さらに広域の地方司法行政役職﹁マギステルーーユースティ

らについては︑余の地域の余の﹃司法官﹄たちの臨席の下で︑あなた

ス︑これらの諸役職はすべて活動を継続していた︒また︑﹁司法官﹂に

ロ

憶統治初期︵﹃二〇八一＝三〇奪︶

いう事態も見られた︑とカラヴアーレは総括する︒

みられるように︑この時期︑下位の諸役職の権限がさらに拡大すると

たちが応訴することを余は定める﹂︒

すなわち︑都市ガッリポリの刑事裁判権から︑﹁殺人﹂と﹁大逆罪﹂

への裁判権が除外され︑﹁司法官﹂に留保されているのである︒カラ

フエデリー蓋

この時代には︑フェデリーコの親政開始と︑その直後のオット：四世

︵三︶第蕊期

の裁判権の問題である︒彼によれば︑﹁大逆罪﹂は︑ノルマン時代に

の侵入︑さらにその後のフェデリーコのドイツ滞在と︑めまぐるしく

ヴアーレによれば︑ここでとりわけ興味深いのが﹁大逆罪﹂について

は﹁司法官﹂担当の犯罪ではなく︑中央の大法廷がこれをを管轄して

事態が推移する︒つまり政治混乱が継続し︑王国行政の活動不振が続

彼はこの時代を︑︵前代に不振に陥った︶行政諸部門の再生の時代

般には理解されている︒しかし︑カラヴァーレの見解は異なる︒

の

いた︒つまり︑この時代︵すなわちフェデリーコ幼少期︶に﹁司法官﹂

いたと

はなにか︒すなわち︑それは鈍重な中央の司法にかわって︑﹁司法官﹂

であると位置付ける︒すなわち︑中央行政において︑尚書局︑司法長

ハあ

の裁判権が﹁大逆罪﹂に及んだのである︒こうした裁判権拡大の理由

が在地の犯罪に対処するという方法︒この新方法の有効性が認識され

男︑アミ⁝ラトゥス︑﹁宮廷諸役職﹂︑王宮カメラリウスなどの活動が

ロリ

たことにある︑とカラヴァーレは考える︒つまり︑この時期の﹁司法

また︑前代に︵困難のなかで︶活動を継続していた行政諸⁝機構も︑

の

官﹂の裁判権拡大は︑﹁地方司法行政機構がもっていた活力﹂を示す

再び確認されるようになる︒さらに︑地方財務行政においても事態は
ドロ
同様であり︑組織の機能回復がみられる︑とカラヴア；レは述べる︒

事例なのだ︑と彼は主張するのである︒
以上︑カラヴアーレはフェデリーコ幼少期の王国行政について以下

一14一

に︑この時代における行政諸機構の強固な﹁連続性﹂を主張する︒し

てくるのだろうか︒筆者の見るところ以下四つの要因があるように思

もみているのである︒このように正反対といえる見解は︑なぜ生まれ

引き続き活動を継続する︒すなわち︑﹁プーリャとテッラ目デイ網ラ
ハお

かも︑この時代における行政制度の﹁分権化﹂において積極的側面を

ハゆり

ヴオーロのカピターネウスにしてマギステル隠ユースティティアリウ
ハの

ス﹂︑﹁司法官﹂︑バイユールス︑都市のユーデックス︑いずれもこの
時代に活動を継続している︒

まず第一に︑カラヴアーレが︑従来よりも広範な史料に当たりつ

われる︒

る﹁分権化﹂傾向を確認している︒しかも︑特にこの時期に︑財務行

つ︑行政諸機構の活動連続性についての証拠を集めることに成功した

さらに︑カラヴァーレは︑この時代にも前代同様︑地方行政におけ

政における﹁分権化﹂傾向が︑後代につづく形で確認された︑として︑

ことが挙げられよう︒従来の研究は︑僅少な史料にもとづいて行政機

た︒彼の見解を総括するなら次のようになろう︒まず第一に︑王国行

で︑三つの時代のそれぞれついて︑カラヴァーレの見解を紹介してき

以上︑ハインリヒ・コスタンツァ統治期からフリードリヒ親政期ま

及を見いだし︑それらの言及を行政諸機構の活動連続性の証拠とみな

にあたりつつ︑それらのなかに王国行政諸役職・諸部局への多様な言

べるほど史料は僅少ではないと主張する︒事実︑彼は証書史料に広範

証拠としてとらえてきた︒これに対して︑カラヴァーレは︑定説が述

ロ

この時期の意義を積極的にとらえている︒

政諸機構の活動連続性の指摘である︒すなわち︑＝八九年から一二

したのである︒このようにカラヴァーレによって︑実証面において研

ハお

構の﹁解体﹂を論じ︑あるいは史料の僅少さを行政機構の活動衰退の

二〇年までの時期において︑確かにフェデリーコニ世幼少期におい

究に深化がもたらされたことは高く評価できる︒

それを除けばこの時代の王国行政諸機構は概ね活動を継続していた︒

点の切り替え﹂である︒これは﹁分権化﹂の評価に典型的にあらわれ

関連して︑第二点として挙げられるのは︑カラヴァーレによる﹁視

ハお

て︑中央行政・大陸部の財務行政機構は深刻な困難に陥った︒しかし︑

さらにフェデリーコニ世統治初期は︑混乱が継続した時代ではなく︑

なった﹂という現象は︑行政機構の︵﹁混乱﹂・﹁解体﹂という︶否定

る︒すなわち︑﹁諸権限が下位の諸役職によって執行されるように

あった︑と︒そして︑第二に︑この時代には財務・司法行政各分野で

的なイメージを喚起しかねないものであろう︒しかし︑カラヴアーレ

︵前代に不振に陥った︶中央行政・財務行政諸部門の再生の時代で

諸権限の﹁分権化﹂が進行し︑それがさらなる時代の制度発展忽貢献

的に評価する︒こうした視点の切り替え︑あるいは発想の転換によ

はむしろこの﹁分権化﹂がのちの制度発展に貢献した︑とこれを積極

前述のように定説的見解はこの﹁危機の時代﹂に︑行政諸機構の﹁解

り︑この時代の行政制度の新側面を指摘できたのである︒この﹁分権

したという点である︒

体﹂や﹁混乱﹂をみてきた︒これに対しカラヴアーレ説はまったく逆
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化﹂の積極面の指摘は︑カラヴァーレの研究において︑最も重要な指

ならこの史料も︑刑事裁判権執行についての王権側の意図を示してい

連の訴訟が﹁司法官﹂の裁判権に留保されているのだが︑厳密に言う

続の証拠の一つとして︑一二〇七年のパレルモ聖堂参事会員たちへの

えば︑カラヴアーレは﹁ドゥアーナロデ目セクレティース﹂の活動継

とみなすことはできないものもある︒いくつか例を挙げてみたい︒例

が︑これらの言及には︑そのまま﹁諸役職・諸部局の活動継続の証拠﹂

職・諸部局への言及を︑行政諸機構の活動連続性の決め手とするのだ

ること︒これが第三点である︒すなわち彼は︑史意中の王国行政諸役

ち︑彼による行政諸機構連続性の主張には︑時に強引な推論が見られ

の長所ゆえに︑いくつかの問題点を含んでいると思われる︒すなわ

しかしながら︑カラヴァーレの研究における以上二点の長所は︑そ

あろうと思われる︒

きであり︑記述史料等とのつきあわせによってさらなる考察が必要で

た連続性の側面は︑個々の事例に即してさらなる検討が加えられるべ

が必要ではないかと思われる︒いずれにせよ︑カラヴァーレが主張し

当為としての制度のありかたが反映されるという性格を考慮すること

がもつ固有の性格︑すなわち︑国王発給史料には現実の諸制度よりも

とは生産的ではない︑との反論もありえよう︒しかし︑国王発給史料

料の相対的僅少さゆえに︑このような︵過度に︶厳格な立場をとるこ

証拠とすることはできない︒もちろんこのような批判に対しては︑史

るものであり︑この事例をもって﹁司法官﹂の実際の活動についての

げロ

摘の一つであると思われる︒

水車と船の贈与証書を挙げる︒すなわち︑ここで以下のような﹁ドゥ

聖堂参事会員たちに︑なにびともあえて迷惑をかけてはならない﹂

船のため︑それらの収入について︑どのような方法によっても︑かの

今後は余のため︑ないし余のドゥアーナのために︑かの水車︑ないし

立てがないこと﹂﹁かつまた余は︵以下のごとく︶定める︒︵すなわち︶

国の諸役職が︵王ならびに王権以外の︶誰によって任命されようと

ヴァーレの考察はほとんど触れることがないのである︒それゆえ︑王

期に諸役職を任命していたのは風なのか︑という点についてカラ

欠落要素とは︑諸役職の﹁任命﹂の問題である︒換言すれば︑この時

レのいう連続性には重要な要素が欠落しているという点である︒その

さらに重要な問題を含むのが第四点である︒すなわち︑カラヴァー

と︒この言及をもってカラヴアーレは︑﹁ドゥアーナHデほセクレ

も︑その役職名と任務遂行への言及がある限り︑カラヴァーレはそれ

アーナ﹂への言及がある︒﹁︵聖堂参事会員たちに︶ドゥアーナの取り

ティース﹂の活動継続を読み取る︒しかし︑厳密に言うなら︑特権賦

を行政諸機構の活動の﹁連続﹂ととらえるのである︒カラヴァーレと

ロれ

与において﹁行政機構の介入を戒める言及﹂は︑当該行政機構の活動

定説との見解の相違は︑おそらくこの﹁連続性﹂についての両者の理

解の相違に︑その最大の原因を持っている︒確かに︑﹁任命﹂の問題

ロのロ

を実証する直接の証拠にはならない︒

また︑さらなる例として︑前述の都市ガッリポリへの刑事裁判権賦

を分離して行政諸機構の連続性を考える︑というカラヴァーレの方法

ハ

与を考えてみたい︒すなわち︑この特権において﹁大逆罪﹂・殺人関
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は特殊であるといえるであろう︒しかしながら︑特殊な方法であるか
らといって︑カラヴアーレの提起が無意味であるとはいえない︒むし
ろ︑﹁任命﹂の問題を留保すれば行政諸機構の活動の﹁連続性﹂が史

論文の論旨を紹介したい︒

二︶タンクレディ︑ハインリヒ六憧・調スタンツァ治下の徒言行政

のか︑との疑問である︒筆者の見るところ︑こうした疑問に解答を与

か︒あるいはより素朴にいうなら︑諸役職の実際の任命者は誰だった

ある︒すなわち︑カラヴァーレはこの時代の王国行政機構の活動につ

しかし行政諸機構の活動について︑両者の問には顕著な見解の相違が

この時期の王国行政については︑マルタンはカラヴァーレ同様の見
おロ
解をとる︒すなわち︑行政諸⁝機構は機能し続けていた︑とみている︒

と貴族層

えてくれるのが︑次節のマルタンの研究である︒しかも︑このマルタ

いて︑その連続面を積極的に評価するのに対して︑マルタンは表面上

料上確認できる︑とのカラヴアーレの指摘は︑さらなる課題︑あるい

ンの研究は︑︵第三点でのべた︶カラヴアーレのやや性急な﹁連続性﹂

の活動継続の背後で︑行政機構が幾多の困難に直面していたことをよ

は疑問を提起する︒すなわち︑こうした現象をどう理解するべきなの

の主張に対して修正を行っており︑その意味でも重要な研究であると

みとる︒両者の見解の相違は例えば︑﹁ドゥアーナーーバローヌム﹂廃

ゆ

思われる︒以下︑彼の研究について紹介したい︒

止と︑ノルマン時代の役職﹁プーリャとテッラーーディ隠ラヴオーロの

マギステル隆カメラリゥス﹂職復活に対する評価にあらわれる︒上述

のようにカラヴアーレは︑﹁ドゥアーナ騰バローヌム﹂廃止を︑王権

王学貴族層の動向と王国の行政諸制度ーマルタンi

フランスの歴史家マルタンは︑↓九九六年﹁ノルマン朝支配期とス

による統制強化の試みとして︑これを積極的に評価した︒しかし︑マ

三

ワビア朝支配期の間の王国行政﹂という論文を発表し︑＝九八年か

ルタンはこれとは異なる見解をとる︒﹁ドゥアーナーーバローヌム﹂廃

ハカ

ら一二二〇年にかけての王国行政を検討している︒しかも︑マルタン

止は︑王権の動揺とそれにともなう財政困難のために︑組織化された

れ

は狭義の行政史の文脈を超え︑在地貴族層の動向を含めて︑幅広い文

行政制度の維持が難しくなったことを示すものである︑とマルタンは

ハ い

脈からこの問題を検討している︒ただし︑マルタンは⁝一九八年から

レディ︑ハインリヒ六世・コスタンツァ治下の王国行政と貴族層︑

親政開始を画期とはみていない︒それゆえ︑以下では︑︵一︶タンク

バローヌム﹄廃止の原因であった﹂とみるほうが︑より説得力を持つ

これに比すれば︑マルタン説︑すなわち﹁財政困難が﹃ドゥアーナ目

旧制度復活が王権による統制強化に結び付くのかが不明確であろう︒

どらえる︒確かに︑カラヴアーレ説によるなら︑なぜノルマン時代の

︵二︶一一九八年から一二二〇年にかけての貴族層の動向︑︵三︶一一

ように思われる︒さらに︑マルタンは政治混乱の間接的影響を︑この

↓二二〇年までの時期を一括して扱い︑一二〇八年のフェデリーコの

九八年から一二二〇年にかけての王国行政︑の三つに区分して︑彼の

一17一

康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

西洋史論集

時代の魚層の動向からよみとる︒まず︑ノルマン時代からこの時期に

る︒ちなみにノルマン時代には︑カラーブリアにおいて伯領は僅少で
ハ

リア・シチリアではこの時期に伯領が顕著に増加していることであ

名乗っていたが︑彼らは王国成立以後は﹁神と王の恩寵による伯O鉱簿
ハの
お讐囎巴poo白霧﹂と︑国王への言及を称号に加えた︒しかし︑この時

権確立以前︑伯は称号において﹁神の恩寵による伯O似窟p8臼①の﹂と

分は公の授与によるものではない︒従って︑ノルマン朝の伝統におい

な伯領が多数出現しているのである︒しかも︑これらの新嘗領の大部

あり︑さらにシチリアにおいては伯領が存在していなかった︒しか

おロ

かけての伯の名称変化にマルタンは注目する︒すなわち︑ノルマン王

期︵タンクレディ・ハインリヒ・コスタンツァ期︶︑伯の称号が﹁神

て︑カラーブリア・シチリアでは頭領創設は王権によって抑制されて
あ

ロおロ

し︑この時期の政治混乱を利用して︑カラーブリア・シチリアに新た

の恩寵による伯﹂に戻ったのである︒つまり︑称号において伯は自立

きたのだが︑この時代︑伯爵の分布に関してノルマン朝の伝統が放棄

ハお

性の主張を強めていることが︑みてとれるのである︒さらにマルタン
ロリ

されたのである︒

ハの

は︑新たなる伯領の創設︑都市への諸特権の賦与などから︑伯たちや

第二点は︑半島部の伯の動向についてである︒すなわち︑半島部

プーリャ︑アブルッツォ︑テッラHディ

諸都市が王権への発言力を強めつつあったことを指摘する︒そしてこ
うした伯権力︵および都市権力︶伸長の背景として︑マルタンは︑王

た点であるといえる︒カラヴアーレにおいては︑行政諸機構の活動継

図っていることをマルタンは指摘する︒しかしながら︑彼ら伯たち

このように伯たちが︑王権による統制弱体化を利用して勢力拡大を

ラヴオーロにはもともと伯

権︵ならびに王国財務行政機構︶が財政上の困難に直面していたこと

が存在したのだが︑これらの地方においては︑この時期︑有力な伯が
の
既存の軍功を多数集積するという現象があらわれているのである︒

続が強調されるあまり︑ともすればこうした側面は過小に評価される

をよみとるのである︒こうした財政困難は︑従来の定説が重視してき

傾向があった︒その意味で︑マルタンが具体的な事例に即しつつ︑こ

が︑文字どおり王権からの﹁完全なる独立﹂や王国諸制度の解体を目
ね
指していたのではないことに︑マルタンは注意を喚起する︒この点が

の時代の行政機構のありようを指摘したことは重要である︒

第三点である︒すなわち︑確かに伯たちは王領・国王の諸特権を侵害

しつつ︑画伯領を創設して自らがそれを獲得したり︑あるいは王権の

二二〇年にかけての貴族層の動向

︵二︶＝九八年から

王国行政諸機構における諸役職︑とりわけ﹁カピターネゥスにしてマギ
ハ
スチル目ユースティティアリウス﹂職の獲得をねらっていたのである︒

統制を離れて伯領集積を図ったりしていた︒しかし反面︑多くの伯が

層︵とりわけ伯︶の動向について検討する︒マルタンによれば︑この
ゐ
時期︑真の権力者として現れたのがまさしく伯であった︑という︒彼

有力なる伯は︑公的授与であろうと︑あるいは自らその役職名を名乗

続いて︑マルタンは↓↓九八年から一二二〇年にかけての高級貴族

らの活動の特徴は︑以下三点にまとめられる︒まず第一に︑カラ：ブ
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るとを問わず︑この役職名の獲得を重視した︒前述のようにカラ

法の実行は絶対に必要なものである︒これに対して︑貢租の徴収源

おける統制が維持されている場合にのみ︑財務行政機構が存続してい

︵基底部︶においても︑その到達点︵中央︶においても︑貢租徴収に

ウス﹂職の﹁連続性﹂を指摘していたが︑この﹁連続性﹂とは︑伯た

るとみなすことができる︑と彼は考える︒しかし後者︵すなわち中央

ヴァーレは﹁カピターネウスにしてマギステルHユースティティアリ

ちが公にであれ悟称であれこの役職名を名乗った︑という現象を指し

それゆえ︑地方司法行政︑とりわけ地方管区司法行政機構︑すなわ

財務行政機構︶は︑この時代にはもはや存在していなかった︑とマル

権力の獲得では満足せず︑王国制度上の形式を取得することに意義を

ち﹁司法官﹂については︑カラヴァーレと同様︑マルタンも活動の継

ていたのである︒だとすれば︑この﹁連続性﹂を単純な行政諸機構の

見いだしていた︑という事実こそ重要であろう︒言いかえれば︑激化

続を承認する︒しかし︑︵カラヴアーレとは異なり︶マルタンはこの

タンはみるのである︒

する内乱にも関わらず︑伯たちは王国の一体性を前提としつつ︑王国

役職についても︑活動の連続性の確認にとどまることなく︑﹁司法官﹂

連続性ととらえることはできない︒むしろ︑有力なる煮たちが単なる

の枠内で自らの権力伸長を図っていたこと︑このことをよみとること

制度のありかたについてさらに深い分析を．行っている︒まず第一に︑

任命について︒前述のように︑マルタンによればこの時代︑王国政治

﹁司法官﹂の管区はノルマン時代に比して縮小し︑都市︑伯領という
ハの
︵比較的小規模な︶枠組みになったことである︒第二に︑﹁司法官﹂の

ができるだろう︒これを称してマルタンは﹁最も高いレヴェルでは
︵すなわち伯のレヴェルでは⁝筆者による補足︶アナルシーは︑古の国
ハ

うにカラヴァーレが﹁連続性﹂とみた現象は︑伯層の動向と関連させて

の真の権力者は伯たちであった︒それゆえ︑彼らが﹁司法官﹂の任命

王官僚制の色の服で着飾ることを愛していた﹂と述べている︒このよ

考察することによって︑さらに明確な姿を見せるようになったのである︒

この時代の王国行政についてのマルタンの分析は︑カラヴァーレに

法官﹂職に任命されていることを指摘している︒このように︑カラ

また︑いくつかの都市においては︑都市の有力者たちが自治的に﹁司

タンは︑伯による﹁司法官﹂の任命を史料から確認し︑あるいはいく
ぬね
つかの事例については伯による任命の可能性が高いことを指摘する︒

においても重要な役割を果たしていたことが推定できる︒事実︑マル

よるフェデリーコ幼少期・親政期の分析と重なる︒マルタンは︑伯層

ヴァーレのいう﹁地方司法行政の連続性﹂を支えていたのは伯や都市

二〇年にかけての報国行政

の動向とからめつつこの問題を論じ︑いくつかの点でカラヴァーレと

︵＝皿︶＝九八年から＝

異なる見解を示す︒まずマルタンは︑王国の地方行政機構について︑

であったことが︑マルタンによって明らかにされたのである︒換言す

ロめ

司法行政と財務行政とを分けて考えることが必要であるとする︒なぜ

れば︑伯︵あるいは都市︶はこの時代に実権を握りつつも︑﹁司法官﹂

ロの

なら︑マルタンによれば︑すべての社会において︑なんらかの刑事司
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制度を解体せず︑この制度の枠組を維持していたのである︒

すなわち︑カラヴァーレが証書史料中の諸役職・諸部局への言及を

まで続く︑としている︒上述のようにカラヴアーレは︑一二〇八年以

以降︑管区カメラリウスが消滅し︑以後このような沈滞が一二二〇年

る︒事実︑マルタンによれば︑半島部地方管区において︑収入徴収は
おけ
困難となり︑管区カメラリウスの活動は衰える︒そして︑一二〇二年

財務行政機構の存続は︑司法行政機構に比べて困難であるととらえ

ラヴァーレの見解は︑やや性急に行政権機構の活動の連続を結論づけ

に︑中央財政の危機は疑い得ないように思われる︒これに対して︑カ

ことである︒両者の見解を比較するなら︑マルタンの指摘するよう

料から中央財政の危機的状況をよみとり︑それを正当に評価している

るのに対して︑マルタンは︑諸役職・諸部局と中央財務行政機構との

︵時として断片的な言及すらをも︶行政職機構の活動継続の証拠とみ

後︑︵管区カメラリゥス制度を含め︶半島部財務行政の機能が回復し

ているという印象を免れ難い︒

他方︑︵地方︶財務行政機構はどうか︒上述のように︑マルタンは

たとみており︑カラヴァーレ︑マルタン両者の見解はこの点では全く

るのだが︑彼によれば地方行政における財務役職のうち︑活動を継続
のロ

このように︑マルタンはこの時代について財務行政の不振を指摘す

持続的関係の維持を重視していること︒さらには︑マルタンが︑諸史

対立している︒他方︑シチリア島における︵広域︶財務行政組織﹁ドゥ
ロの
アーナーーデ一一セクレティース旨の活動はどうか︒マルタンによれば︑

していたものもあったという︒すなわち︑地方行政における末端の役

ロリ

﹁ドゥアーナ目デロセクレテイース﹂の活動は半島部財務行政機構より

権の譲渡に教皇から警告が発せられたこと︒その結果︑最後に財源

諸特権の譲渡が断続的に行われたこと︒さらにこうした王領地︑諸特

リア島からの収入を確保することも困難になり︑その結果︑王領地︑

ないという︒すなわち﹁ドゥアーナ目デBセクレティース﹂は︑シチ

する必要がなくなり︑彼の収入は増加したこと︒さらには︵かつては

不振に陥ったことにより︑バイユールス職は自らの収入を中央に納入

認する︒しかも︑︵上述のように︶地方管区における財務行政機構が

これまで果たしていた︒このバイユールスの活動存続をマルタンは確

は都市を含む下級管区︶を管轄し︑都市管区と国王行政との接合役を

職︑バイユールスである︒前述のようにバイユールスは都市︵あるい

は︑教皇庁からの資金提供と︑諸聖堂・修道院などからの借り入れに

上位の役職によってなされていた︶財政上の任務をこの時期にバイ

も︑この政治変動に抵抗力を示したが︑その活動は過大には評価でき

頼る他はなくなったこと︒これらの諸点をマルタンは指摘する︒従っ

ユールスが担うことによって︑﹁バイユールス管区の構造が強化され

務行政活動の停滞をみてとるのである︒この点でもカラヴアーレとマ

イユールスの権限が強化される︑という事態が進展したことを︑マル

る﹂という事態︒すなわち貢租徴収や訴訟関連業務執行に関して︑バ

おね

て︑﹁ドゥアーナロデ謄セクレテイース﹂をめぐっても︑マルタンは財

ルタンの見解はするどく対立している︒財務行政機構の活動をめぐる

タンは推定している︒この指摘は︑カラヴアーレによる﹁分権化﹂の

ハ

両者のこのような見解の相違は︑両者の考察方法の相違に由来する︒
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指摘と一致する︒

さらに︑この時代においてユーデックス︑文書書記たちによる契約

た︑フェデリーコの不在期にも︑尚書局長グァルテイエーロuデ目パ

レアルがその任にあったことが︑この時代の中央行政諸機構の活動に
とって有益であったと思われる︒

以上︑マルタンの主張を総括するならば︑以下の諸点にまとめるこ

の法的確認業務が継続して行われていたこと︒換言すれば︑この時代
の末端の地方行政機構︑すなわちバイユールスおよびユーデックスの

とができると思われる︒まず第一にタンクレディ︑ハインリヒ細粗・

コスタンツァ期には王国行政の活動は連続していた︒しかし︑政治混

活動の連続性について︑マルタンはカラヴアーレと同一の見解を取る
のである︒

乱の影響は緩慢なる収入減少をもたらしていたことが推定できる︒

第二点︒コスタンツァ死後︑伯たちは真の権力者となり︑シチリア・

最後に︑＝一〇人年以降フェデリーコニ世親政期の王国行政につい
て︑カラヴアーレ︑マルタンの見解について検討してみたい︒すでに

第三に︑この時代において︑国王の任命による行政組織は︑大部分

カラーブリアでは客亭を薪設し︑その他大陸部では有力な伯が伯領を

と異なる見解を示している︒前述のようにカラヴアーレは︑この時代

崩壊した︒しかしながら︑地方司法行政機構は︑任命の問題を別とす

触れたように︑マルタンは一一九八年から一二二〇年までの期間を一

を︑中央行政・半島部財務行政機構再生の時代と位置づけた︒これに

れば︑﹁機能と役職名﹂において存続した︒すなわち︑伯たちは︑﹁カ

集積した︒

対し︑マルタンは半島部財務行政の停滞が続いていたとみている︒両

ピターネゥスにしてマギステル目ユーステイテイアリウス﹂職占有に

括して扱っており︑こうした時期区分において︑すでにカラヴァーレ

者の見解を検討するならば︑この点についても︑カラヴァーレの論拠

第四点︒これに対して︑王国の財務行政機構は︵中央・広域の地方

大きな意義を見い出し︑自らの配下には﹁司法官﹂職を与えた︒つま

他方︑この時代の中央行政の動向については︑マルタンは言及して

行政機構・地方管区行政機構を含めて︶不振に陥り︑その不振は一二

は弱いように思われる︒↓二二〇年の王国帰還以来︑フェデリーコが

いない︒それゆえ︑中央行政についてはカラヴァーレが挙げる諸史料

二〇年まで回復されることはなかった︒しかしながら︑末端の地方財

り︑この時期の政治混乱の中で︑伯勢力は実質的には王権の統制を離

から判断する他はない︒それらから判断する限り︑カラヴアーレの指

務行政機構︑すなわち諸都市のバイユールス職は活動を継続させており︑

王領地や国王諸権利の回復に尽力したことも︑それ以前の王国財務行

摘するように︑中央行政が少なくとも前代の停滞を脱したことは承認

財務行政機構の不振はバイユールスたちにとって有利に働き︑この時

れながらも︑形式的には諸制度の枠組みを維持していたのである︒

できると思われる︒財務行政とは異なり︑中央行政機構の復興におい

期にバイユールスの権限が強化された可能性があること︑である︒

政機構の不振を示唆しているように思われる︒

ては︑国王の意志を貫徹することは比較的容易だったであろう︒ま
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︵9︶彼には︑主要著作として︑ノルマン時代の行政制度を扱ったO蒼く艶ρ霞p・ユ︒

川洋一﹁﹃シチーリア王国勅法集成﹄の法源論﹂海老原明夫編﹃法の近代とポ

ストモダン﹄東京大学出版会︑﹁九九三年︑二三頁から五六頁︒同﹁シチリ

罵㊤同も唱﹄b︒層b︒N軽

辛目馨︒謹噛§葛醤§ミ9ミ甘矯潔貯8＼ぐ騨①器仙⑩①◎ユω﹃無題冨罠貫竃︷冨昌PO帥邸ρ

︾億αq偉直島冨について﹂﹃法制史研究﹄三二︵一九人二年︶︑

ア王国勅法集成の訴訟法︵一ご﹃法学協会雑誌﹄第一一五巻第二号︵一九九八

巻第一二号︵一九九八年一二月︶︑一七九三頁から一八四三頁︒拙稿﹁＝二世

頁一同﹁シチリア王国勅法集成の訴訟法︵三・完︶﹂﹃法学協会雑誌﹄第＝五

学協会雑誌﹄第＝五巻第八号︵一九九八年八月︶︑一〇三九頁から一〇八三

冒

︵10︶O餌冨く巴ρ寓巴︒静①凶ω蹄目一〇艮αΦ即①讐︒臼oo§冨叶罠囲−Φ鼠雛oH目悶目餌①冨醇ω＜①︿ρ

究手法がとられている︒

解明を行う︑という手堅い方法にある︒本稿で紹介する論文でも︑こうした研

特徴は︑まず諸史料を網羅的に探索し︑その成果を基礎としつつ諸制度の実態

︵以下O墨貼ρ鵠肉§o⁝も・と略記︶がある︒彼の研究の

年二月︶︑一七五頁から二五四頁嚇同﹁シチリア王国勅法集成の訴訟法︵二︶﹂﹃法

紀前半フェデリーコニ世統治下シチリア王国における﹃司法官﹄1﹃シチリア

︵6︶罵ρ．．閃9ゆ鴇虐Φ浅ωや8邑Φ脅2ω簿ヨΦ讐ヨ一居①ユ肇8巨窪α冒一ω巳ω霞①ωや①2霞①

け る ﹃ 司 法 官 ﹄ ﹂と略記︶︒

第九〇号︶︵一九九七年︶︑三七頁から九〇頁︵以下︑拙稿﹁シチリア王国にお

︵11︶この区分には︑タンクレディ時代が含まれていない︒カラヴァーレは︑この

閻ω鼻翼︒巳⁝も■と略記︶︒

d黙鉱08幽艶巴①や①ユげ①巴留∩臨三ω鼠9℃國ΦO回もや●Φ8躍野︵以下︑O餌B＜巴ρピ︒

げ①巳︒鳳け賃駐ゑ§銘魯富嵩

§縫ミ爲龍蕊ミ四囲蔭

旨卜§ご§鳴畿ミ︒蕊黛ドぎ辱愚亭8ミ§鴨きミ欝§智ミ肉ミ跨︒苺晦ミ§ご§魁§o

王国算法集成﹄の検討を中心に一﹂﹃北海道大学文学部紀要﹄四五の三︵通巻

昌︒㎝2簿長噂興冒①望白も謡8①の旨猷冨ω帥口①日冒Φく9§障ω誘眉巴・麟8月目θ醍昌︒ω鐸①

噂昌σ腎雷凶8置①αq凱残︒罠≦無ω38噸ω臼ゆαq讐罫仙㊤露︶

沁︒ヨ斜

O袋貸§帖隷︒℃§醤鷺§鎗§9丼NO鵯︐§oN麗軌︵寓ヨδ88冨ユ

目p︒画①ω母鉱ωΦ＆08ヨ噂Φ超Φ窪￠二重鐸霞︒酔ヨ界虫ヨ罠げ①ヨ蕊鷲①冨鉱ω①8δ︒り冨二目判
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註

時代についてもノルマン時代からの行政諸機構の活動の継続を主張している︒

理由がなくなり︑これも廃止されたと考えている︒しかしながら︑高山氏の研

この時代の﹁ドゥアーナほバローヌム﹂の廃止によって︑﹁財務委員会﹂の存在

ほデ二塁クレティース﹂の上に

﹁O罠昌ω①6器N鑓財務委員会﹂の存在を推定し︑

リウスの存在が初めて史料から確認できることを︑唯一の変化としてカラ

O鋤冨奉5ド①δ簿9δ巳・．・も写①o︒ふΦ．ただし︑カラーブリアにおいて管区カメラ

﹁財務委員会﹂の存在が否

爵ぎ§韓ミ殊画§⁝もや陣︒︒⑪山蕊・高山﹃神秘の中世王国﹄一八七頁︶︒それゆえ︑

定された︵高山﹃中世地中海世界﹄三＝頁から三一五頁︒潮獄門ヨ鋼暴

この高山氏の研究成果をとりいれて︑中央財務行政機構の変化についてのカラ

究によって︑ノルマン時代においてそもそもこの

︵12︶O噴く巴Φト虫ω簿9δ巳：●も・①Q︒・

ヴァーレ説は︑この点で修正されなければならない︒

ヴアーレは挙げている︒O書写巴Pび巴ω馨自一8凶⁝も・＄・これも︑前節註︵20︶

︵13︶ただし︑本稿ではこの時代の都市の動向については︑バイユールスと関わる

︵17︶O薄く巴やピ①凶ω簿9δ巴●．．も㌻①りもOもサ屋もSしかし︑このカラヴアーレの見

の﹁地域的相違の統︻化﹂傾向の一環ととらえられるであろう︒

傾向を強めたとしているが︑これに対しカラヴァーレ︑さらに後述マルタン

解へのマルタンの批判については後述参照︒

限りで部分的に触れるにとどめる︒ちなみに︑定説はこの時代に都市が自立化
も︑ともに批判的な立場をとっていること︒すなわち︑都市は少数の例外を除

の変化として︑シチリア島における管区カメラリゥス制度の導入を指摘してい

︵18︶ただし︑カラヴアーレは︑ハインリヒ・コスタンツァ時代における財務行政

ゥス制度の導入は︑後述する財政権限の﹁分権化﹂と関わりを持つと指摘する︒

る︒O露磐戸Pド虫ω簿自δ艮．■も．お・カラヴアーレは︑シチリア島へのカメラリ

いて︑この時期必ずしも﹁独立﹂を志向したのではないことを指摘する︒つま

だし︑双方の論点はかなり多岐にわたっており︑都市についての彼らの立論は

り︑この点について︑定説と彼らの見解はするどく対立しているのである︒た

独立した検討を必要とすると思われる︒さらに王国の都市については︑車曳旦

六四頁から二六七頁︑三二九頁︵以下︑高山﹃中世地中海世界﹄と略記︶︒

︵15︶高山博﹃中世地中海世界とシチリア王国﹄東京大学出版会︑一九九三年︑二

︵14︶O鷲p・＜巴①ト虫践露臥8一⁝も陰＄・

お◎o⑩もObO回−bQ固P

貸寒§貸ミ9塁ミ暗き8×けΦω械2鼠ω噂鍵憲︒臥澹Φご彰︒巳昌ざ舞ω聞d設く①誘圃融紆ざ母ρ

︵20︶O碧く巴ρび①凶ω葺§δ昌坤・ ・も・胡・

盟︒葭斜島§ミ自譜蕊ら︒㌧薫帖努々鹸︵琶窃固︶署．男雛同O刈を参照︒

いては︑竃9置8旦岡罠昌8ω8一〇￠巴鴨興︒．︑⇔Φ二巴①帥噌﹂oき8艶①吋①畠色圃①αq昌︒感

の活動が継続していた︑とカラヴアーレはみる︒なお︑グァルティエーロにつ

摘する︒さらには尚書局長グァルテイエーロHデーーパレアルを中心に︑尚書局

書記たち︑彼らの長プロトノタリゥスの存在の継続︑印璽の管理の連続性を指

︵19︶O器く旺ρび蝕ω簿蕊凶︒匿⁝サ刈蒔尚書局の活動の連続についてカラヴァーレは︑

さらにまた︑この現象も︑前節註︵20︶の﹁地域特殊性の統一化﹂傾向の一環

国惹旨目ρ調畔︒ω露§軍艦虹ぎ§蹄蝋蕊職§駄導鳴審博§§多多◎§駄9ら§レ︒雀①更Z①≦

︵21︶O§︿鮎Φト巴ω陣自δ巳・●．も・温．

としてもとらえられるであろう︒

凝ミ囲O旦国．紳しd厳仙＄ωも罰同8山躍も．瞳伊︵以下︑蓄鳩寒§§箋§⁝も・

︵22︶O鍵眠く匹ρド蝕ω騨§δ昌凶⁝矯唱・誘・アミーラトゥスは︑ノルマン時代末期と同様

ミ︑﹄爵

と略記︶︒同﹃神秘の中世王国ーヨーロッパ︑ビザンツ︑イスラム文化の十字

㎏紹甲冨q︒臨① 轡①ω8目ヨ庫昌①ω2障跳Φ目価臥象8匿①自︒隻溢國．簿圏隠︒ω一〇−島①ω㍉口

路1﹄東京大学出版会︑﹁九九五年︑﹁八四頁︵以下︑高山﹃神秘の中世王国﹄

二つの意味を保っていた︒すなわち︑①岬畠賦ω8熱餌慧爵窪ω国王の艦隊の提

守§嵩禽噌ミ爵hミ怨誉愚画ミドp肉ミ§恥戚§無ミ爲袋さ臨醤僑零−起鴇零紺亀§諜

と略記︶︒

前節註︵27︶を参照︒ただし︑カラヴァーレによれば︑ハインリヒ六世時代︑

督﹂︒②﹁有力な官僚がそのキャリアの終わりの時期に手にいれる名誉の称号﹂︒

②の名誉職は事実上廃止されたという︒

︵16︶ただし︑カラーブリアにおける﹁マギステルーーカメラリウス﹂職は復活され

ン時代の中央財務行政機構において︑﹁ドゥアーナロバローヌム﹂﹁ドゥアーナ

なかった︒O喫磐巴ρび豊︒︒けぎ賦︒⇔け・●も伽＄．ちなみに︑カラヴァーレは︑ノルマ
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康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

西洋史論集

︵23︶9爵く巴ρド曳ω耳自凶︒巳．＝も．刈①■具体的役職については︑前節註︵28︶を参照︒

団q話註≦貯吋ユ日四昌望ぎ器σ建OF回QQQQO⁝翼8サ砕9ぎ診一①炉ooO冨臣昼鳶①画Z・刈①肋●

軌跨き蹄帖ミ職ら諜袋醤戚戚爲き爲黛帖鼻切勲Nミ§§職§鳶高曇蕊自も◎Qい蹄NN認・餌湯趣くO謬

︵36︶謁無ミ愚ミ軌こミミ欝器§霞鼠肇ミ彊建張乱臣苫職§袋野爪bu蔑歯軸ミO題審帖簿欝

き薄℃ドO昌儀OぎO臥oa

島覧O目p︒鉱6島圃①曽繭ω凶q一冨Pω①は①ω國押8日蕊國b︶℃①島畠搾同サ8函0︑冒①お囲O冒＼≦凶①P

欝︵NNも簡lNN鴇QQ︶︵OO血①×

︵24︶O残塁巴や囲①δ耳目凶︒巳・：もや刈Oもト︒・

溢§帖蕊N肉ミ§§ミ9鳥愛顛恥卜無品醤

誌旧OO三無貸ミ帖ミ帆§島島ミ妹︑跨傍ミ︑鵡§ミ艶らミ蕊職憩ご§

︵25︶O電撃鉱ρピ虫ω臣2Nδ鋤一⁝も・謡●

㎏§凶ωO員国く①ぐ質寓．

︵26︶O冨噂︒置く8ω6ぽ≦①駐ω唱︒臣艮と圏︒舞巴く§び舞NΦ賦菩三山の両名である︒

し⇔O巨貴同ΦQ︒ω一Z．①bρも切bb︒N−Nb︒㎝．︵以下︑9誤誉§ミ：も●と略記︶︒

葱①ω葡9①拝

d．団レO㎝ も・国幽QQ・

O黛ミ§ミ蕊職凄誘罫袋鑓§織霧帖ミ鳶§蹄鼻§ぎミ魁§袋隷織b◎帆窯出き簿§国QQ︵回㊤bo①︶㌧Z・

切ΦσqΦω8昌α9隅獣器臨ロOO昌ω＄嵩①層圏O巳αq貯くOロω尽画鼠Φ罫OO巳m罠匿麟Φ貯鼠Oびω＜國こ

臣伊G︒・＄い

︵27︶O残塁鮎ρド蝕ω賦建恩︒昌凶⁝も．謡

法官﹂が史料に現れることをカラヴアーレは指摘している︒しかしカラヴァー

史料に則して指摘している︒

︵37︶O器く蝕ρ門①坤ω陣雲凶呂凶・陰．も騨︒︒憎︒︒b︒・は︑バイユールスの様々な財政的権限を

︵28︶O喫撃貼やぴ蝕ω甑葺臥︒μ坤⁝も騨謡もρただし︑この時期に︑管区名を欠いた﹁司

レはこの現象が何を意味するのか︑自らの見解を提示していない︒これについ

︵30︶O鋤葺く巴P凹虫ω簿自δ巳．＝も唱．︒︒駅Q︒恥・さらにカラヴアーレは︑この時期バイユー

現については前註︵17︶参照︒

︵29︶O排撃巴ρ習①韓ぎ隠§凶⁝も．課．シチリア島における管区カメラリウス職の出

署．①Φ高蝉圏①ρ麺Φαq①馨Φ昌⁝℃客ωρω・鼻90麟︒凹く巴Oレ虫ω斑声δ旨．・も・刈QQも・QQピま

をめぐる係争に関して﹁診ρ巳ω惹︒調査﹂を展開している︒9謹ミミ龍魯・こZ﹂Q︒℃

世主修道院と﹁ドゥアーナ

ジエーロBブシエッロと︑レオーネHディ

︵38︶O賃磐毘ρいΦδ騨β臥︒昌罫もPQ︒P◎︒ド例えば︑一一九六年︑﹁司法官﹂ルッ

︵以下︑閤①ρ図①αq①ω8Pこω・と略記︶︒

ては後述のマルタンの見解が参考になる︒後述参照︒

ルス管区が変化したことを指摘している︒すなわち彼によれば︑従来のバイ

デHセクレティース﹂との問の︑ある森林の権限

トラヤーナが︑メッシーナの聖救

ユールス管区は都市領域と﹁致することはまれであったが︑この時期バイユー

た︑同年八月目﹁司法官﹂ベレンガリオ目デ

ラトローニコと︑トゥスタイノn

デ目ドゥーナが︑カルボーネの聖エリア修道院と︑バシリカタのバイユールス

Oρ・轟く巴ρピ①

調査﹂を命令されている︒9議ミミ討二三Σ﹄Q︒もや國NO山回︒ど掴①9翔①αQ①ω8目．こ累・

ルス管区が都市管区と一致する傾向がみえる︑という︒

躰窃β︒﹁ω．盟旧O帥導く巴①鴇ピ巴ω簿9画Oa⁝も齢QQピ

ならびに聖キリコ・ラバーロの共同体との土地占有をめぐる紛争の﹁ぢρ巳ω錠︒

ついてマルタンの見解は異なり︑早期にバイユールス管区は都市領域と一致し

︵39︶O器く駐ρ冨凶ω簿§δ巳⁝も・o︒①・

意味では︑この現象も後述の﹁分権化﹂の動きと対応する︒ただし︑この点に

ていた︑とマルタンはみている︒前節註︵45︶を参照︒本節註︵93︶も参照︒

随ω馨蕊δ鉢・齢も罰Q︒ω−Q︒野﹁組織が現実の都市管区に合わせて調整された﹂という

︵31︶O鑓餌く鮎ρ轡巴ω聾自δ艮・：も切・Q︒命Q︒㎝幽

︵40︶O器く巴ρい①尻甑叶自︷o巳・．・も・Q︒①・

︵41︶政治経過については︑じd器跨αqΦ罰探傷§聖堂ミを参照︒開O鮮欝吋サ①o山岡貯
専恥隷戚ミ︒韓ミ爲禽帖§ミ§§ミ恥ミ織ミ蕊§⑦ミき

︵32︶O器く巴ρドの坤ω簿農凶︒疑・．・も齢︒︒㎝匿

︵33︶諸口N周① ω ① − 響 巳 巴 F 閃 巳 8

恕砺融簿︑ミミ︑肉織黙斜ミ魯黛ミ画冴ら紳神馬N黒§融︒O＆蜜蕊琳鵡︵竃爵琴び①昌型置ω8ユω6ぽ①

ω欝儀Φ戸≧累⑦凶巨oq三厩9巴8盛魯①O①︒︒O臣6ぼΦ㎝︶

頃O臣伽qH魚〇三ヨ窪霞αq営oqりω冒繊Φ昌≦蝕罠①ロα山越屋ロロΦ影野匿αq胃①詳鴨臥①段9の回國こ言

国O冨昌α評巳①昌蛇口旨ぽ①詳護O訂①一ド器巴①び①昌欝冨ヨ⇔醤O唱勢おΦρω．ω軽同母α刈・

醤ミ§貸醤醤O帖蓬塁P量器嵩O℃勲邸ρお①①も・㎝9

の権限強化という意味で用いる︒それゆえコ遠心化﹂というネガティヴな表現

︵42︶シチリア島をドイツ人勢力が制圧︑半島部を教皇勢力が支配し︑両者の対峙

︵34︶文字通りには︑集権化の低下︑緩和であるが︑カラヴァーレは下位の諸役職

よりも︑︵下位の諸役職への︶﹁分権化﹂という表現がより適切であろう︒

芹ωぴq◎＜O昌臣戸田αO開︒り6ぎ鰹郎昌飢

︵35︶O胃餌く貼ρび巴ω早目凶O巳⁝もや刈bの−お・
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︵43︶0器く巴ρびユω馨自δ巴・・こ暑・Q︒Q︒−o︒O・

状態が続いた︒疇dp︒①匪αq①鐸肉馨謡甜ミ慧⁝堕ω﹄o︒おα．

以下を列挙している︒

裁判権は︑ノルマン時代と同様であると定め︑そしてその具体的な犯罪として

︵艇︶O器爵M①レ①韓帥g鴎︒巳・■●も㌻Q︒騨8．

的に解釈されるのである︒彼の見解の当否については後述参照︒

利用による犯罪︶︑他人たちから課され︑かつ侮られたるデーフェーンサ︑か

放火︑実のなる木・葡萄つるの切断︑婦女暴行︑決闘︑大逆罪︑鋭利な刃物︵の

目①目酵︒霞目ω話欝①器α⑩び①器昌叶㌔﹁強盗︑重大な窃盗︑家屋侵入︑計画的攻撃︑

o臨目凶器

貯6凶匹︒器ω銭げ︒淫事貯gけ濡醜霞三韓簿鼠けぼ貫鼠ω巳偉目①甑げ霧ヨ無Pα器障帥

．い隅舜09巳mωo罠8戸目叫㈹§ぎ℃註︒け震︒畠︒難︒壇§り鳩貯ω巳窪ω震8瞭冨9言69蝕斜

から︑彼らが困難な状況下で活動を継続していた︑とカラヴアーレは主張す

①帥ω島Φ日簿αQo器邑蹄費︒目購いαΦ潟ぽ偉ωo§＜算εΦ鑓ヨω巳8壱︒臥ωく鉱業億艶薗瓜§①ヨ

医心①ω韓μ賃ヨ鋤日︒算恥b早業ωΦ爵8ω凶8Φg8帥Φ語讐①自︒σ巴凶ω︿9糧︒餌一蕾3

︵45︶しかし︑僅少ながらいくつかの史料が管区カメラリゥスに言及していること

かな証拠も︑カラヴァーレにとっては行政諸機構の活動継続を示すものと積極

る︒O毅磐鉱ρ轡蝕ω捧9凶︒艮・．．も・8．こうした見解からうかがえるように︑わず

︵47︶O践餌く駐Φき︒坤ω簿9凶︒鼠．・．も．⑩b︒．

六頁参照︶︒

き誤ミ§§§等蔚戚ミ謬隠己ω﹄Oω闘拙稿﹁シチリア王国における﹃司法官﹄﹂六

死刑・四肢切断刑の罰を受けなければならない犯罪について﹂︑と︵b貯

つ一般に以下の犯罪について︑すなわちそれにより罪を負わされたる者たちが

︵46︶O轟く巴Φ ピ甑ω十目︷o巳．．こ暑■り磨露

︵48︶O器く巴①亀虫ω簿自︷o巳⁝もや・罐b㎝■

区名を欠いた﹁司法官﹂が史料に現れることを︑カラヴァーレは指摘する︒し

︵弱︶0錠遍く鉱ρび虫ω鼠葺Nδ鉢＝もや繊b9しかしこの時期︑前代に引き続いて︑管

かしながらここでもカラヴァーレはこの現象が何を意味するのかについて述べ
ていない︒後述参照︒

︵51︶O暴く既ρピ甑ω甑旨鳳︒臨幽・．も・雪・さらに︑ストラテー︒コス︑カテパヌスなどそ

的にバイユールスの活動継続を主張している︒後述参照︒

対応する中で︑慣習的に﹁司法官﹂による大逆罪への裁判権が確立し︑一二三

上二点からみて︑フェデリーコニ世幼少期に︑さまざまな犯罪に﹁司法官﹂が

セ﹂でも﹁大逆罪﹂は﹁司法官﹂管轄の犯罪であるとされてはいないこと︒以

できないこと︒②一二二〇年のフェデリーコニ世による﹁カープアのアシー

しかし︑カラヴアーレは︑①二一ゼの推論はノルマン時代の史料から確認

の他の諸役職の活動継続については︑O匿磐鮭ρび甑ω簿養凶︒巴．：も眉・㊤80︒︒．

一年﹃シチリア王国勅法集成﹄第一巻四四条に採用されたものとみている︒確

︵50︶O§＜巴ρび甑ω甑窪臥︒巴⁝もΨ⑩Oゐ同・この点では︑後述マルタンは︑より積極

︵53︶O導く巴ρピ虫ω簿9δ巳．．・も唱．り？ミ■

︵52︶O霞註脚ρび虫ω蜂§凶︒巳．・・も唱・①○︒如㊤．

罵磐︒︒

警§ω魯①§島︒︒欝鼠鴇冨蒙Q魯磐ω吉臨①P曾§袋ミ寒ミ誌§黛§

︵56︶フェデリーコの親政開始からドイツ行までの経過については︑以下の文献を

が妥当であると判断する︒

を含むものと言わざるを得ない︒それゆえ筆者は︑両説のうちカラヴアーレ説

かに︑﹃シチリア王国勅法集成﹄の記述のみからノルマン時代の諸制度を推定

画ミ執帖§蹄き§益§讐§袋醤戚切融§ミ簿§甲O︵δO刈︶葡Z．卜ob・ΦQ◎瞥

するという方法は︵しばしば従来の研究においてみられた方法なのだが︶問題

︵55︶ちなみに︑この点については︑異なる見解をとる研究者もある︒例えば二i

参照︒姻磐88鼠oN

昌︒ω霞︒昌ヨ貯ω靴拭臥︒匿五四ω貯ω08要領㊦ぎω喋①ω冨ε凶ヨ器お︒・8づ島霞Φ⁝．．．Zδωρ

ゼは︑大逆罪がすでにグリエルモニ世時代から︑﹁司法官﹂の権限に属してい

寒鴨ミ僑§︑ぎ§識暮自ミ奪曹誤ミ愚鐸§ミ段ミ燃ミ§直叙鴇ド自9罫Oぎ搬儀￠潤

ψQQ甲誤為．︿①患部P霞．℃ω讐け硲畳℃霞目叶60欝福8♪QQ・ω①−欝鴨ぐぎΩ①︿ρ臣O自ωO■⁝

︵54︶8×8讐︒臨①臼§ヨ①δω①ヨ鉱①︒・富器曾び︒邑︒置一Pロ①ρ鼠9ω＜oωヨ胃①ω①ロ欝

たと主張している︒彼の推論の論拠は﹃シチリア王国勅法集成﹄第一巻四四条

岡目ω骨き傍ミ遵ミ識ら謙職ミNミ職欝bd①蝕斜O①o茜bd8葺國Φb︒8

である︒すなわちこの条項において︑フェデリーコは︑﹁司法官﹂の管轄する
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康文）
「危機の時代」（1198−1220年）におけるシチリア王国行政（榊原

西洋史論集

法官﹄﹂五六頁参 照 ︒

ω貯一当︒部償昌島OΦ葺ωo目隠門島置尺Φ雨露bQbQρ∪舞ヨω9鐸堕≦陣ωω①昌ωoげ餌津凱︒げ︒

お己も噂．＄−Q︒Q︒⁝ω聖旨①扇ぎ一望磐αq⁝豊ミ識罫自㌔圏置どOδ函︒︑凱αq魯①糞ωo冨陣ヨ

締①o儀①ヨヨ90昌臥貯︒ωo億び恥需餌卑①o窪鑓躍︒︿Φ簿ぽ犀ω目︒鳥oρ岩蹴げ曾導︒冨ω欝叫①

．Qっ冨藁葺8ω昌毒飯島常8審δ隈︒唱畳①岩ω欝ωΦ庫島魯磐①8ω再①o磐︒臥8ω君ωoω

貯や︒旨二四︒ωqo墜R日蕾昌ρ偶島影質ωω聲罠叶興①壱聴器︒偉§客磐8凶8寧日帯ωo窪目・．碇

帯臨ω魯ωヨ①農ρ屋島畠営①巳ωq①①×8ぼ§oび輿ω目目白導冨σ①捲自・臣￠鴇ヨ営ω8昌蝕

買①ω琶界ーゼ出巳嵩鎚儀−⇔騰珍9①9国尚も●罵Φ．

切9ぽαq①ωΦ蔚6田鼠罵8鴇ω・留岩乗9簡潔には︑拙稿﹁シチリア王国における﹃司

︵57︶O器く巴①トΦ凶ω曄自δ幹．．も●国O国・

︵71︶唯一の例外が︑都市の自立の考察において︑都市における﹁司法官﹂任命に

︵70︶前註︵54︶参照︒

器国歯ON．

︵59︶O旨く巴ρ竃陣ω聾養δ誉．・も唱・同O㎝山8・

︵58︶O霞碧鉱︒ト虫ω簿自帥oa⁝矯懇

︵60︶Oβ︒冨く巴ρド魚ω島隠坤︒昌帥⁝も・同OSさらに詳細は不明ながら︑カラヴアーレは

むしろ逆に︑﹁政治困難によって正規の役職保持者の任命が行われなくなって

ラヴァーレはこの事例も︑都市の側からの任命権の﹁纂奪﹂とはとらえない︒

も︑王国地方管区の役職を保持し続けようという都市民の意図﹂を示すもので

ついて分析しているくだりである︒O霞磐巴ρピ①凶ω簿自δ昆・こ燈・離O齢ただし︑カ

いう役職が存在したことに触れている︒O§＜臥ρピ蝕ω簿§δ昌P．・や国O︒︒．

ある︑ととらえられている︒こうした見解の妥当性は本稿では検討することは

﹁器讐巴戸口︒匿器曾爵霧霞①曾︒︒§践簿＄鳳爵窪ω覧§§球音爵ω﹂と

︵61︶O堅く巴①き①凶ω騨自凶︒口い．．も．回O︒︒●

できず︑別稿を期したい︒しかしともあれ︑カラヴアーレが︑王権によらない

諸役職の﹁任命﹂の存在を十分に認識していることは︑この記述から明らかに

動については︑O器く巴ρび虫ω鼻自δ巳⁝も唱・陣O︒︒山Oρ

なる︒それゆえ︑彼は意図的に﹁任命﹂の問題を﹁連続性﹂の検討から分離し

︵62︶0鍵奥旨少ド虫ω窪目δ巳●．．も論O①・さらに︑ストラテーゴス︑カテパヌスの活

︵63︶O窪く巴①レ虫ω簿8凶︒巳＝

ていることが明白となる︒

も島09

︵65︶O羅く鉱①ト①凶ω簿9坤︒獣・︒も・①o︒・

ト貸ぎ袋ミ恥§罵・§甦・鴇ミ象O鼠①o獣8伽①

︵餌︶とりわけ財務行政については︑0煙く巴Pび虫ω騨目ご幹．．も唱．同O①山OS

︵72︶マルタンは︑竃聾貯温①毬−鍵巴①

へ

カラヴァーレの研究を修正・補完している︒しかし︑この﹁分権化﹂の指摘と

会︑一九九七年︑一八頁︶と評されるものであり︑初期・中期中世のプーリャ

七︶﹂﹃地中海学会二〇周年記念

の大著﹂︵高山博﹁中世南イタリアに関する歴史学の成果二十年︵一九七七−九

O︶如︒目ρ剛8冨即帥銅臥ω①島Φ圃︒岩ρおり︒︒の著者で

いう点では︑カラヴァーレの指摘はなおオリジナルな価値を失っておらず︑こ

地方の歴史を扱う際の基本文献として︑長く生命力を保つ研究と思われる︒ま

も

ある︒この著書は﹁プーリア地方に関する情報を網羅的に整理した地域史研究

国︑国8冨津再再ω①伍①殉︒目Φ同

︵66︶O§＜鉱ρ 常 凶 ω 曄 自 ざ 昌 r も ・ 嵩 ピ

研究も一部しか受け入れていない︒後述するように︑マルタンは︑多くの点で

︵67︶とりわけ︑この﹁分権化﹂という現象の積極的位置付けを︑後述マルタンの

の現象は研究上さらなる検討に値する︑と筆者は考える︒

た︑その他にも単襲︑あるいは中世考古学者のOぼω臨器Zo器と共著で︑数多

料を駆使し︑かつまた中世考古学の成果をとり入れ︑さらには自然環境にも着

くの論文・著作を公刊している︒彼の研究方法は︑経済・社会︑政治関連の史

地中海学の二十年﹄地中海学会編︑地中海学

ミ無ミ§§ミ心§＄§僑誘§こ翁§帖輩下ミな識切ミ連ごミ§畳黙鯵臨象鴨§ミ愚韓ミ蕊

︵賢聖無ミ賠織電︒§ミ8聖§ミ房ミ§ミ︒・§9蕊蛛§職§爵㌣§粛賞§黛醤§貫

ざ目●

ミN醇蕊︒§ミミ禽漣．甦．鴇警ド即匪︒︒矯臨8評①隣①温⑩Φ蒔︶︒また︑史料編纂にお

ヴァーベン朝期のシチリア王国に関する研究が多い︵例えば︑謹昌昌窪り−冨畳①

目するなど︑多様な分野を総合する点に特徴がある︒近年ではノルマン・シュ

辱§喬ミミ無§ミ§§ミミ識辞①＆a田田①雪−び︒島甲≧騒げ︒器①踏巳躍周α−bd民珍︒囮圏oρ①8巳

︵以下︑畷巳唱導−じd融げ︒滞ρ國−炉唱・と略記︶︒O器く巴ρピ①

顕彰や輿①ω・い評臨ω温Q︒紹−同◎︒①岬ユω持・p︒葛ωfざユ昌Pこご︒舜㊦ぴq鋤α．国都ω日Pお①GQ

同も興ド署．匿︒︒−誌ρ

ω馨gδ§⁝も唱 譲−Φbo齢

︵69︶．O①鋤9巳§口︒ユ①叶冨目げΦ駐ひq置け㌶①8ωq帥6§8島§gω野望趙①窓辺Bo磐〇三〇δ
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いても重要な貢献を行っており︑Oo畠8∪目皿o目9臨8噂￠ひ︒ぽωρ＜o一．卜︒ビト題

るこの都市への支配要求が関連しており︑ジェノヴァ人とβ・臼降︒轄︒畠Ooω富が

のコムーネの恩寵によりシラクーサ伯﹂と名乗っている︒瓢邑一巨多融げ︒滞ω菊㌍

ミ§ミミ嶋§§匂雲霧 醤9Q議§ミ§§尉8醤給遷跨

﹁O皿Φ需①臨国書け冨88資§石畳巴ω蜜謹①8ヨΦωω濤2ω①神と国王とジエノヴア

肉ミ識§鳴味

Qミ試題§ぎ貯

唱■罵卜︒．

N冨§ミミ︒§§ミ墨国︵国O鱒餌一盛卜︒①①︶埴匿島①餌ギ護巴Φ蜜p・搬器bご践bo臨①錨鮎ω8臥帥

評鼠帥℃㊤置噂薦蕾℃蜀刈①鞠く︒ドωOト僑§§Nミ謎§￠§§職帖⑦ミ曹貯§§§蕊良欝

︵86︶反面︑この現象は︑シチリア・カラーブリアとその他半島部との﹁地域的相

ルマン時代と比して︑フェデリーコ時代の王国行政を︑﹁地域的相違を廃し均

ら︑この時代の社会をとらえた研究は管見のかぎり見あたらない︒しかし︑ノ

違の統一化﹂傾向と合致するものといえよう︒しかしながら︑こうした視点か

爲ミ認さ曲路蛛ミ§§織ミ9§識貸§NO馬騎ミe粂NN昼時§b＜o圃ωこ＆・審帥亭尾︒甑①

§O§黛8§鳴§貸翌日O貸韓§︵M8恥誌S︶一＆●一葦甲憲餌臥Φ譲器炉ゆ餌罫ω8δ磁象

質化された地方行政を展開した﹂とする評価があるとき︑その原因の一つを︑

窯銭5しd鼠蝸ω8凶①鼠畠ω8甑偶亭亭p︒や禽冨畑醒αq訂温㊤Q︒ぎく︒ドQQbΩド爲楠§§h譲ま亀馬

リア研究において最も注目すべき研究者の一人といってよい︒主要業績につい

ω8訂評議麟︒℃雲貯噂轟匿覧困Φ溝の編者である︒現在︑中世初期・中期の南イタ

この時代の王国社会に求めることは不可能ではないと思われる︒
前節註︵20︶参照︒

てはト自ざ鼠§§ミ．§甦．恥§紺における文献目録︵昭・鷲Q︒函qO︶を参照︒

︵87︶鼠銭旦門帥霊堂ω白雲︒⇔＝．もや．罠①函No︒．

︵88︶寓霞§鳩ド．藍鼠蝕ω舞跳︒鵠⁝も匿罵︒︒．

︵89︶護畳貯ト．巴巳巳ω門舜瓜oρ・こ暑．匿Q︒−罠ρ

︵90︶寓畏ぎト．器滋巳ω窪㌶陣︒昌⁝も．雛O・

．．も．と略記︶︒

貯詔．︿o昌目げ8謬向自ω陣婁口箇①詳

門践甑口δ屋瓜8曾圃︒冨§お2貫ΦZo§識ω①筋︒轟げ霧㍉臣

b魯⑦ミ慧識§⑦魯 叙 § ︐ 勲 N ミ § 蜜 蕊 職 § 上 肉 馬 簿

︵73︶蜜銀β審帥早冨巴①

智昌穿︒告Φo竃仙ΦΦρ署・回認山恥ρ︵以下︑諸霞鉱Pヒ餌駐凶邑白豆博凶8

︵91︶冨餌誹貯

︵74︶憲壁βご薗畠ヨμ巳偉母甑︒昌⁝も・国b︒9
︵75︶竃畏罫門践目ヨ置窪p︒誌︒昌⁝も噂﹂卜︒O−醤ら︒．

頁︒

の封建制解明のために一﹂﹃史林﹄第六六巻六号︵一九八三年一一月︶︑＝二七

︵78︶山邉規子﹁カタローグス・バローヌムについてーイタリアにおけるノルマン

︵77︶﹈≦霞甑Pヒ践ヨぎδ口再凶呂⁝も温b︒ω・

を持っていると思われる︒すなわち︑この時代に前代の﹁司法官﹂管区は維持

持たない﹁司法官﹂の登場という現象と︑﹁司法官﹂管区縮小とが密接な関連

について︑明確な見解を示していない︒しかし︑筆者の見るところ︑管区名を

諸史料に登場してくる︒上述のようにカラヴァーレはこうした現象のもつ意味

︵93︶カラヴアーレが指摘するように︑この時期︑管区名を持たない﹁司法官﹂が

︵92︶冨霞けβ門巴巨監︒・爵巴︒昌⁝もウ雛O高声．

ドー巴目巨ωq巴︒昌⁝も．雛O．

︵76︶蜜母口Pご民目ぎ凶ωけ冨賦︒団⁝も・嵩ω．

︵79︶竃㌶鼠炉門践扇ぎ圃ω樽鑓甑︒昌⁝もや時O山認・

されず︑第二点で述べるように︑伯・都市が各地域で﹁司法官﹂職を任命して

︵80︶護露旦ピ践ヨ冒貯叶白鼠︒昌⁝も・同b︒同．

︵81︶鼠銭鉾ご巴ヨ巨ωq巴︒

に︑カラヴァーレによれば同様な管区縮小は︑バイユールス管区にも見られる

いたため︑﹁管区名を持たない﹃司法官﹄﹂が史料に現れたと考えたい︒ちなみ

⁝も噸．路目−旨ω・

︵82︶寓畳導き．p・臨寒紅曾鑓甑︒昌・：も唱﹄ω刈由ωQ︒．

という︒ただしマルタンの見解は異なっている︒註︵30︶を参照︒

︵83︶竃鑓瓜戸職敵臼冒上弓餌口︒昌⁝も9嵩争嵩◎

︵84︶高山﹃神秘の中世王国﹄

︵95︶蜜配陣ト．器ヨ皇嗣ω窪践︒ロ⁝も・回ωOも仙G︒N・

︵94︶冨三厩旦門戸巳凱ω耳巴︒昌⁝も・器国．

一二七頁︒

go8昌①に︑シチリアにおいては︑⇔ゆ葺鶏p︒鴇O巳①ω露ρω瞠鋤︒ロωp︒舳︾ひq臨ぴq㊦艮P

︵％︶竃壁心門偶曾鐵ωけ鑓鉱︒口⁝も噂島認山ωω．

︵85︶カラーブリアにおいては︑犀8①β・℃竃︒段包8d諏偉㈹Pωき寓隣診H8︾触αq①葺露P

閃餌鵯ω9︒に伯が現れている︒ただし︑シラクーサについては︑ジエノヴァによ
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︵97︶ただし︑伯や聖堂の二世ラリウスが存在したことをマルタンは指摘してい

摘した︒この点で︑マルタンによってカラヴァーレの分析が補完さ

下層が王国行政諸機構の形式的な﹁連続性﹂維持に貢献したことを指

このように︑カラヴアーレ︑マルタン両者の研究によって︑定説的

れ︑さらなる深化がもたらされたといえるであろう︒

る︒竃葭臣Pご巴鼠 巴 無 轟 甑 O 口 ⁝ も ﹄ ω ω ●
︵98︶寓践甑Pご践訊鼠︒・嘩舞一〇出⁝も噂・回ωωらω切・

︵99︶冨匿自員ご巴ヨ貯δq舞凶︒切⁝も﹂ら︒野

見解は修正を受け︑もはや従来通り︑この時代を単純に﹁混乱﹂や﹁行

︵m︶冨壁βご巴乱捕ω鐸m丹凶8⁝も・回ω㎝●

︵101︶罵震鳥Pご置碁凱ω客星圃︒昌⁝もや國ω㎝山ωSさらに︑寓帥誹冒し①四種竃母冨

政諸機構解体の時代﹂とみることは不可能になったと言えよう︒ま

王国行政の連続性の有無という問題を超えて︑さらなる視点を提示す

しかも︑カラヴアーレ・マルタンの研究は︑この﹁危機の時代﹂の

ろう︒

ても︑定説的見解は︑マルタンの研究を踏まえて修正される必要があ

れに依拠しながら︑自らの権限拡大を図ったのである︒この点におい

えるならばあやまりとなろう︒伯は王国諸制度の枠組みを維持し︑そ

いは都市︶の自立化という理解も︑伯が王権から単純に独立したと考

た︑冒頭で挙げたこの時代の王国社会像の第二点︑すなわち伯︵ある

い．oお四巳ω讐凶︒目巴ヨ一巳︒︒け鑓口く①三層笛富マ①α麟叶臼簿︒貯ρぢ騨ざ尉蕊も︒ら帖ミ昏恥辱魯ミ︒

§母鳴ミ恥器§喬陶黛爲遷．益ミ戚ミ翁題紺讐︒§貸鷺醤ミ§貸苫蕊︒あ竃竃§識−9肋咋馬ミ乳
§ミ雫さミ遣鍵−bd巴鴇O㊦舟置目Oo︒㎝も℃■Q︒O−Q︒回●

︵朋︶上畳5ご践巨巳︒︒落餌一匹8⁝も藁ωメ

むすびにかえて
以上︑カラヴァーレとマルタンの説を紹介してきた︒まずカラ
ヴァーレの研究は︑諸史料を広範に駆使し︑この時代の行政諸機構の
﹁連続性﹂を提示した︒この点に彼の研究史上の貢献をみることがで

の影響を提起したことは︑重要な指摘であるといえる︒反面︑カラ

﹁分権化﹂の側面を積極的に評価し︑さらなる制度発展への﹁分権化﹂

ア王国において︑ノルマン期の王権︵ならびに王国地方行政機構︶に

した︒すなわち彼によれば︑十二世紀後半から十三世紀前半のシチリ

ゴッティー二の見解を紹介し︑彼の見解の特徴として︑次の点を指摘

ヴェル

ヴァーレはやや性急に行政諸機構の﹁連続性﹂の断定にかたむいた観

よる聖俗貴族への厳格な統制から︑一転して︑﹁危機の時代﹂におけ

るものと思われる︒すなわち︑さきに定説的見解として︑デ

は否めない︒とりわけ彼が諸役職の任命の苗齢を考察の外に置いたこ

る王国地方行政機構の﹁解体﹂へと事態は推移した︒つまりこの時期︑

きる︒また︑この時代の諸役職において︑下位の諸役職の権限強化H

とは︑この時代の王国諸制度のありかたについて更なる疑問をなげか

ティ三二は強調するのである︒こうした見解の背景には王権と聖俗貴

王国社会にはきわめて劇的な変化が起こったことを︑デーーヴェルゴッ

こうした疑問に答えたのが︑マルタンの研究であった︒マルタン

族層についての↓つのイメージがあることが指摘できる︒すなわち︑

けることになった︒

は︑伯層の動向を含め広い文脈の中でこの時代の王国行政を検討し︑
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王権は常に聖俗貴族を厳格な統制下に置こうとし︑聖俗貴族はすきあ
らば王権の統制をはなれて自立化をはかる︒つまり︑王権と聖俗貴族

統治下シチリア王国における﹃司法官﹄1﹃シチリア王国勅法集成﹄の検討を

中心に一﹂﹃北海道大学文学部紀要﹄四五の三︵通巻第九〇号︶︵一九九七年︶︑

五三頁D

また︑こうした指摘は︑ノルマン時代のみならずシュヴァーベン時代にも有

§§ミき龍§§ミ醤醤自題ミ唱3ざユ昌ρ￠吋閃8おQ︒①も9

︵2︶デ目ヴエルゴッテイー二もまた︑この点には気付いている︒Oo＜騨αq9識旦

たな研究動向についての概観は︑前掲拙稿三八頁から四一頁︒

9§ぴ試骨勢貯識§︑智蜜§ミω︵固縮避國⑩ω陣︶署画ω三山舘・フェデリーコニ世期の新

以下がある︒層旨βω℃調・腎同げ①①ヨ噂舞︒﹃閃器仙①甑6開國國餌巳θぽ①o︒§蕾鄭魯§賀寒鴨

b︒ω甲b︒ωSさらには学界貴族・教会と王権との関係についての先駆的研究として

ぎ白8雷罠騙ω巴話8器 卜

じd旨碧瓜巳国嘲巴①甑8鍔圏臨 Pd同団86Q︒ωも噂●象㎝−①誤旧甑ω幹紹鵠羅鍵ω●叶こ

畑護ΦNNo砂q帥︒語︒臣国一

ピβ︒ヨ︒昌銭︒匪再主︒§王国①ω︿①＜餌漏円

効である︒例えば︑摩mヨ︒簿昌ρω巴く辞︒話

とが絶えず競合・対立するイメージである︒もちろん︑こうしたイ
メージが完全にあやまりであるとはいえない︒しかし︑カラヴアー

診●函b譜︑旨へ寄ミ賞臣貯①偉働紆O冒ω①署①O巴器ωo℃＜orω

種の協

レ・マルタンの研究が明らかにしたように︑両者の関係はより複雑な
側面を含んでいる︒換言すれば︑王権と聖俗貴族との間には

ハユロ

同・相互依存といえる側面もあったのではないか︑と思われるのであ
る︒

もちろん︑従来の研究者は︑王権と聖俗貴族とのこうした︑協同・相
ハヨレ

90話岩け旨駄ミ§黛
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互依存の側面に気付かなかったわけではない︒しかし︑こうした側面
は王権による統制とくらべて影の薄い存在として片付けられており︑

N臨閃亀8器﹄Φ零も．㎝ω．

助成を受けた研究成果の一部である﹀︒

︵本稿は︑平成九年度・十年度文部省科学研究費・奨励研究︵A︶による

の課題としたい︒

ヴァーベン朝初期の﹁司法官﹂制度について︑さらなる検討を行うことを今後

れるからである︒それゆえ︑本稿でとりあげた連続性の問題をも含め︑シュ

である︒というのも︑﹁司法官﹂は両者の接点に位置する存在であると考えら

︵3︶このような﹁王権と貴族﹂という視点で︑興味深いのは地方﹁司法窟﹂制度

§ら︒§§ミ§帖鴇8獄葺く︒一・卜︒懸絶︒讐帥も︒嘗O霧醇①

王権と貴族︑両者の関係についてはまだまだ多くの考察の余地が存在
するように思われる︒この点で︑マルタンが行政機構の検討に貴族層
︵とりわけ伯︶の動向を組み込んだことは示唆に富む︒こうした︑王
権︵あるいは行政機構︶と貴族との関係の更なる分析を課題として︑
ロヨ ら

むすびにかえたい︒

↓げ①Zo﹃ヨ器

§馬﹀§§§

N蛭§織ミ肉曼ミ自§儀§ミ貸§﹄

隠N丼鳶題︾巴①戸ω6δ艮凶Pお︒︒Nや欝倉拙稿﹁＝二世紀前半フェデリーコニ世

ぎぎ§韓ミ職§9恕ミ皆§糺§§．さ隷愚§

躍b︒8躍①ρミ鳴誘駄導鳴bロミ画恥︾憲s貯ミ§N＆︵同露ω︶やQ︒竃歯①鼠艮

践巳臨ω辞睡鼠80鴎︾唱臨帥周巳9鷲Fヨ︒お①招①o冨一信￠巳段沁︒αq段月磐鳥≦聾帥p導國●

けつつ展開されていたことを指摘している︒蜜彗ωo員岡＜①婿口竃・

︵1︶すでにジャミスンは︑ノルマン期の﹁司法官﹂制度が在地貴族層の支持を受

註
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