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宇佐美一博「挨拶」

挨 拶

愛知大学人文社会学研究所所長

宇佐美一博

2015 年 4 月に愛知大学人文社会学研究所が設立され 4 年がたちました。その

間、本研究所の目的である基礎研究に焦点を当てながら、人文科学と社会科学、

及び双方にわたる所謂学際域に関する高度な研究及び発表を行ってきました。そ

の成果は、文学論叢、プロジェクト・研究会やシンポジウム・ワークショップ等

の報告書という目に見える形となって公表され、知的財産として蓄積されつつあ

ります。

 しかし、世界中の国々は国際化に伴ってますます多文化社会になりつつあり、

根源的かつ普遍的な問題はさらに複雑に錯綜し、それぞれの分野で多面的に新し

い知の在り処を探求する必要に迫られています。また分野を超えた学際的な研究

もその重要性を増しています。異文化共生の問題、自由・民主主義・人権を求め

る問題、貧富の格差拡大の問題など、世界各地で新たに生じつつある諸問題を解

決するには、「故きを温めて」、これまでの研究成果を受け継ぎ、「新しきを知る」、

そこから新たな解決の糸口を見出し、そして未来に対して「遠き慮り（＝ヴィジ

ョン）」を持って、所員各自がそれぞれの研究を「孜孜（＝ハードワーク）」とし

て続けていく以外に方法はないと考えます。

世界は、「ベルリンの壁」が崩壊してちょうど30年になります。しかし、世界

がグローバル化して一体化していく一方で、保護主義が擡頭し、香港、スペイン

など世界各地で反乱、抵抗運動、示威運動が起きて「新しい壁」ができつつあり

ます。このような歴史の間断なき流れの中で、ナショナル・ヒストリーを超克し、

21世紀にふさわしい新しい歴史学の実践をめざす今回のシンポジウム「ヨーロッ

パ前近代の複合国家」は、基礎研究としてまことに時宜を得た意義のあるものと
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いえます。このシンポジウムは本研究所主催で開催された過去2回のシンポジウ

ムの問題意識を継承して開かれたものであり、世界の今後の動向を見定め、着実

な研究を進める一歩になると確信しています。それゆえここに報告書を公刊し、

多くの方々に手にとって読んでいただくことを切望する次第です。 
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趣旨説明：ヨーロッパ前近代の複合国家 

 

小野賢一 

 

この研究報告書は、2018 年 10 月 13 日に愛知大学人文社会学研究所主催で開催された

講演会「ヨーロッパ前近代の複合国家」の研究報告の成果物である。 

本講演会は、2016 年 11 月 26 日に愛知大学人文社会学研究所主催で開催された「国境

を超える歴史学」（報告者：村上司樹氏、服部良久氏、多田哲氏）及び 2017 年 11 月 25

日に同研究所主催で開催された講演会「帝国と魔女で読み解くヨーロッパ」（報告者：朝治

啓三氏、田島篤史氏、高田京比子氏）の問題意識を継承しつつ、ヨーロッパ前近代の「複

合国家」というキーワードを通じて、近代歴史学のナショナル・ヒストリーを乗り越え、

21世紀にふさわしい新しい歴史学のあり方について議論するものである。 

中世近世のヨーロッパには、近代の英独仏の領域にほぼ重なるイングランド王国、神聖

ローマ帝国、フランス王国が存在した。これらの国々と並び称される大国がブルゴーニュ

公国である。ところでブルゴーニュ公国について世間一般では如何なるイメージが流布し

ているだろうか。 

フランス史のなかでは、親王領としてあらわれ、王国のなかの国内政治の一派「ブルゴ

ーニュ派」として断片的に事件史のなかに姿を見せる。特にオルレアン公暗殺事件とそれ

につづくブルゴーニュ公暗殺事件という悲惨なエピソードはフランス史のなかの有名な王

国の内紛のエピソードとして知られている。イングランド史のなかでは、ブルゴーニュ公

国は、百年戦争期の外交上の駆け引きの相手としてあらわれる。歴史家アンリ・ピレンヌ

が一国史としてのベルギー史を構想した際に、現在のベルギーとほぼ重なる前近代のフラ

ンドル伯領を一時的に支配していた勢力としてブルゴーニュ公国を位置づけた。しかしな

がら、ピレンヌの関心はあくまでも近代国民国家ベルギーの方に向いていたといってよい。 

このようにフランス史、イングランド史、ベルギー史のなかのエピソードとしてブルゴ

ーニュ公国は断片的に姿を見せ、それらの断片をパズルのようにつないでようやくこのか
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つての大国のイメージを形作るほかないのが現状である。現代の国民国家の領域と十分に

重ならないため、近代以後に成立した国民国家の歴史編纂物のなかにパッチワークのよう

にはめこまれ、それらの一貫性のない断片をパズルのように組み合わせて世間一般に認知

される国家、それがブルゴーニュ公国なのである。したがって専門家を除く世間一般では

ブルゴーニュ公国の認知度は極めて低くならざるを得ない。 

だが、国家としてのブルゴーニュは認知されなくとも、ブルゴーニュという言葉は、ヨ

ーロッパ文化に関心を持つ人々に相当程度認知されているのではないだろうか。ブルゴー

ニュは、現在のフランスの一地方というだけでなく、ロマネコンティなどの高級ワインの

産地として知られている。食通の間ではエスカルゴ（食用かたつむり）料理やブッフブル

ギニョン（牛肉の赤ワイン煮込み）やマスタード（西洋からし）は、ブルゴーニュの名物

料理としてよく知られている。多くの人々が抱くブルゴーニュのイメージは、豪華な西洋

料理と結びついている。このイメージは正しい。ブルゴーニュ公国の宮廷では高級品であ

ったマスタードが宴会の際に湯水のごとく消費されていたという。この過剰なまでに豪華

な宮廷文化にこそ近代国民国家の狭間に埋没してしまったが、かつてヨーロッパの大国と

して栄華を極めたブルゴーニュ公国を読み解く鍵がある。「複合国家」「パッチワーク的国

家」またはスペクタクルや儀礼によって統治された「劇場国家」「典礼国家」などと表現さ

れ、近代のナショナル・ヒストリーでは読み解くことが難しいかつてのヨーロッパの大国

ブルゴーニュ公国について、この分野の権威の放送大学教授の河原温先生にご教示いただ

く。 

このシンポジウムの先駆的な点は、かなり無謀な試みであるかもしれないが、このブル

ゴーニュ公国とハプスブルク君主国を比較してみる点にある。ハプスブルク君主国は、複

合国家でありながら、近代まで生き残った。現代のオーストリアやハンガリーを領域の内

部に含んでいたが、この国家も近代のナショナル・ヒストリーの枠組みで捉えることはで

きない。学校教育（公教育）は、近代の国民国家の国民を作り上げるうえで不可欠な要素

である。複合国家での学校教育が如何に行われており、それが如何なる位置づけを持って

いたのかという点については、不明な点が多い。というのも複合国家を考察の対象とする

場合、従来の一国史観に基づく教育制度史の枠組みのなかに収まりきらない盲点が含まれ

ているからである。幸いなことにこの分野の第一人者の帯広畜産大学の佐々木洋子先生を

－4－



小野賢一「趣旨説明：ヨーロッパ前近代の複合国家」 

 

 
 

遠方からお招きすることができた。先生の実証研究に基づく、最新の研究の成果をご報告

いただく。 

コメンテーターとしてブルゴーニュやハプスブルクよりも小さいながらも、神聖ローマ

帝国領内の領邦として歴史に大きな足跡を残した領邦国家ヴェルフェンの専門家の郡山女

子大学短期大学部の桑野聡先生にご登壇いただき、このまたとない機会に桑野先生の御専

門のヴェルフェン史にかかわる具体的な事例を通じて、全体の議論を総括していただく。 

先生方の御専門のヴェルフェン公国、ブルゴーニュ公国、ハプスブルク君主国は、いず

れもゲルマン民族大移動期にブルグント人が入植した地域に所領を持っていた国家であり、

それらの諸国家の「家門政策」「宮廷と都市の儀礼」「学校教育（公教育）」と段階的に統治

システムが発展してゆく様子が見事に展望できる機会となったのは、企画段階からの先生

方の積極的なご助言とご配慮の賜物である。本ワークショップは、ナショナル・ヒストリ

ーを超克し、21世紀にふさわしい新しい歴史学を実践する試みである。 
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        15 世紀ブルゴーニュ公国の世界 

           ――宮廷・都市・儀礼―― 
 

                                    河原温 

 

はじめに 

 

オランダの歴史家ヨ―ハン・ホイジンガの著作『中世の秋』(1919 年)は、14・15 世紀

のブルゴーニュ公国を「騎士的世界の滅びの文化」としてとらえ、ブルゴーニュ宮廷を市

民的世界とは分けられた貴族の世界とみなして、死とデカダンスのイメージのもと、誇張

された感情表現の世界として描いてきた1。彼の著書の刊行からちょうど 100 年を経た現

在、ブルゴーニュ公国とその宮廷は、いかなる歴史的存在として我々の前に立ち現れてい

るだろうか。 

 近年のブルゴーニュ公国史研究についてみると、ベルギー、オランダ学界では、ネーデ

ルラントがブルゴーニュ公の支配領域に組み込まれた 3 代目のフィリップ善良公

（Philippe le Bon）の治世以後のネーデルラント諸領邦および都市勢力とブルゴーニュ公

の支配との関係を中心に研究がすすめられてきた2。ドイツ学界では、W.パラヴィッチ―

ニを代表として、神聖ローマ帝国とブルゴーニュ公国の歴史的関係の推移を読みとる視点

から、同じくフィリップ善良公とシャルル突進公（Charles le Téｍéraire）の治世におけ

る政治と宮廷社会が公国史研究の中心をなしてきたと言えよう3。これに対し、フランス学

界では、南部ブルゴーニュ公領の地域史研究をはじめ、フィリップ豪胆公以下4代のブル

ゴーニュ公の治世を通じた政治過程、宮廷や貴族、都市および公国の行・財政組織の問題

などを中心に研究の深化が著しい4。 

本稿では、そうした近年の研究の潮流に示唆をうけながら、フィリップ善良公以降のブ

ルゴーニュ公国を北西ヨーロッパの「複合国家」の一例としてとりあげ、ブルゴーニュ公

の支配と統合における儀礼の機能を宮廷と都市の関係を中心に考えてみたい。 
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１ ブルゴーニュ公国の形成 

 

まず、ブルゴーニュ国家の形成プロセスを概観しておく。カロリング朝フランク王国は、

9世紀半ばにカール大帝の死後、東フランク、西フランク、そしてロタールの王国(ロタリ

ンギア)に分割された。その後、このロタリンギアは、東フランクと西フランクに吸収され

る。東フランクを継承した神聖ローマ帝国と西フランクを継承したフランス王国の双方に

属することになったロタリンギアは、ゲルマン語圏とロマンス語圏の境界地帯をなしてお

り、両国の君主から半ば自立的な諸侯が独自の領国を形成した。そして、14世紀以降勢力

を広げたフランスのヴァロワ朝の傍系ブルゴーニュ家が、ブルゴーニュ公領、ブルゴーニ

ュ伯領を中心に、ロタリンギアの諸侯領を支配下におさめることで、ブルゴーニュ公国が

形成されることになった5。 

フランス王シャルル5世の4男であったフィリップ豪胆公（Philippe le Hardi）は、ブ

ルゴーニュ公領を親王領として継承した。ブルゴーニュ公となったフィリップは、1369

年にフランドル伯の一人娘と結婚することで、フランドル伯領の継承者となった。1384

年にフランドル伯ルイ・ド・マールの死後、フィリップはフランドル伯領、アルトワ伯領

をはじめとする諸伯領を獲得した。複合国家としてのブルゴーニュ公国の始まりである。

彼は、1386年にリルに評議院（Chambre du Conseil）や会計院（Chambre de Coｍpte）

を設置し、南部ブルゴーニュ公領に加えて、フランドル伯領支配の基盤を固めた。二代目

のジャン無畏公（Jean sans Peur）の時代には、ヘントにフランドル評議院（Conseil de 

Flandre）が設置された。しかし、フィリップ豪胆公もジャン無畏公も彼らの政治的拠点

はフランス王国内であり、パリとディジョンが中心であった。彼らには、フランス王国と

は別個の君主国家を樹立しようとする意思は認められない。ジャン無畏公が 1419 年にモ

ントレ―で暗殺された後、彼の後を継いだ3代目のフィリップ善良公（Philippe le Bon）

は、彼の宮廷(邸宅)の拠点をはじめて南部ブルゴーニュ公領(ディジョン)から南ネーデルラ

ント(ブルッヘ、ブリュッセル)に移し、南部ブルゴーニュ公領と北部のネーデルラントの

統合への布石を打ったといえる。 

フィリップ善良公は、英仏王権による百年戦争の狭間にあって、フランスと神聖ローマ
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帝国の境界に位置していたブルゴーニュ諸邦の自立を志向した。1435年のアラスの協約に

より、フィリップは、フランス王と和平を結び、フランドル伯領をフランス王権から切り

離し、ブルゴーニュ国家の政治的支配領域へと組み込んだ。他方、ナミュール伯領(1420

年)、エノー伯領(1428年)、ブラバント公領(1430年)、ホラント伯領、ゼーラント伯領(1433

年)、リュクサンブール公領(1443年)などネーデルラントの主要な領邦を次々にブルゴーニ

ュ公家に帰属させ、フランス王国、神聖ローマ帝国の双方に所領群を保有する一大「領邦

国家」が形成されることになったのである6。    

フィリップの統治は、歴代ブルゴーニュ公の中で、最も長い 48 年間にわたっており、

ブルゴーニュ国家形成の礎となったことは疑いない。彼は、単なる領邦の複合体でしかな

いブルゴーニュ「国家」を統合し、一括して統治しようと試みた。彼は、そのための制度

的改革として1435年以降貴族と市民から構成される大評議会（Grand Conseil）を創設す

るとともに、司法機関（Cour de justice）の機能拡大を推し進めた。また、リルの会計院

を整備し、ブルッヘ、ヘントをはじめとするネーデルラント都市のエリート市民を収入役

などの役職者として会計院に登用した7。ネーデルラント市民にとって、ブルゴーニュ公の

行財政機関への登用は、社会的上昇のための有力な機会を提供したのである。 

都市との関係では、13世紀以来代表制活動が盛んであったフランドル伯領、ブラバント

公領の有力都市の代表からなる四者会議(ヘント、ブルッヘ、イープル、およびブルフセ・

フレイエ〈農村自治区〉の四つの自治体)が、フィリップと臨時税(エイドや塩税等)の導入

をめぐって交渉を重ねた。フィリップにより 1464 年に四者会議を中心とするネーデルラ

ントの諸領邦の代表が召集された会合は、「全国議会」（Staten Generaal）のはしりとな

った。 

全国議会では、貨幣問題、対英国通商政策、フィリップからの援助金要請問題等を中心

に都市とブルゴーニュ公との合意が目指された8。フィリップとその取り巻きは、この全国

議会をネーデルラントの諸領邦だけではなく、南部ブルゴーニュ公領の都市代表等を含め

た召集リストを作成することでブルゴーニュ国家全域からの代表の召集を意図していたと

されており、実現には至らなかったものの、ネーデルラント諸領邦と南部ブルゴーニュ公

領を合わせたブルゴーニュ国家を集約した全国議会を構想していたのである9。こうした南

北のブルゴーニュ所領の統合の試みは、フィリップの息子シャルル突進公（Chalrles le  
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Téｍéraire）の時代においてより現実味を帯びることとなる。 

 また、ブルゴーニュ公領とその周辺領域に対するブルゴーニュ公の支配の拡大は、フィ

リップの統治期に、公領内外の司教座(トゥ―ルネ、リエージュ、ユトレヒト、トリアーな

ど)をはじめとする諸教会組織の主要な役職者(司教や聖堂参事会長)にフィリップの庶子や

親族を任命することによっても果たされていった。公会議時代の弱体化したローマ教皇を

支持することで、1450年の聖年の折には、ローマ巡礼者に与えられるのと同じ贖宥がメヘ

レンの7つの教会に巡礼したすべての公の家臣たちに与えられるなど、教皇・教会組織と

ブルゴーニュ公権の親近性の高まりを見て取ることができる10。息子のシャルルもまた、

家臣を公領の教会組織のうちに組み込んでいく構想を実現しようとした11。 

他方、フィリップ善良公は、彼の宮廷(邸宅)をリル、ブリュッセル、ヘント、ブルッヘ

などに設け、貴族のみならずネーデルラントの都市民との交流を促進していった。1430

年以降、公領下の主要都市で開催された金毛騎士団（L’ordre de la toisson d’or）の年次総

会や、1454年にリルで催された豪華な「雉の宴」（Banquet de Faisan）等のブルゴーニ

ュ宮廷におけるさまざまな祝祭パフォーマンスは、後述するように宮廷と都市の関係を強

化する回路を提供したのである12。とはいえ、フィリップとネーデルラント都市との関係

は、必ずしも良好であったわけではない。実際カレーへの出兵をめぐる 1436－38 年のブ

ルッヘ市民の反乱、1449 年－53 年の塩税の課税問題をめぐるヘント市民との対立では、

軍事的衝突の結果、フィリップの勝利に終わった。そして数年後にそれぞれの都市との儀

礼的和解として行われた入市式(ブルッヘ：1440 年、ヘント：1458 年)により、フィリッ

プと都市の宥和が果たされたのである13。 

 1467 年 1 月にフィリップがブルッヘで没したのち、息子のシャルルが、ブルゴーニュ

公を継承した。従来、シャルル突進公（Charles le Téｍéraire）については、周辺領邦と

の戦争に明け暮れた好戦的君主というイメージが強かったが14、近年では、彼がフランス

王国と神聖ローマ帝国にまたがるブルゴーニュ公の支配領域を統合し、新たな君主国家の

創生をめざした現実的な政治感覚をもつ君主であったとみなす見解が有力となりつつある

15。ただし、シャルルの治世がわずか10年という短期であったことは、よくも悪くも彼の

統治の限界を示していたと言えるだろう。シャルルは、彼がまだシャロレ伯にすぎなかっ

た1466年に、リエージュ司教領の都市ディナンがブルゴーニュ公に対し反旗を翻した時、
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父フィリップの命によって軍隊によるディナンの都市破壊(市門、塔、橋などの防備施設)

を行い、ブルゴーニュ公の軍事力をネーデルラント都市に知らしめた。続く 1467 年 1 月

に父フィリップの死とともに、第 4 代のブルゴーニュ公となったシャルルは、1467 年秋

から翌年にかけて、再びディナンとリエージュの反乱に対峙することとなった。彼は、都

市リエージュの反乱に対して容赦せず、都市の「象徴資本」である市門や市壁を破壊し、

リエージュの都市共同体のシンボルであった「ペロン」(リエージュの広場に設置されてい

た共同体のモニュメント)を奪い、ブルッヘに移送させることで、君主による都市破壊の見

せしめとしたのである。この究極の罰としての都市破壊は、周辺諸都市に多大な衝撃を与

え、ネーデルラントのみならずケルンなど近隣のドイツ諸都市もまたシャルルに恭順の意

を示すことになった。シャルルによるかかる都市破壊ないし都市破壊の脅しは、強力な自

治を誇るネーデルラントの諸都市特にフランドルの大都市に対する示威的効果をなした。

しかし、同時にブルゴーニュ公国の北東部、東南部に隣接していたアルザス、スイス諸都

市においては、逆にその示威行為は、反ブルゴーニュの都市連合を形成する契機となり、

1477年のシャルルの戦死を導くことにつながったと言えよう16。 

 シャルルの集権政策において最も重要であったのは、1473年ブルゴーニュ領ネーデルラ

ント全域を管轄とする高等法院の設置とこれまでリルやブリュッセルに分かれておかれて

いた南ネーデルラントの会計院を統合し、メヘレンに一元化したことである。かかる集権

的制度改革の背景には、同時代の最大の政治的ライヴァルであったフランス王ルイ 11 世

に対するシャルルの対抗意識が存在したことは疑いないであろう。メヘレン高等法院は、

ブルゴーニュ公領における最高裁判所として他機関への上訴を禁じ、司法上、パリ高等法

院すなわちフランス王の宗主権からのブルゴーニュ公領の独立を意味していた。これまで

パリ高等法院の管轄権に含まれていたフランドル伯領を含めて、ネーデルラント諸領邦全

体の司法の統合がめざされたのである17。メヘレン高等法院は、1474年4月から1477年

のシャルルの死に至る約3年の間、実質的に機能し、244件の審理を行った。メヘレン高

等法院は、シャルルの死後ネーデルラント諸都市の要求によりいったん廃止されるが、

1504年にシャルルの孫にあたるフィリップ端麗公（Philippe le Beau）によって再興され、

カール５世へと引き継がれることになる18。この高等法院設立にあたって、1473 年 12 月

に発布されたティオンヴィルの勅令は、60名の役職者による高等法院の組織と職務、運営
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に関する詳細な規定を含んでいる。その前文において、「シャルルが正義の徳を具現化する

君主として〈公益〉（la chose publicque）を維持する至高の存在である」という言説が述

べられており、シャルルによる公国の集権化と統治イデオロギーの正当化のプロパガンダ

が示されているのである19。かかる正義の担い手としての君主の至高性を強調する一方で、

シャルルは、ネーデルラント諸都市に対し公領の領域的拡大のために要する莫大な援助金

の拠出をめぐり、全国議会と厳しい交渉を行った。その結果、全国議会は、1470年代に毎

年50万エキュを6年間拠出することでシャルルと合意した20。 

  メヘレン高等法院設立に先立つ 1473 年 9 月に、シャルルは、トリアーにおいて神聖ロ

ーマ帝国皇帝フリードリヒ3世と会談を行い、「ローマ王」（roi des Romains）の称号を得

ようと試みたが、その交渉は不成立に終わっていた。彼は、神聖ローマ帝国の中で、独自

の王の称号を得ることを意図し、ローマ王の他、ロートリンゲン(ロタランギア)王、フリ

ージア(フリースラント)王などの称号を志向していたとみられるが、フリードリヒ 3 世と

の交渉ではいかなる王の称号も得ることはできなかったのである。しかし、彼がフランス

王ルイ 11 世に対抗して、王（roi）を名乗ることを意図していたことは確かであり、新た

な国家(État)をフランス王国と神聖ローマ帝国の狭間に確立しようとしていたと言えるだ

ろう21。 

 

 

２ ブルゴーニュ宮廷の世界 

 

(1)宮廷とは何か 

 

 フィリップ善良公が南部ブルゴーニュ公領の中心都市ディジョンを離れ、ネーデルラン

トの主要都市(リル、ヘント、ブルッヘ、ブリュッセルなど)に設けた公の邸宅(宮廷)は、1430

年代以降、統治の拠点として彼の多様な取り巻きを包含する主要な舞台となった。パラヴ

ィッチーニは、ブルゴーニュ公国の中心をなした公の宮廷（la cour）について「君主の定

期的または一時的な取り巻き（entourage）を構成する様々な称号（肩書）をもつ男女の

集合体」と定義し、「親近性に基づき、君主を中心に彼に仕え、様々な奉仕を行う人々が君
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主の死まで所属する〈家〉である」と定義している22。宮廷は、君主自身の日常生活を組

織化し、君主の安全を保護するとともに、多様な階層の人々を統合し、また派手な消費、

贅沢により競合する君主・貴族たちにその威光を印象付ける儀式と儀礼をおこなう場であ

った。 

 ブルゴーニュ公の宮廷は、フィリップ善良公の時代から「宮廷規則」（Ordonnance de 

l’hôtel）により位階と職務が厳格に定められていく。1426年の宮廷規則によれば、宮廷に

雇用された役職者は、書記官長（chancelier）、侍従長（maitre d’hôtel）を筆頭として109

の職務に分化し、貴族を含めて総数 234 名を数えた23。宮廷で雇用された役職者は、続く

シャルル突進公の時代にはさらに増大し、1469年に622名、1474年には1030名に達し

ている。その規模の大きさは、同時代(1460年代)のイタリアにおける著名なウルビノ公モ

ンテフェルトロの宮廷(ウルビノ)の役職者が 355 名とされていることからもうかがい知る

ことができるだろう24。 

フィリップ善良公による集権化政策は、公の宮廷と宮廷の家政を担った貴族をはじめと

する役職者のシステムにおいても顕著であった。15世紀の土地領主としての貴族の経済力

の衰退にもかかわらず、貴族による支配は公の権威にとって本質的であり続けた。都市化

の進行していた南ネーデルラント(フランドル、ブラバント)地域においてさえ、貴族の称

号のもたらす威信の効力は、都市民が熱心に貴族との同化をめざしたことからも明らかで

ある。実際、中世後期の南ネーデルラント都市では、都市と宮廷の関係は密接であり、貴

族と都市上層民（都市貴族）の間を行動様式や生活様式で区別することは困難になってい

た。ブルゴーニュ公の権威の拡大は、社会的地位が多くの場合、宮廷における公への奉仕

を通じて獲得されうることを意味した25。上述したように、公の宮廷における役職者の数

は、フィリップ善良公の時代以降急速に増加する。ブルゴーニュ公の宮廷で採用されたロ

ーテンションやパートタイム(1 年のうち 4 か月や 6 か月)に基づく職務のシステムは、貴

族のみならず多くの市民が宮廷のヒエラルキーに組み込まれることを可能にしたと言えよ

う。宮廷におけるブルゴーニュ公へのアクセスのため、ヘント、ブルッヘ、ブリュッセル

などネーデルラントの有力な都市当局は、公の贔屓を得る上で宮廷の役職者たちの重要性

を認識しており、貴族や都市貴族に豪華な贈物やワインを提供することで宮廷において彼

らが市民的利益の拡大を促進することに努めたのである26。 
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 （2）移動する宮廷 

 

 中世ヨーロッパの君主が、自身の領国統治のため頻繁に移動を余儀なくされたことは、

よく知られている。12 世紀以来ドイツ皇帝(国王)もフランス国王もしばしば帝国(王国)内

を巡幸することで支配の権威を維持しなければならなかったからである。ブルゴーニュ公

もしばしば移動したが、宮廷も公に付き従って移動した。上述したように、フィリップ善

良公とシャルル突進公は、先代のブルゴーニュ公によって保持されていたパリのアルトワ

館（Maison d’Artois）やエダン城の他、新たに彼らの宮廷がおかれたリル（Palais Rihour）、

ブルッヘ（Prinsenhof）、ヘント（Ten Walle）、ブリュッセル（Coudenberg-Palast）にし

ばしば逗留していた。ルクープル＝デジャルダンによれば、フィリップとシャルルの治世

におけるネーデルラント都市滞在の比率は、フィリップの場合、ブリュッセル、リル、ブ

ルッヘの3都市で77%、シャルルの場合は、ブルッヘ、ブリュッセル、ヘントの3都市で

76%を占めており、ブルゴーニュ公の宮廷所在地のなかで、ブリュッセルとブルッヘの重

要度の高さがうかがえる27。 

 ブルゴーニュ公が移動しつつ滞在した都市におかれた宮廷は、15世紀のヨーロッパ随一

の輝きを示すものであった。シャルル突進公の宮廷生活を詳細に記述しているオリヴィ

エ・ド・ラ・マルシュの『覚書』（Mémoires de la Monsieur Olivier de la Marche）は、

イングランド王エドワード4世の依頼によって書かれており、シャルルの宮廷において侍

従長（maitre d’hôtel）や書記官長(chancelier)を頂点とする役職者(侍従、侍臣、小姓、贖

罪司祭など)の職務に基づいたきわめて厳格な身分秩序と行事作法の儀礼が貫徹していた

ことを示している28。 

 

 

３ ブルゴーニュ公国の宮廷・都市・儀礼 

 

 ところで、ブルゴーニュ宮廷において行われた様々な儀式と儀礼が、当該宮廷のおかれ

た都市世界と密接にかかわっていたことに注目する必要があろう。オリヴィエ・ド・ラ・
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マルシュは、フィリップ善良公が 1430 年に設立した貴族の団体である金羊毛騎士団の開

催が、その都度開催地の都市と都市民の援助(贈与)によって賄われていたと述べている29。

1468年にブルッヘで行われたシャルル突進公とマーガレット・オヴ・ヨークの婚姻の伝説

的な宴は、都市により担われたさまざまなページェントによってその比類なき豪華さのイ

メージを作り出すことに貢献した。また、フィリップ善良公による対トルコ十字軍への参

加の誓約のために1454年にリルの宮廷で開かれた「雉の宴」では、様々な出し物・余興(ア

ントルメ)が披露されたが、精巧な作りの様々な道具立ては。リルやブルッヘ、ドゥエ等近

隣の諸都市から集められた画工をはじめとする多様な職人たちによって製作され、披露さ

れたのである30。 

ブルゴーニュ公は、こうした豪華な宴を宮廷で開催するとともに、宮廷の所在する各都

市の宗教的、文化的伝統に基づく儀式にも積極的に参与した。もっぱら騎士家系が名誉と

その力量をかけて行うとされたトーナメント(馬上槍試合)もまた、宮廷貴族のみに限定さ

れていた活動ではなく、都市貴族の子弟も交えた都市の一大イベントであった。上述した

1468年のシャルルとマーガレット・オブ・ヨークの婚姻の宴では、ブルッヘにおいてブル

ゴーニュ公の騎士たちとイングランドからはせ参じた騎士、そしてブルッヘの都市貴族の

子弟が加わった一大トーナメントが開催されている31。 

トーナメントと並んで、ネーデルラントの都市では、都市防衛に携わる軍事団体であっ

た石弓(クロスボウ)の射手のギルドの都市対抗コンペティションも開催され、エリート市

民から構成される射手たちはそれぞれの都市の名誉をかけて競技を行った。初代のフィリ

ップ豪胆公が 1369 年にヘントの射手ギルドに参加して以降、フィリップ善良公もシャル

ル突進公もそれぞれヘントやブルッヘの射手ギルドのメンバーとなっていた。1440年にヘ

ントで開催された射手ギルドの大会は、ネーデルラント、北フランスから107の都市の代

表射手 560 人が招待された一大イベントであった32。実際にはその半数の 56 都市の代表

しか集まらなかったとはいえ、このイベントは、当時ブルゴーニュ公と政治的に困難な関

係にあったヘントが、ネーデルラントの都市間の連帯の絆の拡大とともにフィリップ善良

公との良好な関係の構築の一助としようとした儀礼活動と考えられる。 

他方、都市民を中心に形成されたレトリシャンと呼ばれる文学的＝演劇的集団（修辞家

集団 rederijkers kammers / chambres de rhetoric）による詩作のコンテストが、持ち回り
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で各地の都市で開催され、ブルゴーニュ公の参加も得た一大イベントとなっていたことも

忘れられてはならない33。こうした都市の儀礼的祝祭への公の関与は、ブルゴーニュ公の

威信を高めることに貢献するとともに、エリート市民との交わりを通じた都市とブルゴー

ニュ公の宥和をもたらす契機となったのである34。 

ブルゴーニュ公と都市の関係は、また宗教的な儀礼においても見いだされる。ブルッヘ

では、15世紀から都市当局が、ブルゴーニュ公の繁栄を祈念して行われたプロセッション

(宗教行列)の援助を行っていた。プロセッションは都市の宗教的儀礼であるとともに、支

配者たる君主権力との協調を強める機能を果たしたのである。ブルッヘでは、毎年5月に

おこなわれた「聖血のプロセッション」の他に、都市の聖俗の組織(市当局、教会、修道院)

の主導による「総行列」（processio generalis）が行われた。「総行列」は、15世紀を通じ

て増加し、1409年から1520年までの間に350回以上行われたことが知られている。ブル

ッヘにおける総行列のモチーフとしては、飢饉や旱、嵐、疫病など自然災害からの回復、

都市平和のための祈願が多いが、君主(ブルゴーニュ公フィリップとシャルル)の行幸、戦

勝を祈願して行われたプロセッションも160回余りと全体の半数近くを占めていたのであ

る35。 

また、15 世紀のブルッヘでは、マリア崇敬の兄弟会として、「乾木のノートルダム兄弟

会」（Ghilde van Onze Lieve Vrouwe van den Drogen Boom)と「雪のノートルダム兄弟

会」(Broederschap van Onze Lieve Vrouwe der Sneeuw）などが活動していたが、フィ

リップ善良公とシャルル突進公は、これらブルッヘの主要なマリア兄弟会のメンバーとな

っており、マリア崇敬の絆でブルッヘ市民と結ばれていたことも注目される。これらの兄

弟会もまた、プロセッションをはじめとするマリア崇敬のための宗教的儀礼活動において

ブルッヘのノートルダム教会を軸にブルゴーニュ君主と彼の宮廷を巻き込んで活動したの

である36。 

ブルゴーニュ公と都市の関係を最も象徴的に示す儀礼は、入市式（Entry ceremony）で

あろう。入市式とは、本来新たに即位した君主が支配下の都市に最初に入場するパフォー

マンスであり、フランスやイングランドでは13世紀から行われ、14世紀後半以降頻繁に

ヨーロッパ各地で行われた。なかでもブルゴーニュ公による入市式は他のいかなる君主の

ケース以上に豪華な様相を呈したことが知られている。初代のシャルル豪胆公もブルッヘ
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への入市を行っているが、ネーデルラントの領有を拡大した 1419 年のフィリップ善良公

の即位以降、1477年のシャルル突進公の死に至るまでの期間に公と公妃によるブルゴーニ

ュ公領下の都市への入市式は増加し、J.ヒュルバットによれば 130 回を超えていた37。ブ

ルゴーニュ公領において、入市式は公の即位を祝うイベントとしてだけではなく、公領下

の諸都市との様々な紛争の解決(赦し)の儀礼として行われている。すでに第 1 章において

も言及したところであるが、フィリップ善良公に対するブルッヘの反乱(1436－38年)の後、

ブルッヘの敗北をうけて 1440 年に行われたフィリップの入市式が一つのモデルを提供す

る。この入市式では、ブルッヘの東の十字架門の外で、1,000 人を超えるブルッヘ市民が

服従の印に無帽でフィリップを出迎えるとともに、市門から都市の中心にある市場広場へ

連なる通りでは、キリストのエルサレム入場に擬せられたフィリップ一行の入市ルートに

あわせて、敗北した市民の改悛と勝利した公の慈悲、そして両者の和解を示唆する活人画

（tableaux vivant）が設定されたのである。他方、ブルッヘの市門の一つヴ―フェリー門

は1438年から1452年までフィリップの命令により閉鎖された。何故ならこの門は、1437

年にブルッヘの反乱の折にフィリップがブルッヘから退却しようとした時、閉じられたま

まであったからである38。 このようなフィリップの入市式における赦しと処罰の儀礼は、

息子のシャルル突進公へよりラディカルな形で受け継がれ、1467年から68年の都市ディ

ナンとリエージュの反乱では、都市の市壁や市門の破壊に至ったのである39。 

 ブルゴーニュ公の宮廷、そして宮廷の位置した都市におけるブルゴーニュ公の儀礼的パ

フォーマンスの効果は比類のない規模であった。そこには、同時に都市民の側の文化と儀

礼が深くかかわっていたと言えよう。ブルゴーニュ公によるネーデルラント領邦と都市の

支配と統合の試みは、儀礼的パフォーマンスによる宮廷と都市の政治的コミュニケーショ

ンの結果により一定程度達成されたといえるかもしれない40。 

 

 

おわりに 

 

 ブルゴーニュ公国は、フィリップ善良公以降、ネーデルラントの所領を南部所領に加え

ることにより、地理的に分離されていた複数の所領を同時に支配する「複合国家」的様相

－17－



河原温「15 世紀ブルゴーニュ公国の世界―宮廷・都市・儀礼― 
 

 
 

を呈した。その統合の試みは、シャルル突進公の下で成功したかにみえたが、それは短期

間に過ぎなかった。1477年の対スイス盟約者団との戦闘におけるシャルルの戦死は、統合

されかけたブルゴーニュ公領を再び瓦解させることになったからである。 

結局のところブルゴーニュの君主たちは、どの程度その多様な支配領域の臣下たち(貴族

や都市民)の忠誠心や彼らの間に共通のアイデンティティ(帰属意識)によって支えられてい

たのであろうか。フィリップ善良公による金羊毛騎士団の創設は、公領南部のみならず北

部の貴族を相互に結び付けた。また、修辞家集団や兄弟会のような都市民の団体や都市で

行われたさまざまなプロセッションとブルゴーニュ公の密接な関係は、常に協調的な関係

にはなかった両者の宥和をもたらしたと思われる。1477年のシャルルの戦死ののち、ブル

ゴーニュ公領を継承した娘のマリー・ド・ブルゴーニュに対してネーデルラントの諸領邦

の人々は、彼女をネーデルラント生まれの君主とみなしていた。諸領邦の代表が全国議会

においてまとめ、マリーに提出した請願文書であるいわゆる「マリー・ド・ブルゴーニュ

の大特権」を通じて、ネーデルラント諸領邦は、ブルゴーニュ公領の一部としてのアイデ

ンティティを維持し続けた41。その後わずか 5 年後の 1482 年のマリーの事故死以後、彼

女の夫であったハプスブルク家のマクシミリアンによる摂政政治は、その後 10 年にわた

り、ネーデルラントに再び反乱と抗争をもたらすことになった。しかし、1492年以後、マ

リ―の息子フィリップ・ル・ボーの統治において、1477年以前のフィリップとシャルルに

よる統治の記憶は再びネーデルラント諸邦において引き継がれることになるのである42。 

フィリップ善良公とシャルル突進公によるブルゴーニュ公領の集権化、統合化は、宮廷

と都市の儀礼的関係を通じて「複合国家」としての姿を一定程度であれ実現したと言える

のではないだろうか。それは、ルクープル・デジャルダンの近著の表現を借りるならば、

フランス王国、神聖ローマ帝国の境界領域に作り出された「未完の王国」であったと言え

るだろう43。 

 

 

 

                                                  
1 ホイジンガ『中世の秋』(堀越孝一訳)中公文庫；河原温「〈名著再考〉ホイジンガ『中世

の秋』を読む」『思想』1111号、2016年、102－107頁。 
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         ハプスブルク君主国の学校制度 

 

佐々木洋子 

 

 

１ 18世紀までのハプスブルク君主国 

 

 ハプスブルク君主国は、第一次世界大戦で崩壊するまで、中欧・東欧に領土を保有した、

多民族帝国である1。現在のオーストリア共和国の首都ウィーンに王宮が置かれ、東西ヨー

ロッパを結ぶ交通の要衝として栄えた。 

 10世紀のハプスブルク家は、西南ドイツやスイスに家領を持っていた。家名は、現在の

スイス、アールガウの居城「ハービヒツブルク」に由来する。領土を徐々に東へ拡大し、

バーベンベルク家の所領であったオーストリアを獲得した。1273 年にルドルフ I 世

（1218-1291）が神聖ローマ帝国皇帝に就任し、その後、15 世紀からはほぼ、ハプスブル

ク家が同帝国の帝位を独占した。 

 その神聖ローマ帝国は、962 年、ザクセン家のオットーI 世(912-973)の戴冠によって始

まった2。領域内に、約 300 の領邦と、50 の自由都市を擁する、そして多数の言語が混在

する、ゆるやかなドイツ語話者の地域、と考えてよい。オットーI 世はブルグント家のア

ーデルハイド（931-999）と結婚することにより、イタリア王の地位も獲得した。15 世紀

以降、ハプスブルク家がその神聖ローマ帝国の帝位を独占したことで、同家は家領と合わ

せて、主にドイツ語を日常語とする人々の居住地域を、その勢力範囲とした。 

 16世紀には、ハプスブルク家のマクシミリアン I世(1459-1519)の婚姻政策により、ブル

グント王国（現フランスと、スイスの一部）、ネーデルラント（オランダ）を獲得、さら

にベーメン（チェコ）、ハンガリーを領土に加えた。「幸いなるかなオーストリア、汝結

婚せよ」と言われたゆえんである3。 

 その孫に当たるカール5世（1500-1558）が、イスパニア王国（スペイン）を継承し、ハ

プスブルク家の領土は最大になる。彼がスペイン・ハプスブルク家を創設し、同家は対フ
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ランス戦争に敗れる1700年まで続いた。こうした経緯から、ハプスブルク帝国は古来から、

多言語の人々を領内に抱えた「共存」の歴史的経験を持つことが見て取れる。ただしそれ

は、王家の権威による統合と支配に他ならなかった。 

 カールVI世(1685-1740)に男子の継承者がいなかったため、1713年、ハプスブルク家の

領土の一体不可分と、長女マリア・テレジア(1717-1780)の相続権を明記した「国事証書」

を発布した。そして1740年に彼が没すると、彼の遺志を継いで、マリア・テレジアが家督

を相続した。彼女は、当時としてはめずらしく、36年にロートリンゲン家のフランツ・シ

ュテファン（1708-1765）と恋愛結婚していた。この夫が神聖ローマ帝国皇帝フランツ I世

として戴冠し、政治の表舞台には立たなかったものの、マリア・テレジアの官僚制度改革

や産業振興政策を支えた。最愛の夫の死後、マリア・テレジアは喪服で残りの生涯を過ご

したという。 

 1765 年からは長子ヨーゼフ II 世(1741-1790)と共に、共同統治を行う。ヨーゼフ II 世も

また、啓蒙絶対君主として知られ、特に宗教的寛容政策を行って、ユダヤ教徒の解放につ

とめた。そしてこの時代に初めて、教育制度改革が行われたのである。 

 

 

２ 18世紀の教育制度改革4 

 

 ハプスブルク君主国では17～18世紀、教育はもっぱら教会に委ねられていた。聖職者は

子どもたちに、キリスト教の教義と共に、文字を教えた。カトリック修道会の中でも、イ

エズス会、ベネディクト会が中心となって、同国の教育を担っていた。公立の中学校はな

く、子弟の教育を教会に頼らない場合は、個人で家庭教師を雇い、大学入学の準備学校で

あるギムナジウム（高等学校）へ入学させた。 1773年、教皇との対立によってイエズス

会が解散させられると、これを機に、国家による公教育の制度が構築される。当初は、教

会を国家の行政制度に組み込み、その上で、教会に初等教育を監督させる、という制度が

試みられた。イエズス会の財産が国家に没収され、その財源が公立小学校の整備に充てら

れた。行き場を失った修道士が、小学校教員として採用される例もあった。 

 その翌年、1774年に、マリア・テレジアの一般教育令が発布された。これは、君主国で
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最初に義務教育を定めた法令であり、また、共通教科書の導入が図られた。君主国では事

実上、ドイツ語が共通言語として機能していたが、それぞれの地域ごとに、多数派の言語

によって初等教育が行われる、と定めた点でも画期的であった。 

 カトリック教会の教区をそのまま利用し、各教区に学校が設置されるようになる。これ

は読み・書き・計算の三技能を教える、尋常小学校である。設置当初は3年、場合によっ

ては2年の義務教育であった。加えて、大都市には上級小学校が、さらに各州の州都には、

教員養成学校が設置された5。 

 尋常小学校を終えた生徒は、これらのどちらかへ通う可能性が開かれた。上級小学校、

教員養成学校は、どちらも3年で修了する。聖職者になるためには、後者、教員養成学校

を修了する必要があった。大学進学を希望する生徒はさらに、ギムナジウムで6年の教育

を受けることができた。48年革命以降は8年制に改められるのだが、これらにはもちろん

地域差があった。例えば君主国の辺境、イストリア地域のトリエステでは、国立ギムナジ

ウムは長らく6年、もしくは7年制のままであった6。 

 

 

３ 初等教育の普及 

 

 カトリック教会の教区とほぼ同数の尋常小学校が設置されたものの、1770年代初め、つ

まり制度の運用開始直後の調査では、就学年齢児童の20%ほどしか学校に通っていなかっ

た。その地域差は大きく、都市部では就学児童はより多く、農村地域、君主国の周縁地域

では、明らかに少なかった。初等教育の制度を立ち上げ、維持する地域行政の側でも、ま

ずは教員の確保が課題となった。教会のオルガニスト兼聖堂係が、さらに教員を引き受け

るという例もあった7。 

 これほどの労力を費やして、民衆に対する初等教育を義務化する目的は何だったのか。

そのひとつはもちろん、臣民の育成である。宗教と農業の分野で、より多くの知識を持っ

た臣民、そしてより高い勤労意欲と規律意識を持った臣民の育成である。ここからさらに、

勤勉で忠誠心のあつい官僚を育成する可能性が開ける訳だが、実際は、身分を越えた官僚

の登用はほぼなかった。 

－25－



佐々木洋子「ハプスブルク君主国の学校制度」 

 

 もうひとつの目的は、国家の枠組みの中で、社会的統合をはかる、という点にあった。

それぞれの地域の日常語を維持しながら、同時に、教会と王家の権威で多民族を統合する

ために、初等教育の義務化が必要だったのである。 

 だが初等教育が義務化されても、農民たちはなかなか子弟を学校に通わせようとはしな

かった。前近代社会で、子どもは「はぐくまれ育てられるもの」ではなく、「小さな大人」

であり、つまり労働力だったのである。この事実に直面し、ヨーゼフ II世は、学費の無償

化や罰則を制定し、義務教育を徹底しようとした。これに反感を抱き、暴動が起きた地域

もあった8。 

 ヨーゼフ II 世の退位後の調査では、君主国全体の就学年齢児童の 1/3 が学校に通ってい

た。ただし、相変わらず地域格差が大きかった。さらに後の時代、19世紀に入っても、ウ

ィーン近郊地域では70%が就学していたのに対し、クライン（スロヴェニア）では、わず

か 3%で、ガリツィア（ポーランド）については、調査すら行われていなかった9。そして

この傾向は、実に19世紀に入っても顕著であった。（表1） 

 これらの教育制度の構築によって、君主国全体の学校数と就学児童数が著しく増加した

のは明らかである。1792年、宮廷教育・検閲官であったビルケンシュトック（1738-1809）

は、ウィーンにおける読書熱の広まりに驚き、次のように記している。「･･･最底辺の、人

のいやがる様な仕事を引き受ける階級に、こうした人々の通常の行動範囲や、ふるまいを

越えることが広まっている」。そしてその結果、好ましくない事態が起きている、と考え

た。「･･･祖国では、以前よりも多くの住民が、人の権利と義務について読み、書き、計算

していることは明らかである」10。 

 もちろんこれは、マリア・テレジアとヨーゼフ II世の意図したことではなかった。ひと

りで書物を黙読するという習慣は、共同体から切り離された「自己」の覚醒、発見につな

がる。前近代社会において、こうした「個人」の自覚が、支配の阻害要因になる。教育制

度改革以降、より良い教育を受けた従順な臣民を育てることに注意が払われた一方、主体

的、かつ批判的に思考する人格の育成を妨げなければならないという、葛藤が続いた11。 
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４ 高等学校ギムナジウムの整備 

 

 ギムナジウムは、大学進学希望者のための、準備教育を行う学校である。官僚養成機関

でもあり、エリート教育の場でもあった。男子生徒のみ、入学が許された。女子の高等教

育機関としては、リセと呼ばれる私立学校があったが、その卒業はやはり、大学入学要件

とはならなかった。 

 マリア・テレジアの時代、いわゆるテレジア時代以前、ギムナジウムの多くは、教会に

よって運営されていた。原則6年生で、卒業試験は課されていなかった。週18時間以上の

授業はなく、その半分以上がラテン語の授業であった。当時、ラテン語能力が高等教育へ

の入場券であり、大学の授業は圧倒的にラテン語で行われていた。そのため、生徒はドイ

ツ語でろくに手紙も書けない、との報告もある。ラテン語以外には、古代ギリシャ語と宗

教が教えられていた12。 

 教員は学年担任制度で、聖職者が宗教の時間を担当する以外、全ての科目がひとりの教

員＝教授に委ねられていた。19世紀に入っても、事実上専門科目教育の実現は難しかった

らしく、音楽学者だったエドゥアルド・ハンスリック（1869-1904）によれば、「私のとこ

ろの上級ギムナジウムの、クラスの教授のひとりは、卓越したラテン語学者である。しか

し数学者としてはひどいもので、ある程度難しい方程式になると、黒板で最後まで解くこ

とができない。また他の教授は、歴史と地理に精通しているのだが、ギリシャ語授業では

自信なさそうに考え込み、･･･よく使われているテキストにも、敢えて踏み込もうとしなか

った」という状況だった13。 

 結果として、テレジア時代以前には、ギムナジウム卒業者の教育水準は不均等であり、

総じて低かった。この状況の改革に挑んだのが、マリア・テレジアの命を受けて改革に乗

り出した、ゴットフリート・ファン・スヴィーテン（1733-1803）である。父スヴィーテン

もマリア・テレジアの宮廷に仕えていたが、ゴットフリートもまた、ハプスブルク君主国

の啓蒙主義者の中で、多才かつリベラルな人物と評され重用された。だが彼の教育改革は、

絶えず保守主義者と聖職者に阻まれた14。 

 スヴィーテンの業績として、「哲学分野/フィロゾーフィクム」の創設が知られている。

これは、ギムナジウム最初の3年間で教育するべき基礎分野である。哲学（論理学・倫理
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学・宗教哲学）、数学、ラテン語、物理学、自然史、世界史、歴史学の補助分野としての

古文書学が、その内容であった。基礎科目の整備が目的ではあったが、従来どおり、宗教

とラテン語を重視せざるを得なかった。 

 その一方で、現代語による文学が忌避された点には、注意を払う必要があろう。その理

由は、「未来の公僕にとって捨象してよい、時には反乱を引き起こす学問分野」だったか

らである。時代・地域を遠く離れた現代日本の文学部縮小と、どこか根を同じくするよう

にも見える15。 

 スヴィーテンは、同時代としてはリベラルであったと言われているが、ギムナジウム教

育の水準を引き上げるために尽力したものの、やはり、官僚育成のための実用性や、教育

の中央集権化、宗教による道徳心の涵養という、旧来の傾向から外れることはなかった。

さらに、ギムナジウムでも地域言語を授業語とする案を提出したのだが、保守派の反対に

遭って実現できなかった。 

 一方で、例えば大学では、教員の講義の間、学生の筆記を禁じた。彼によれば、それに

は、機械的な書き取りによって、学生たちの注意が講義の内容から逸れてしまうから、と

いう理由があった。しかしこれはある種の口実であり、講義の内容があらかじめ検閲を受

けている教科書の内容と違っていた場合、その教員が処罰の対象になる恐れがあったから、

と考えられている。実際、このような摘発の例があった16。 

 

 

５ 保守主義の時代の高等教育 

 

 ヨーゼフ II 世の後、レオポルド II 世（1747-92）の短い治世を継いで、18 世紀の教育改

革を継承したのはフランツ II世（1768-1835）である。彼はフランス革命を経験し、さらに

ナポレオン戦争を戦って、神聖ローマ帝国の消滅により、同帝国最後の皇帝となった。そ

のためか、改革を嫌い、もっぱら現状維持に腐心した。教育制度についても、保守派ビル

ケンシュトックを宮廷教育政策官に採用し、復古的な教育政策への転換点を画した。 

 スヴィーテンが創設した哲学分野はギムナジウムの教育課程に残されるが、その年限は

2 年に短縮された。当時の学問、教育に対する政策について、宮廷教育政策官であったフ
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ランツ・ヨーゼフ・フォン・ハインケ（1726-1803）は、1789年、次のように述べている。

「学問における、恣意的な構築を行う全ての自由は停止される。従って教員はただ、教養

ある市民に対する、国家の代弁者となる。･･･そうでなければ、若者にも国家にも、時間を

節約させた方が有益である。」この発言から、スヴィーテンの改革を経てもなお、保守派

が根強く生き残ったことが見て取れる17。 

 1824年までギムナジウムと大学で、授業語はラテン語に限られた。教員たちのほとんど

は、教科書を音読するだけの授業を行った。試験は通常、テキストの一部を暗記し、それ

を繰り返す、というやり方だった。こうした授業は生徒、学生たちにとって、「苦痛に満

ちた退屈」だったと伝えられているが、それは容易に想像できよう。 

 図書館の利用についても、かなりの制限がつけられていた。同時代の記録は、小説や単

なる娯楽ものを、勉強する若者に与えることが禁じられていた。こうした禁止は、外国で

出版された百科事典にも及んだ、と伝えている。この時代においてもまた、学問を修める

目的は、世界に向けて広い視野を持つことではなく、従順で善良な臣民に育つことであっ

た。 

 カトリック教会も、その役割を担った。全ての生徒、学生には、毎日ミサに参加するこ

とが義務づけられていた。教員はそのため、名簿を使ってこの規定が守られるよう、監視

する義務を負っていた。やむを得ない欠席でも、大学の委員会によって、それは試験を受

け損なったのと同じと見なされた18。 

 それでもなお、教育は主体的に考える人格の形成に貢献する、と考える教員が、教育の

現場で若者の指導に当たっていた。1795年、古典語教授フランツ・ハマーはその講演で、

以下のように、まわりくどく述べている。「哲学の課題は、若者の考える力の完成、彼ら

を、熟達した、正確で秩序ある関係づけのできる思考に慣れさせること、また彼らの配慮、

洞察力、統合する力を目覚めさせること、さらに、彼らに対し、一連の思想を素早く、明

らかな区別を認識しながら修得する指導をすること、あるいはそれらの、遠く離れた推論

を予見させる力をつけさせることにある」19 
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６ 1848年革命と 1867年のアウスグライヒの影響 

 

 1848年、パリで2月革命が勃発し、それはベルリン、ウィーンに伝播して、3月革命が

起きた。ウィーンでは、学生と労働者が市内に砦を築いて抵抗する中、リベラル派が憲法

制定と議会の設置を要求し、加えてハンガリー、チェコでは、自治権拡大を求めて反乱が

起きた。これらの反乱は、ナポレオン戦争以後、1815年から続いた、保守主義の時代に対

する不満の発露でもあった。 

 教育の分野においても、教育の自由、教員育成の必要、教科書内容の見直し、授業語に

ついて議論された。宮廷教育政策庁は解散された。革命が終息すると、1849年、レオ・ト

ゥーン（1811-1888）政権下で、教育制度は再構築された。革命後ふたたび、「新絶対主義」

と呼ばれる保守主義・権威主義の時代が始まるのだが、すでに議論が沸騰していた教育の

分野では、バランスの取れた制度を模索する必要に迫られた。 

 トゥーンはプロテスタントやユダヤ教徒も大学教員に採用し、また、新たに法学分野を

設立するなど、意欲的な改革を行った。例えば初等教育における母語による教育を徹底し、

子どもたちの学ぶ環境に配慮したのは、その一例である。だがそれは同時に、地域の多数

派は誰なのか、という問題をも引き起こすことになる。トゥーンの教育制度は他にも、ギ

ムナジウムの学科専門教員とクラス担任制度の設置など、現代まで続くものもあり、一定

の評価を得ている。それでもたとえば、初等教育は相変わらずカトリック教会の監督下に

置くなど、保守派に拠ったものだった20。 

 1866年、ハプスブルク君主国は、対プロイセン戦争（普墺戦争）に敗北する。プロイセ

ンはドイツ帝国を建国するべく、ハプスブルク帝国との間の国境を画定した。このことに

より、ハプスブルク君主国は、「ドイツ」に対する覇権を失う。 加えて北からは、ロシ

ア帝国が勢力拡張を図っていた。不凍港を求める南下政策である。その一方で、バルカン

半島を版図とするオスマン帝国では、中央集権制度が機能不全に陥り、しばしば農民の反

乱が起きていた。こうした状況から、帝国東部を強力に統合する必要が生じていた。そこ

でウィーン政府はハンガリー貴族たちと協議を重ね、1867 年末にアウスグライヒ/和協が

成立した。ここにオーストリア＝ハンガリー二重君主国が成立する。 

 この制度は、ハプスブルク君主国皇帝が、長らく空位となっていたハンガリー王の地位
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に就くことによる、同君連合によって実現した。外交、軍事、財政のみ共通業務とし、そ

れ以外の政策は、それぞれの議会と内閣が決定するという制度が構築された。 

 この制度下で、オーストリア側では、新たに教育文化省が設置され、また、教育は政治

や宗教から独立すると定められた。ここから、近代的な教育制度の模索が始まったと言え

る。同時に、ハンガリーの特別な地位に対する、他の民族の不満を抑えるため、諸民族の

同権を保証する点が強調された。それぞれの民族による教育の権利が、改めて規定された

のである。 

 言語グループは、おおまかに地域ごとにまとまっていたものの、当然のことながら、境

界地域、あるいは複数言語の混在地域の授業語が問題となった。諸民族の平等を保証した

結果、かえって民族対立の原因ともなったのである。例えば前述のトリエステ市では、ド

イツ語を授業後とする国立ギムナジウムに対し、市の多数派であるイタリア語話者たちが、

イタリア語をも授業語に加えるよう要求する21。世紀末には、さらに当地のスロヴェニア

語話者たちの民族運動が目立つようになり、イタリア語話者たちとの対立が頻発した。他

方ハンガリー側では、絶対的多数派のハンガリー語話者による、強硬なハンガリー化＝マ

ジャール化が進められた。事実上、「ハンガリー国民」化が進展することとなる。 

 世紀転換期から、各地域で初等学校の就学率は上がった。それは各言語グループにより

「国民社会」が形成されることを意味した。その結果、混住地域での対立が顕著になった。

同君連合の維持、諸民族の共存という理念は、次第に絶対的な地位を失い、やがて第一次

世界大戦の勃発を見るのである22。 

 

 

                                                        
1本論においてハプスブルク帝国の歴史一般に関する叙述は、以下の文献に拠っている。稲

野強『マリア・テレジアとヨーゼフ II世―ハプスブルク、栄光の立役者』世界史リブレッ

ト・人056、山川出版社、2014年; バーバラ・ジェラビッチ著、矢田 俊隆訳『近代オー

ストリアの歴史と文化―ハプスブルク帝国とオーストリア共和国』山川出版社、1994年
（Babara Jalavich, Modern Austria. Empire and Republic, 1815-1986, Cambridge, 1987）; スティ

ーブン・ベラー著、坂井榮八郎監訳、川瀬美保訳『フランツ・ヨーゼフとハプスブルク帝

国』刀水書房、2001年（Steven Beller, Francis Joseph, London / New York, 1996年）; 増谷英

樹 / 古田善文『図説オーストリアの歴史』ふくろうの本、河出書房新社、2011年。 
2神聖ローマ帝国については、その名前の由来や実態について、坂井書に詳述されている。
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cf. 坂井榮八郎『ドイツの歴史百話』刀水書房、2012年、40-42他。 
3帝政ローマ時代の詩人オウィディウスの叙事詩の転用とされる、1364年ルドルフ IV世が

印章に刻んだラテン語、「戦いは他の者に任せておけ、幸いなるかなオーストリア、汝結

婚せよ」に由来する。ハプスブルク家の婚姻政策が、領土拡張に寄与していたことを示し

ている。「幸いなるオーストリア」という語句は、後にオーストリアの作家たちに、多様

な意味で使われた。 
4 オーストリアの教育制度については、以下の文献に拠っている。Bruckmüller, Ernst, 
Sozialgeschichte Österreichs, Wien / München, 2001; Burger, Hannelore, Sprachenrecht und 
Sprachgerechtigkeit im österreichischen Unterrichtswesen 1867-1918, Wien, 1995; Engelbrecht, 
Helmut, Schule in Österreich. Die Entwicklung ihrer Organisation von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Wien, 2015; Friedlich, Margaret, u. a., ,,Die Bildungsrevoltion" in; Helmut Rumpler / 
Peter Urbanitsch(Hg.), Die Habsburger Monarchie 1848-1918, Bd. IX, Wien 2010; Rumpler, 
Helmut, Österreichische Geschichte 1804-1914, Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche 
Emanzipation und Staatsverfäll in der Habsburgermonarchie, Wien 1997; Stachel, Peter, Das 
österreichische Bildungssystem zwischen 1749 und 1918, in: Karl Acham (Hg.), Geschichte der 
österreichischen Humanwissenschaft Bd. I., Wien 1999. ベーンの著作の中でも、18世紀のオー

ストリアのギムナジウムについて言及されている。cf. マックス・フォン・ベーン著、飯塚 

信雄他訳『ドイツ十八世紀の文化と社会』三修社、1984年（Max von Böhn, Deutschland im 18. 
Jahrhundert. Die Aufklärung, Berlin, 1922. 帝国の辺境と言えるトリエステ市のギムナジウム

については、拙論参照。 cf. 佐々木 洋子「一九世紀トリエステにおけるギムナジウムの

授業語」『青山史学』、第35号、2017年。 
5 ヨーゼフ II世の施政方針は、ヨーゼフィニズムと呼ばれている。教育の世俗化もその方

針に従ったものであった。教育制度の普及に当たり、教会の組織を利用しながら、司祭た

ちを国家官僚として、彼らもまた啓蒙的、理性的な国家の目標に従うべきである、と考え

ていた。cf. Stachel, 119f. 
6  1852年にトリエステ市から、当地の国立ギムナジウムを8年制に変更するよう、要望

書が出されている。cf. 佐々木、65頁。 
7 Bruckmüller, 240. 
8 すでに1774年、スイス国境地域のフォアアールベルクでは、新しい学校に対する暴動が

起き、本が燃やされて、軍隊が出動する騒動が起きていた。cf. Bruckmüller, 241. 
9 Bruckmüller, 240f. 
10 Bruckmüller 242. 
11 この葛藤は恐らく、君主国の終焉まで続くものであった。1869年の帝国学校法でも、「知

りすぎる輩」や「不要な懐疑」に対する警告が記されている。cf. Bruckmüller, 242. 
12 ベーン、229頁。 
13 Stachel, 121f. 
14  ヨーゼフ・ハイドンの大オラトリオのテキスト作者としても知られている。またアメ

リカで1984年、日本で翌年公開された、映画『アマデウス』にも登場した人物である。ヨ

ーゼフ II世が尋常小学校を増設するために、大学のための予算を削減しようとしたが、こ

れを思いとどまらせたのもスヴィーテンだった。cf. Stachel, 120 
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15 その一方で、音楽の教科化には積極的だった。「良い趣味は、理性と感情に魅力的な力

を与え、心情に影響を与える」と考えたためである。しかしこれは、受け入れられなかっ

た。cf. Stachel, 122f. 
16厳格な統制を支持する者たちも、手書きノートの意義を認めたが、それはもっぱら、許

されざる逸脱を摘発するために利用された。Stachel, 126. 
17良き臣民、従順な公僕の育成、という目標は、ここでも徹底されていた。cf. Stachel, 128. 
18 さらに、最低でも1/4年ごとに、「告解カード」の提出が義務づけられた。学生たちは、

この規定をできるだけ避けることをおもしろがっていたという。cf. Stachel, 131f. 
19 スヴィーテンの哲学分野の設立は、その意味では正しく機能したと言える。Stachel, 124. 
20 トゥーンは高位貴族の出身でありながら、穏健リベラル派とされている。しかし全体と

しては、政治的保守主義を維持した。cf. Stachel, 140.トゥーンは、カトリック信仰が青年を

従順にし、高等教育の前提になる、と考えていた。cf. Friedrich u. a., 72. 
21 48年革命以降、それぞれの民族アイデンティティーが強化されていったことは確かであ

る。例えば対イタリア戦争が起きた1859年には、市議会に代表を送る社会階層のイタリア

市民は、ギムナジウム上級クラスの授業を両言語で行うか、それとも上級クラスだけはド

イツ語に限定するのか、という立場に分かれていた。しかしそれでも彼らには、子弟をド

イツ語で教育することに、さほどの抵抗はなかった。佐々木、67頁。 
22諸民族の共存を国是としてきた君主国内では、世紀転換期以後、民族対立が顕在化した。

クヴィルンは、ケルンテンのスロヴェニア語地域であるウゴヴィツァ司教区で起きた、教

区民の名簿をスロヴェニア語で記載した司祭ヨージェフ・クカチュカと、スロヴェニア語

話者であるにもかかわらず、ドイツ語使用を主張する市長との激しい対立の状況を、詳述

している。cf. Janez Cvirn, „Nationale Differenzierung und politische Verhältnisse im Dreiländereck 
(1848-1918)‟, in: Das österreichisch-italienisch-slovenische Dreiländereck. Ursachen und Folgen 
der nationalstaatlichen Dreiteilung einer Region, hrsg. von Tina Bahovec / Theodor Domej, 
Klagenfurt / Ljubljana / Wien, 2006. 
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コメント：ヨーロッパ前近代の複合国家 

 

桑野聡 

 

 

１ はじめに－二つの研究報告へのコメント 

 

 私はドイツ中世史、特に 12 世紀、盛期中世の貴族について研究しています。後期中世

～近世を対象とした本日の二つの報告にコメントする立場としては十分とは言えないよう

に思いますが、ご了承願います。さて、前近代、とりわけ中世において「複合国家」とは、

非常によく目にする存在のように思われます。とりわけ、私の研究対象とする 12 世紀以

降においては多数確認することが出来ます。その意味で、本日の報告で紹介された事例は、

ヨーロッパ前近代社会を考える上で、複合国家という問題設定が特徴的なテーマであるこ

とを的確に伝えてくれたと言えるでしょう。 

 まず河原温氏の「ブルゴーニュ公国の宮廷と儀礼」は、近代国家とは異なる形でブルゴ

ーニュとフランドルが結びつく上で、貴族の宮廷と儀礼が果たした役割が具体的に紹介さ

れました。フィリップ善良公（位1419～67）とシャルル突進公（位1467～77）時代に自

立化が進んだブルゴーニュ公国は、1473年にメヘレンに独自の高等法院を持つことで、パ

リ高等法院からの司法的自立を獲得します。他方、この時期に支配拠点はネーデルラント

（フランドル地方）へと中心移動が進みます。都市民の反乱を抑制しながら統治権力が「移

動する宮廷」を核に緩やかな国家的総体が作り上げられていく上で、入市式の儀礼が持っ

ていた領民に領主の威光を印象付ける役割の重要性など、中世後期において異なる地域性

を持った領国がまとめられるために、ヨーロッパ規模で形成されていた貴族文化が果たし

た役割が指摘されたと言えるでしょう。 

 次に佐々木洋子氏の「ハプスブルク帝国の学校制度」は、近代化の過程で多数の民族が

共存する複合民族国家としてのハプスブルク帝国が一つのまとまりを持つために教育が果

たした役割が伝えられました。帝国は宗教改革に伴う宗派対立問題で 17 世紀まで激しく
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動揺しましたが、マリア・テレジア（1717～80）と息子ヨーゼフ2世（位1765～90）の

啓蒙時代には各地の言語的多様性が保持される中で、教会と王権の権威による緩やかな多

民族国家の姿が常態化してきます。しかしフランス革命以降の 19 世紀では、自由主義と

共に近代的なナショナリズムも芽生えはじめ、異文化混在地域での対立が次第に激化して

いきました。中世ヨーロッパにおいて形成された貴族文化が教育によってより広範な階層

に広がったことは、複合国家の統合にとって一定の役割を果たしたと思われますが、近代

化と共に生まれた新しい諸要因は、こうしたハプスブルク帝国の多様性を前近代とは逆に

遠心的な方向に向かわせることとなりました。報告では、ハプスブルク帝国内の児童就学

状況に大きな地域的偏りがあることも指摘されましたが、これらと近代化や独立運動との

関係などが更に考察されることが期待されます。 

 

 

２ 中世の複合国家に関する一考察－ヴェルフェンの事例から 

 

 それでは、少々話が前後しますが、今回のワークのキーワードである「複合国家」とは

何でしょうか。政治学者の田中浩氏の解説を用いるならば「二つ以上の国家や政治体が結

合・連合して、一人の君主または一つの政府の下に一つの国家を形成している政治形態。

単一国家に対する語。」とあります1。現在の国家であれば、アメリカ合衆国や旧ソビエト

連邦（現ロシア連邦）、そしてイギリス連邦などが代表例とありますが、「なお歴史的には」

と事例が続き、旧ドイツ帝国や 18～19 世紀はじめまでのハノーファー朝のイギリス、そ

してオーストリア＝ハンガリー帝国などの名が挙がっています。こうして見ると、複合国

家とは巨大な帝国に特徴的に見られる例外的存在のように思われます。他方、一般的に国

家とは、一定の領域的まとまりをもった同一の制度・組織によって統治・運営される明瞭

な「単一国家」としてイメージされるのではないでしょうか。19世紀の国民国家あるいは

民族国家（National State）という概念は、その典型と言えるでしょう。しかし、こうし

たイメージは近代に作り上げられた神話と言えます。ナショナリズムと結びついた近代国

家像が提示される以前のヨーロッパでは、むしろ複合国家は一般的な存在でした。そして、

これは封建社会という中世ヨーロッパの特色と国家の統治者となる領主＝貴族の家門意識
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の形成とも密接な関係を持っていたように思われます。近年の歴史学が指摘するように、

「国家」という言葉が意味するものは歴史の中で常に同じではありませんでした2。これか

ら少し、「近代国家」とは異なる盛期中世の複合国家の構造を私の研究するヴェルフェンと

いう貴族家門を例に考えてみたいと思います。 

 

 ヴェルフェン（Welfen）とは、史料的には９世紀、ルートヴィヒ敬虔帝時代のフランク

貴族、伯ヴェルフまで遡ることが出来るヨーロッパ最古の貴族の一つです3。この一系統は

前期中世（９世紀末～1032）にブルグント王家を名乗りました。本日ご報告いただいた後

期中世のブルゴーニュ公国の前身と言えます。 

 このヴェルフェンはドイツ西南部シュヴァーベン地方（現在のバーデン・ヴュルテンベ

ルク州周辺地域）南部（ボーデン湖周辺）を基盤に、11世紀の聖職叙任権闘争期に隣接す

るバイエルン大公位、次いでザクセン大公位も獲得して次期国王・皇帝候補となる有力貴

族に成長しました。12世紀後半に活躍したハインリヒ獅子公（1129/31～1195）は、父の

失脚で一時失ったザクセン・バイエルン大公位を奪還し、エルベ以東地域への植民を成功

させることで広大な北ドイツ国家を建設しましたが、1180年に皇帝フリードリヒ1世バル

バロッサと対立して失脚しました。18・19世紀のロマン主義的な歴史像は、ヴェルフェン

とホーヘンシュタウフェン王家の二大家門の対立時代として 12 世紀のドイツ史を描きま

した4。イメージ的には、ほぼ同時代の日本史における源平の対立と類似した構図と言えま

す。 

 南ドイツの家系は 12 世紀末（1191）に断絶しましたが、北ドイツでは皇帝フリードリ

ヒ２世と獅子公の孫オットー幼童公が 1235 年に和解して、新たな「ブラウンシュヴァイ

ク＝リューネブルク大公」位が認められました。その後、この北ドイツ系ヴェルフェンは

離合集散を繰り返しながら帝国の有力諸侯としての地位を保ち、近世にはハプスブルク家

（墺）、ロマノフ家（露）、ホーエンツォレルン家（普・独）、オルデンブルク家（丁）、ス

テュアート家（英）などと縁組し、ヨーロッパ全域に広がるネットワークを展開しました。  

 系譜の一つハノーファー家は、1714年にイギリス王位を獲得してハノーファー朝を開き、

その血統は第一次世界大戦時に「ウィンザー朝」と称したものの現在まで続いています5。

ドイツのハノーファー家は 1837 年のヴィクトリア女王の即位により同君連合を解消、
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1866年にはプロイセン王国に併合されましたが、その家系は現在まで続いています 。 

 私の研究するハインリヒ獅子公は、バイエルンとザクセン、二つの大公領を得て南北ド

イツにまたがる「複合国家」の統治者となったと共に、二度目の結婚でイングランド国王

ヘンリ2世の娘をめとり、1180年の失脚後は義父を頼ってその所領を転々として保護を受

けました6。このブリテン島南部と大陸のフランス王国内に跨る「アングロ=ノルマン国家」

は、中世ヨーロッパにおける最も有名な複合国家と言えるでしょう7。1066 年のノルマン

征服によって、ノルマンディー公ギョームがイングランド国王ウィリアム1世となること

で始まった大陸領土とブリテン島のイングランド王国の結合は、その後、国王ヘンリ1世

の娘マティルダと甥のスティーヴンの間で内乱が勃発すると危機に陥りました。最終的に

マティルダとアンジュー伯ジョフリの息子が国王ヘンリ2世となりますが、彼がフランス

国王ルイ7世の妃であったアリエノール・ダキテーヌの離婚後の夫としてアキテーヌ公領

を得ることで、アンジュー家の支配領域は広大に膨れ上がりました。この所謂「アンジュ

ー帝国」の分析の方が本日のテーマには相応しいかもしれませんが、話をハインリヒ獅子

公のヴェルフェンに戻したいと思います。 

 アンジュー家と緊密に結びついていたハインリヒ獅子公の子どもたちは、皇帝・国王家

をはじめ、デンマーク王家や東方植民のスラヴ諸侯、フランス諸侯などと広範な婚姻関係

を結び、まだ限られた範囲で小さくまとめられていた領国の地域性とは異なるインターナ

ショナルな貴族文化の形成に大きく貢献したと思われます。そして、この盛期中世にヨー

ロッパ貴族の間では血統意識への関心が急速に高まり、積極的な情報収集と家門史の編纂

などが行われました。現在、ブラウンシュヴァイクの聖ブラージエン教会内に安置される

ハインリヒ獅子公夫妻の横臥像は 13 世紀初頭の製作と考えられていますが、この頃から

普及し始める貴族の墓に見られる特徴の最初期の事例です8。これは、貴族の在地化とその

支配の領域化という新しい社会動向と密接に関連した現象であり、ヨーロッパの封建社会

の安定とキリスト教世界としての確立、貴族身分の形成などと不可分に連動していました。

以下では、12 世紀後半～13 世紀にかけて、ヴェルフェンの家門意識が作り上げられてく

る紆余曲折を見てみましょう。 
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（1）ヴェルフェンの家門意識①－南ドイツの系譜意識 

 

まとまった貴族家門の歴史叙述で最初期のものの一つとされる『ヴェルフェンの歴史』 

（Historia Welforium）に基づくヴァインガルテン修道院の「ヴェルフェンの家系樹」（12

世紀末）9には、９世紀に娘ユーディットを敬虔帝に嫁がせて、後の西フランク王・皇帝カ

ール２世禿頭王の祖父となった伯ヴェルフが一族の始祖として位置づけられています。 

 下から上に向かって伸びながら、10代に渡る系譜を左上に蛇行するような特異な構図で

描き出すこの「ヴェルフェンの家系樹」の下から６番目には、男系断絶のために北イタリ

アのエステ伯に嫁いでいたクニーツァ夫妻が家系の幹に置かれ、本来の6代目である兄ヴ

ェルフ３世は枝に配されています。ここには、女系を介した家門形成に関する寛容な姿勢

を見てとることが出来ます。 

 ８番目のバイエルン大公ハインリヒ黒公が一族の家系記録の収集に重要な役割を果たし

ましたが、彼の息子二人の代に幹は二つに分かれて描かれるようになっています。下の幹

には一族の権力の中心となっていたバイエルンとザクセンを継承した傲岸公・獅子公親子

が、上の幹には一族の故地ボーデン湖北岸の所領を相続したヴェルフ６世の系統が分岐し

ています。しかし、『ヴェルフェンの歴史』の制作依頼者とされるヴェルフ 6 世は、当時

ローマの疫病で息子のヴェルフ 7 世を失い（1167）、その領地を二人の甥のどちらかに相

続させようと腐心していました。結果的に姉妹の息子にあたる皇帝フリードリヒ１世バル

バロッサへの相続が約束されたのですが、研究は「ヴァインガルテンの家系樹」上部中央

の空欄となっている円型メダイオンの中に一族の故地の後継者となる皇帝の肖像を描くつ

もりだったと考えています。 

 ここからは、シュヴァーベンの有力貴族としてのヴェルフ６世の強いアイデンティティ

を確認することができます。国王・皇帝家となったホーヘンシュタウフェン家の本拠地も

シュヴァーベン北部であり、隣接するバイエルン大公位の奪還に執着したヴェルフ６世の

意識には、南ドイツの所領と深く結びついた家門意識が育まれていたと見ることができま

す。因みに甥のフリードリヒ1世バルバロッサの国王選出に協力したヴェルフ6世は、「ス

ポレート大公、トスカナ辺境伯、サルディニア侯」の称号を与えられています（1152）。

これは多分に名誉職的な肩書と言えるもので複合国家としての実態を確認することは出来
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ませんが、歴代のヴェルフェンがアルプスを挟んでイタリアとの密接な関係を保持しよう

と努めてきたことを想起するならば、これらのイタリア所領の領有を約束することはヴェ

ルフ6世の家門意識を十分に満たすものだったと言えると思います。 

 

 

（2）ヴェルフェンの家門意識②－コスモポリタンな系譜意識 

 

ヴェルフ6世の『ヴェルフェンの歴史』の少し後に作成された『ハインリヒ獅子公の福 

音書』の「戴冠図」（12 世紀末）は、イングランド国王ヘンリ２世の娘マティルダと獅子

公の救済（永遠の命）を祈念したもので、上段に最後の審判の場面が裁き手である主イエ

スを中心に描かれ、下段部分に裁きを待つ大公夫妻と一族が描かれています。下段中央で

跪く二人の背後にはそれぞれの祖先が描かれており、獅子公の家門意識とアイデンティテ

ィを明瞭に見て取ることができます10。 

 獅子公のすぐ後ろにはハインリヒ傲岸公夫妻が立っていますが、その後ろには男系の血

統情報として熟知していたバイエルン大公ハインリヒ黒公夫妻ではなく、母方の祖父であ

る皇帝ロータル3世夫妻が描かれています。また妻マティルダの祖先については、フラン

ス国王との離婚問題でカトリック教会と揉めていた母アリエノール・ダキテーヌが意図的

に排除され、祖母マティルダは次女を従えて「単独」で描かれています。これは、祖母マ

ティルダを彼女の渾名「皇妃モード」として扱っていることを意味します。血統で繋がる

祖父であるアンジュー伯ジョフリの妻ではなく、またイングランド国王ヘンリ１世の娘と

してよりも、彼女の最初の夫である皇帝ハインリヒ５世の妃として位置づけているのです。

つまり、ここでハインリヒ獅子公は、彼ら夫婦を皇帝の一族として描き出しています。こ

こには、出身や支配領域の現実を越えたキリスト教世界としての中世ヨーロッパ、所謂「神

聖ローマ帝国」に共通する皇帝を頂点としたコスモポリタンな貴族意識が明瞭です。 

 父の失脚後、ザクセンの宮廷で母方の祖母リエンツァの支援で領地を死守し、母ゲルト

ルートがバイエルン大公位を奪取したバーベンベルク家のハインリヒ・ヤゾミルゴットに

嫁ぐことでザクセン大公位の相続が許された獅子公は、その後、バルバロッサとの友好関

係期にバイエルン大公位を奪還しますが、その支配拠点はザクセンに置かれていたことが、
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彼の現存する証書史料の大半を北ドイツ方面が占めることからも理解できます。更にエル

ベ以東への東方植民と都市建設は、彼の北ドイツ国家を多くの異民族を抱える複合民族国

家に変貌させて行きました11。 

しかし、皇帝バルバロッサと対立して 1180 年に失脚する際の裁判で、獅子公は「シュ

ヴァーベン人」として裁かれています12。この 12 世紀は、帝国国制上の大転換期でした。

東フランクの特徴だった部族大公制が聖職叙任権闘争や東方植民活動などによって変容し、

新たな大公領や辺境伯領の設置、王国昇格などが意図的に実施されました。例えば、オー

ストリアはバイエルン大公に服属するオストマルク辺境伯領でしたが、1156年にハインリ

ヒ獅子公にバイエルン大公位が再授封された際、辺境伯領から大公領へと昇格して分離独

立しました。また獅子公の失脚後、ザクセン大公領は細分化され、名称と実態は大きく乖

離することとなります。これについては、改めて後述します。 

 

 

（3）家門意識の形成③－ザクセン諸侯としての系譜意識 

 

 ハインリヒ獅子公の孫オットー幼童公が皇帝フリードリヒ2世から「ブラウンシュヴァ

イク＝リューネブルク大公」位を取得したことは、ヴェルフェンが帝国諸侯身分として大

公類似の地位を奪取したことを意味しました。これを受けて 1300 年頃に作成されたブラ

ウンシュヴァイクのヴェルフェンの菩提寺、聖ブラージエン教会が作成したと考えられる

系図は、上記の二つの 12 世紀の家系意識とは異なる、全く新しい現実に適合した意識を

如実に反映させています13。 

ザクセン大公家でもあったリウドルフィンガーが国王ハインリヒ 1 世（位 919～936）、

オットー大帝（位 936～973）を輩出してカロリンガーに代わる新しい王家となったこと

で、ビッルンガーの新しいザクセン大公家が創始されます。聖ブラージエン教会の系図の

中央上部に描かれる夫婦の人物像は、ザクセン諸侯の一人だったヘルマン夫妻を示し、系

譜は5代目のマグヌスで男系が絶えます。系図は、彼の二人の娘をめとったヴェルフェン

とアスカニアーが左右に分かれて描かれることで、この二つの家系がその後の正当なザク

セン大公位の継承者となったことを描き出しています。左側の最上位にマグヌスの娘ヴュ
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ルヒルデの夫となったヴェルフェンのバイエルン大公ハインリヒ黒公が、右側には同じマ

グヌスの娘エーリカの夫となったアスカニアーのオットーが新しいザクセン大公家の始祖

として位置づけられています。6 代目のザクセン大公となったロータル・フォン・ズップ

リンゲンブルクは、国王・皇帝ロータル3世となる人物ですが、ここではヴェルフェンの

ハインリヒ傲岸公の義父として小さく記述されているだけです。『ハインリヒ獅子公の福音

書』の「戴冠図」に描かれた家系意識の表出にとって絶対不可欠な存在であった皇帝ロー

タル3世は、ここではビッルンガーの血統を引くヴェルフェンと結びつくことで、漸くそ

の地位の正当性を獲得しています。 

ハインリヒ傲岸公の失脚後にザクセン大公位は、アスカニアーのアルブレヒト熊伯に継

承されます。ハインリヒ獅子公時代には、シュタウファー派の簒奪者として敵対した存在

です。その後、獅子公に一旦戻ったザクセン大公位は彼の失脚後再びアスカニアーの系譜

に継承されますが、ヴェルフェンが「ブラウンシュヴァイク＝リューネブルク大公」を認

められたことを単なる称号付与ではなく、ザクセン大公という正統な大公位と同格の地位

であることを主張する目的で、アスカニアーのマティルダとヴェルフェンのオットー幼童

公の結婚が中央下部に、二つの系譜を再統合するものとして位置づけられています。こう

して北ドイツのヴェルフェンという家門意識が獅子公を始祖として形成されることとなり、

ハノーファー家を介して現在のイギリス王家に引き継がれてきます。 

余談ですが、この後にアスカニアーのザクセン大公位はマイセン辺境伯家であったヴェ

ッティナーに継承されます。細分されたザクセン大公領の称号の担い手が東へ大きく移っ

た結果、現在のザクセン地方は旧東ドイツ南部（チェコの北隣）を指し、本来のザクセン

地方は「ニーダーザクセン」（下ザクセン）と呼ばれることとなります。 

 

 

（4）近世ヴェルフェンの複合国家 

 

ハインリヒ獅子公の時代頃からヨーロッパの貴族は、家門の象徴として紋章を発展させ

始めます。中世後期以降、整備されたヨーロッパ貴族の紋章は、単にその血統を主張する

だけでなく、家門が相続し統治する複数の領地・領国に対する複雑な権利の複合体である
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ことを発信する装置としても機能しました。多くの貴族が複雑なマーシャリングで構成さ

れた紋章を発展させていきますが、これはまさに複合国家の存在をアピールする役割を果

たしていたのです14。 

12世紀のハインリヒ獅子公時代のヴェルフェンの支配領域は、西側をケルン大司教やブ

レーメン大司教など有力な聖界諸侯と接することでとエルベ以東地域に向けて広がってい

ましたが、18世紀のヴェルフェン（ハノーファー選帝侯領）の所領は、エルベ以西を基盤

にヴェーザー・アラー両河川間の地域で大きく領地を西方に広げています。この 18 世紀

にジョージ 1 世（位 1714～27）としてイギリス王家を継承する選帝侯ゲオーク・ルート

ヴィヒ（位1698~1727）の大紋章には、複合国家としての家門の姿が浮かび上がってきま

す。選帝侯冠の下の盾型紋章は 17 に細分化されていますが、最も重要な領国を示すのは

最上位の3枚です。左側の赤地に二頭のライオンは北ドイツのヴェルフェンの本拠地ブラ

ウンシュヴァイクを、右側の金地にかわいい赤いハートマークを散らした上に青い立ちラ

イオンはもう一つの拠点リューネブルクを表します。そして中央の赤地に白い馬がハノー

ファーです。その下の左右2列、４種類の立ちライオンは、カレンブルク、ヴォルフェン

ビュッテル、ゲッティンゲン、グルーベンハーゲンなどの分家諸領です。下部の多様な文

様の中で中央下部の金地に黒い熊の手は、16世紀末の断絶後に新たに獲得したヴェーザー

以西のホーヤ伯領を表しています。中央列のハノーファーとホーヤ伯の間に置かれている

盾型の小紋章は、帝国官職としての帝国内帑
な い ど

長官（Erzschatzmeister）を意味します。こ

れは代々ライン宮中伯が務める要職でしたが、18世紀にハノーファー大公家が一時継承し

ます。名誉職的意味合いが強いものですが、ヴェルフェンが神聖ローマ帝国の諸侯群の中

で卓越した存在であることをアピールする上で大きな意味を有していたと考えられます。 

このように前近代の貴族の紋章は、その支配の複合体を克明に示しています。有名なハ

プスブルク家の大紋章も、数えきれない諸領の紋章のパッチワークが巨大な複合国家とし

ての姿を示してくれます。また現在のイギリス王家の紋章もイングランド（立ちライオン

と三頭のライオン像）とスコットランド（ユニコーンと立ちライオン）、アイルランド（ハ

ープ）の連合王国であることを表してくれます。 
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３ おわりに 

 

 前近代において「複合国家」という政治的複合体の存在は、一般的によく見られる現象

でした。そして、これは封建社会の安定とヨーロッパ規模での政治的・社会的・経済的・

文化的ネットワークの拡大に伴う特徴的な現象だと言えるのではないでしょうか。盛期中

世（11～１３世紀）に明瞭化する貴族の家門意識と領国の形成が、後期中世以降における

封建社会の変容の中で同一君主ないし一族が、異なる仕組みの領国を統治する「複合国家」

というあり方を可能にしました。この際、地域を超えてヨーロッパ規模のネットワークで

結びついた貴族たちの文化は、異なる政治的・文化的な諸要素をまとめる上で極めて重要

な機能を果たしたと言えるでしょう15。 

つまり複合国家の出現は、中世ヨーロッパ社会の形成（封建制・貴族文化の形成・キリ

スト教世界の確立など）と密接な関係を持っていると言えます。ジャック・ル・ゴフは、

「封建制は、よく言われるように権力の瓦解をもたらす誘因ではありません。それとは反

対に、封建制は権力体系の根本的再編成のための基本単位であり、国家の出現に欠くべか

らざる枠組みです。16」と指摘しています。近代国家的には小規模にまとめられた地域性

の強い多数の領国が、貴族文化の広範なネットワークによって結びついたところに、前近

代ヨーロッパの複合国家は成立し得たと言えるでしょう。 

 私たちがいま現在、国民国家という近代の神話を越えて 21 世紀の国家のあり方を考え

るならば、地域性や個性を踏まえて緩やかに結びつく前近代の複合国家は、脱近代国家の

重要なキーワードとなるかもしれません17。  

 

 

                                                  
1 『日本大百科全書』全26巻（小学館、1984～1994年）をベースに、毎月定期で更新さ

れているデジタル版「百科事典」(ニッポニカ) より引用。2018年7月22日閲覧。 
2 例えば、Arnold Oskar Meyer, „status“ als politischer Terminus der Antike. 
(Rheinisches Museum für Philologie. 86, 1937,)  S.225-240.／平城照介 訳「Staat［国

家］という言葉の歴史に寄せて」F.ハルトゥング・他／成瀬治 編訳『伝統社会と近代国

家』岩波書店、1982年、27~50頁参照。 
3 Bernd Schneidmüller, Die Welfen, Herrschaft und Erinnerung. Stuttgart, Berlin, 
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Köln, 2000. およびKarl Jordan, Heinrich der Löwe, Eine Biographie. München, 1979.
／瀬原義生 訳『ザクセン大公ハインリヒ獅子公－中世北ドイツの覇者』ミネルヴァ書房 

2004年、参照。 
4 例えば、邦語で読めるものとしてFriedrich von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen 
und iher Zeit, 6.Bande Leipzig, 1823-25.／柳井尚子 訳『騎士の時代－ドイツ中世の王家

の興亡』法政大学出版局、1992年参照。 
5 桑野聡「イギリス王室のルーツを辿る－中世ドイツ貴族の世界」『郡山女子大学紀要』第

49集、2013年；下津清太郎『ハノーヴァー家』近藤出版社、1986年参照。 
6 桑野聡「1165年のシュタウファー＝アンジュー二重婚姻協定－ヴェルフェン＝アンジュ

ー同盟成立の背景」『郡山女子大学紀要』第33集､1996年。 
7 近年我が国においても優れた研究成果がまとめられているこの問題については、朝治啓

三・渡辺節夫・加藤玄 編著『中世英仏関係史 1066-1500 －ノルマン征服から百年戦

争終結まで』創元社、2012年参照。 
8 獅子公夫妻の横臥像については、桑野聡「コラム5ハインリヒ獅子公から見える家門意

識の形成」（堀越宏一・甚野尚志編著『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ

書房、2013年）122頁参照。また中世の貴族の横臥像については、Philippe Ariès, Images 
de l’homme devant la mort. 1983.／福井憲彦 訳『図説 死の文化史－ひとは死をどのよ

うに生きたか』日本エディタースクール出版部 1990年、75頁以下参照。 
9 桑野聡「12世紀貴族の家系意識の形成について－ヴェルフ家の北ドイツ国家建設を例に」

『東海史学』第26号、1992年；同「“Historia Welforum“の成立に関する諸問題－ヴェル

フェンとヴァインガルテン修道院」『東海史学』第28号、1994年；早川良弥「中世盛期

ドイツ貴族の家門意識－ヴェルフェン家の事例」前川和也編著『家族・世帯・家門－工業

化以前の世界から』ミネルヴァ書房 1993年参照。 
10 早川良弥「ザクセンにおけるヴェルフェンの家門意識」関西中世史研究会編『西洋中世

の秩序と多元性』法律文化社、1994年；桑野聡「ザクセンにおけるヴェルフェンの家系意

識の形成－家系記述と政治状況の関連性に関する一考察」『西洋史学』第179号、1995年。 
11 桑野聡「ハインリヒ獅子公の都市シュヴェリン建設－12世紀の領域支配政策における

都市の役割に関する一考察」『比較都市史研究』第13巻第1号、1994年；同「ハインリ

ヒ獅子公の東方政策とデンマーク－12世紀におけるバルト海沿岸地域の再編」『西洋史研

究』新輯第40号、2011年参照。 
12 石川武「ドイツ国制史における1180年－確立期における『ドイツ封建王制』に関する

一つの覚え書」『国家学会雑誌』70-10、1956年； 西川洋一「12世紀ドイツ帝国国制に関

する一試論」(1)～(4)『国家学会雑誌』94-5.6, 1981年、95-1.2, 95-9.10, 95-11.112, 1982
年； 北嶋繁雄「ハインリヒ獅子公の失脚(1180年)をめぐって」『中世盛期ドイツの政治と

思想－初期シュタウファー朝時代の研究』梓出版社 2001年； ベルント・カノフスキ著、

田口正樹 訳「ハインリヒ獅子公に対する訴訟」（U.Falk, M.Luminati, M.Schmoeckel, 
Fälle aus der Rechtsgeschichte. Verlag C.H.Beck München, 2007／小川浩三・福田誠

治・松本尚子 監訳『ヨーロッパ史のなかの裁判事例－ケースから学ぶ西洋法制史』ミネ

ルヴァ書房、2014年）参照。 
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桑野聡「コメント：ヨーロッパ前近代の複合国家」 

 

 
 

 
13 桑野、前掲「ザクセンにおけるヴェルフェンの家系意識の形成」27頁以下。 
14 桑野聡「中世ヨーロッパ貴族の家と文化－騎士道と家門意識の形成」『郡山女子大学紀

要』第40集、2004年、12～19頁参照。 
15 桑野聡「貴族身分と封建制」（堀越宏一・甚野尚志編著『15のテーマで学ぶ中世ヨーロ

ッパ史』ミネルヴァ書房、2013年）参照。 
16 Jacques Le Goff, à la recherche du Moyen-Age, Editions Louis Audibert, 2003／池田

健二・菅沼潤 訳『中世とは何か』藤原書房、2005年、217頁参照。 
17 Patrick J. Geary, The Myth of Nations,The Medieval Origins of Europe. Prinsceton 
University Press, 2002／ 鈴木道也・小川知幸・長谷川宜之 訳『ネイションという神話

－ヨーロッパ諸国家の中世的起源』白水社、2008年。  
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