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本稿では、中世後期の神聖ローマ帝国・帝国自由都市

ニュルンベルクを対象に、管楽器の社会的機能について

考察する。中世後期のヨーロッパ都市には、都市参事会

から固定給を受ける管楽器奏者、いわゆる「参事会お抱

え楽師」が見られた。かかる楽師は都市参事会の統制の

もと、さまざまな祝祭や儀礼において演奏していた。

ショームやトランペットによる信号音や演奏は、都市生

活に欠くべからざるものとして、当局から保護・利用さ

れていたのである。本稿ではまず、楽器に関する史料概

念を整理し、宮廷文化における管楽器保護を概観する。

ついで 15世紀において帝国最大規模の都市楽隊を誇った

ニュルンベルクの事例を中心に、管楽器の音色の社会的

機能を考察する。最終的には管楽器の音色に、①都市参

事会の許可を示す機能、②差異化の機能、③法行為に有

効性を持たせる機能、があったことを示したい。 

In this paper, we seek to examine the social functions of 
brass and wind instruments in the Free Imperial City of 
Nuremberg, part of the Holy Roman Empire, during the 
Late Middle Ages. It was found in historical documents 
that in Late Middle Age European cities, a certain group of 
brass and wind instrument musicians received regular 
pays from the city council. These musicians employed by 
the city council performed at rituals and ceremonies. 
Signals and performances by shawm or trumpet were 
protected and used by the governing bodies as an 
essential part of daily life in Nuremberg. In order to further 
examine this topic, we first compiled the related historical 
documents and concepts, and produced an overview of 
the preservation of brass and wind instrument within court 
culture. We then discussed the social functions of various 
tones of these instruments based on the case study of 
Nuremberg, which held the biggest city band in the 15th 
century Holy Roman Empire. Lastly, we hope to prove 
that the sounds of wind and pipe instruments performed 
the following three social functions: 1. Convey approvals 
form the city council, 2. Differentiation, 3. Validify certain 
legal actions. 

1 はじめに 1 

1.1 問題関心 

ヨーロッパ中世都市のサウンドスケープと言った場合、

多くの人が教会や市庁舎の「鐘」を連想するのではない

だろうか。事実、鐘についてはサウンドスケープ論の提

唱者 R. M. シェーファーが論じたほか 2、西洋史学でも

アナール学派の感性史家 A. コルバンが考察するなど、

多くの研究蓄積が見られる 3。しかし、中世後期のヨー

ロッパ世界では、ただ鐘の音のみが普遍的だったのだろ

うか。次の【図 1】をご覧いただきたい。 

【図 1】参事会お抱え楽師分布図 4 
◎はニュルンベルク 

これは都市当局から固定給を受けていた管楽器奏者、

いわゆる「参事会お抱え楽師」の分布図である。同図か

らは、現代のフランスからポーランドに至るまで、多く

の都市において管楽器奏者の雇用が見られていたと判る。

ヨーロッパの中世都市では、管楽器の音色が都市当局に

よって管理・利用されていたのだ。 
では、なぜ都市参事会は管楽器を必要としたのだろう

か。中世イタリア史家の池上俊一は、ヨーロッパで用い

られていた信号音を、鐘によるものと喇叭によるものに

大別した 5。池上によると、中世都市における管楽器は、

鐘に次ぐ第二の信号音であり、鐘と競いあいつつも協働
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していた 6。主として教会に支配され聖なるイメージの

もとで聴かれていた鐘に対し、世俗権力の管理下にあっ

た管楽器はいかなる意味を持っていたのか。本稿では、

中世後期の神聖ローマ帝国・帝国自由都市ニュルンベル

クを対象に、中世都市における管楽器の社会的機能につ

いて考察したい 7。 
そのためにまず第 1 章の次節以下で、先行研究をまと

め問題設定を行う。ついで第 2 章にて、中世後期に見ら

れた管楽器を整理し、宮廷におけるその位置づけを確認

する。第 3 章では、ニュルンベルクの都市楽隊の沿革を

概観した後、都市住民の音楽活動にも目を向け、管楽器

の特権性を確認する。そして第 4 章にて、参事会お抱え

楽師の具体的な活動を分析し、管楽器の音色が持ってい

た社会的機能について考察したい。 

1.2 先行研究と問題設定 

本稿が依拠する先行研究は、参事会お抱え楽師につい

ての音楽社会史と、「音の歴史学」ないし歴史的サウン

ドスケープ研究に大別できる。本節では神聖ローマ帝国

に関する論考を中心に、音楽社会史からまとめたい。な

お、楽師についての社会史研究を参照するのは、楽器の

音色そのものを描写した史料や録音データが無いためで

ある。 
参事会お抱え楽師に関する音楽社会史は、1960 年代以

降のアウトサイダー研究に端を発する。アウトサイダー

研究では、楽師の「不名誉」性が焦点化され、楽師差別

の実態や原因が究明された 8。かかる議論は「楽師階層

分化論」へと発展し、一部の楽師の定住と社会的地位の

上昇が論じられた。この「名誉」を得た楽師類型こそ参

事会お抱え楽師である。 
その後 1990 年代になると、社会的賤視に着目した楽師

研究は下火となり、楽師の職業演奏家としての側面を重

視する音楽社会史が本格化した。参事会お抱え楽師はか

かる研究潮流でも注目され、ニュルンベルクに関する事

例研究だけでも、図像史料や楽器の購入記録から参事会

お抱え楽師の演奏実践を分析した音楽史家 T. ブルク

ギーサーランカーの論考や 9、マクシミリアン一世期の

南ドイツ諸都市を対象に、参事会お抱え楽師の都市間移

動を考察した音楽史家 H. グリーンの考察などがある 10。

これらの研究では参事会お抱え楽師の、楽師としての活

動だけでなく、都市住民としての実態が多角的に論じら

れた。しかし、彼らの演奏の社会的意義に関する考察は

見られなかった。 
一方、20 世紀末から行われるようになった「音の歴史

学」ないし歴史的サウンドスケープ研究では、鐘の音や

人間の叫び声が焦点化される傾向が見られる。なぜ特定

の音が「欠くべからざるもの」として認識されうるのか。

かかる問題は従来、民俗学や文化人類学において考察さ

れてきた 11。それらの研究蓄積をもとに、近年では歴史

学でも研究が進んでいると言えよう。 
中世史家による音の研究は大きく、共同体と音の関係

を問うものと、法行為における音の機能を問うものに分

類できる。前者には上述 A. コルバンの研究のほか、中

世ドイツ史家 A. ハーファーカンプによる、鐘と中世的

「公共性」についての論考が含まれる 12。ハーファーカ

ンプは鐘が持つ「情報メディア」としての側面に注目し、

鐘の音こそがキリスト教的共同体を成らしめていたと論

じた。一方、後者としては中世史家の池上俊一や、中世

フランス史家の V. トゥレイユの研究が挙げられる。池

上は主にフランスの事例から、鐘と法行為の関係を論じ、

鐘には、為政者の叙任や裁判など、儀礼の有効性を担保

する機能があったことを示した 13。また、トゥレイユも

中世フランスにおいて、犯罪に遭遇した際に上げられる

自然発生的な「叫び」が、時代を追うごとに、慣習法や

裁判儀礼のなかに、組み込まれていく過程を明らかにし

た。これらはいずれも音の公開性に注目した研究と言え

よう 14。 
ところが、同様の視座から管楽器を考察した研究はい

まだ見られない。音楽史家 S. ジャックによる研究は、中

世都市における鐘と管楽器の協働に注目した点で、前節

で見た池上の関心と視角を共にしている 15。しかし、同

書では広範な時代・地域の事例が整理されたものの、音

の使用に関する解釈にまでは立ち入っていない。同様の

指摘は、マクシミリアン一世期のドイツ都市を対象に、

サウンドスケープの複雑性を論じた音楽史家 H. コフェ

イの論考にも当て嵌まる 16。 
以上、先行研究をまとめる。もともと管楽器、ないし

参事会お抱え楽師の研究は、主に音楽社会史の文脈でな

されてきた。そこでは参事会お抱え楽師の活動実態が解

明された一方、管楽器の音色がいかに聴かれ、いかに利

用されていたのかについては、ほとんど検討されなかっ

た。一方、「音の歴史学」ないし歴史的サウンドスケー

プ研究では、管楽器の重要性が指摘されているにもかか

わらず、いまだ事例研究が乏しい状態が見られる。本稿

は、参事会お抱え楽師の活動から、管楽器の社会的機能

を考察する点で、かかる先行研究の課題に適うものと言

えよう。 

1.3 分析対象 

それでは、なぜ中世後期ニュルンベルクを分析対象と

するのか。中世後期のニュルンベルクは、手工業の発達

や遠隔地貿易の成功により、商業都市として繁栄してい

た 17。神聖ローマ皇帝との繋がりも強く、皇帝カール四

世が同地で金印勅書を発布して以降は、たびたび帝国議

会の開催地ともなっていた。16 世紀以降は文化面でも黄

金期を迎え、マイスタージンガーとして有名なハンス・

ザックスや、画匠アルブレヒト・デューラーなど、名だ

たる芸術家を輩出していた。 
人口は 1485 年時点で約 3 万人、神聖ローマ帝国のなか

では、ケルンに次ぐ大都市だった 18。市の中央をペグ

ニッツ川が横断し、その北側がゼ―バルト教区、南側が

ローレンツ教区と呼ばれていた。現在のニュルンベルク

旧市街にあたる両教区は、15 世紀初頭には市壁で囲われ、

ゼ―バルト教区が約 80ha、ローレンツ教区が約 87ha の

広さだったと推測される 19。ニュルンベルク参事会の支

配は、実際には壁外にも及んでいたが、壁内領域のみに

注目すると、都市ニュルンベルクは長崎県にあるテーマ

パーク「ハウステンボス」（152ha）よりやや大きい程度
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の空間だったと言えよう。 
政治的には都市門閥（Geschlecht）による堅固な都市支

配で知られており、2 つの都市参事会、すなわち 34 名の

都市門閥と 8 名の手工業者からなる「小参事会」と、市

民共同体の代表からなる「拡大参事会」が実質的な統治

を行っていた 20。前者が行政、裁判、外交など全般的な

都市統治を担っていたのに対し、後者は裁判における証

人、宣誓介助人、告訴人の提供を担当していたとされる。

本稿でただ「都市参事会」といった場合は、小参事会を

意味することとする。 
かかる殷賑を反映してか、ニュルンベルクの都市楽隊

は、15 世紀の段階で帝国最大規模を誇っていた。参事会

お抱え楽師には、君侯訪問時のプロセッションなど、都

市内外における祝祭での演奏が求められていた。そのた

め都市の規模が大きければ大きいほど、外部との交流が

盛んであればあるほど、参事会お抱え楽師の活動機会は、

増加、多様化していたと言える。ニュルンベルクに注目

することで、参事会お抱え楽師の、最も活発な例を考察

出来ると言えよう。また、後述するようにニュルンベル

クは、楽器、とくに金管楽器の生産地として名高く、同

地で生産された楽器の幾つかは現存している。本稿では

筆者の専門から大きく外れるため、あえて検討していな

いが、ニュルンベルクを考察対象とすることで、古楽器

を用いた音響学的アプローチとの接続も可能となると言

えよう 21。 
史料としては主に、J. バーダー編纂の『ニュルンベル

ク都市条令集』や、T. ハンぺ編纂の『後期ゴシックおよ

びルネサンス期における芸術と芸術家に関するニュルン

ベルク参事会決議録』、K. ヘーゲル編纂の『ドイツ諸都

市の年代記―ニュルンベルク』を使用した 22。『条令

集』には 14、15 世紀の都市条令が収録されており、都市

法に規定される範囲で楽師の活動が読み取れる。一方、

『決議録』には参事会お抱え楽師の派遣記録が、年代記

には楽師の活躍の場となる祝祭の記録などが残されてお

り、実際に管楽器が使用された局面が看取できる。なお、

必要に応じて未公刊の参事会史料も使用した。 
 

2 中世後期の管楽器 

2.1 中世後期の楽器と史料概念 

本章では、管楽器の社会的機能の考察に先駆けて、楽

器に関する史料概念と訳語を整理し、ついで宮廷におけ

る管楽器の位置づけも概観する。中世都市ではいかなる

楽器が用いられていたのか、これを行政史料から特定す

ることは難しい。この背景には、史料作成者の楽器への

無知・無関心、ないし 16 世紀以降の楽器の進化の急激さ

があると考えられる 23。以下、聖職者でもあった歌手ゼ

バスチャン・ヴィルドゥング（Sebastian Virdung 1465?-?
年）の『ドイツ語による楽器 Musica Getutscht』（1511）
から図版を引つつ、参事会お抱え楽師の楽器を整理した

い。同書はニュルンベルクでも出版され、流通していた

ことが判っている 24。 
中世ヨーロッパにおいて楽器は、大きな音を出す

「オー haut」の楽器と、静かで落ち着いた「バ bas」の

楽器に分類されていた 25。初出は 14 世紀前半にフランス

王シャルル五世が、パリの「聖ユリアヌスと聖ゲネシウ

スの楽師兄弟団」に与えた特許状であり 26、神聖ローマ

帝国では 1490 年代までアンサンブルを規定していたと言

われている 27。「オー」の楽器にはショームやトラン

ペット、トロンボーン、太鼓など、野外演奏向きの楽器

が含まれ、「バ」の楽器にはリュートやオルガン類、ク

ルムホルン、リコーダーなど、室内楽向きの楽器が含ま

れていた。あくまで音量による分類であり、現在の楽器

区分に一致するものではない点に注意されたい。 
このうち参事会お抱え楽師と関係が深かったのが、管

楽器すなわち「オー」の楽器である。参事会お抱え楽師

は史料上、直訳で「都市の笛吹き」を意味する statt 
pfeiffer や stattpfeyffern などとして登場する。これは参事

会お抱え楽師が用いた、最も一般的な楽器が「Pfeife」
だったからだと考えられる。では Pfeife とはいかなる楽

器だったのだろうか。 
 

【図 2】ショームとその低音楽器であるボンバルド 28  
 
結論から言うと Pfeife は「ショーム」（英：Shawm、

独：Schalmei）という木製のリード楽器を意味していた
29。この楽器はイスラム圏の「ズルナ」に起源を持ち、

十字軍期にヨーロッパへもたらされた。現在のオーボエ

の親楽器にあたるが、オーボエよりも騒がしく屋外向き

の音を持っていたと言われている。 
しかし Pfeife とは本来、幅広く「笛」を指す言葉であ

る。ならばなぜ「ショーム」だと特定できるのだろうか。

ニュルンベルク参事会は事実、クルムホルンやリコー

ダーなど、別種の「笛」も所有していた 30。そうであれ

ば Pfeifer は、クルムホルン奏者やリコーダー奏者をも意

味し得るのではないだろうか。この問題を考えるヒント

は、演奏がなされた状況にある。史料に登場する Pfeifer
の主な活動場所は屋外で、またトランペットやトロン

ボーンとのアンサンブルが見られた。音量の問題を考慮

すると、この状況下でのクルムホルンやリコーダーの使

用は考えにくい。そのため多くの場合において、Pfeife
はショーム以外にあり得なかったと言えよう。 
では「トランペット trummete」や「トロンボーン

busaune」は、現代のそれと同じだったのだろうか。前述

のとおり、また 4.3 で見るとおり、参事会お抱え楽師は

ショームとともに金管楽器も使用していた。ニュルンベ

ルクでも 15 世紀以降、参事会お抱えの「トランペット奏

者 Trumetter」あるいは「トロンボーン奏者 pusawnern」
が見られた。「喇叭」のイメージ自体は、中世初期のあ

いだも、聖書のなかに存在していた。しかし、ヨーロッ

パで金属製金管楽器が復活したのは、12 世紀以降だと言

われている 31。前述の『ドイツ語による楽器』では金管
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楽器として、スライドの無い「軍楽トランペット

felttrummet」「クラリオン clareta」「塔守用ホルン

thurner horn」と、スライドを持つ「トロンボーン

busaune」の四種が紹介されている。 
 

【図 3】上からトロンボーン、軍楽トランペット、 
クラリオン、塔守用ホルン 32 

 
スライドを持たない三種のうち、最初に誕生したのは

「塔守用ホルン」だった。これは原始的な構造のトラン

ペットで、信号発信に適し、塔守や夜警など下級の治安

維持役人が使用していた 33。ニュルンベルクでは 15 世紀

初頭以降、ハンス・フランクなどの真鍮鍛冶が、都市参

事会の注文によって製造・修理していたことが判ってい

る 34。それに対し、より「音楽的」な演奏でも用いられ

えたのが軍楽トランペットとクラリオンである 35。とく

にクラリオンは軍楽トランペットよりも、ベルが小さく

管も細かったため、ファンファーレから舞踏の伴奏まで、

多様な局面で使用されえた。史料上、両者が明確に書き

分けられることは少ないが、ニュルンベルクのなかで、

これらの楽器が使用されていたことは確かである。 
これらの金管楽器は 12 世紀以降、ヨーロッパ世界に

徐々に普及していった。いずれも従来の管楽器に比べて、

音量の面で優れてはいたが、倍音しか出すことが出来な

いという特徴も持っていた。これを補うようにして 15 世

紀末に登場したのが、スライド付きの「トロンボーン」

である。この楽器はニュルンベルクで改良・生産され 36、

その広い音域のために、為政者よって珍重されていた 37。

なお、本稿では busaune の訳語を一律「トロンボーン」

としたが、これは場合によっては不正確な訳となること

を明記しておく。なぜなら、busaune は史料のなかで頻繁

に trummete と混用されており、かつ同時代には「スライ

ド・トランペット」も存在していたからである。また、

これは現在の金管楽器についても言えることだが、これ

らの楽器を用いた演奏の質は、楽師の技量に大きく依存

していたと思われる。 

2.2 皇帝の管楽器保護 

次に、中世後期の神聖ローマ帝国宮廷における、管楽

器の位置づけについて概観する。音楽史家ブルクギー

サーランカーやポルクによると、参事会お抱え楽師は宮

廷文化の影響のもと生まれた 。都市にはもともと塔守な

どの治安維持職のみが存在していたが、宮廷で儀礼が発

達するにつれ、君侯の訪れや大掛かりな催事の際に、都

市にも相応の楽師が求められるようになったのである。

そのため管楽器の意義を理解するには、中世後期の宮廷

における管楽器の位置づけを理解する必要があるだろう。 
神聖ローマ帝国では 18 世紀までに、数回にわたって管

楽器や管楽器奏者に関する特権や法令が発布された 38。

15 世紀に皇帝ジギスムント（Sigismund、ローマ王在位：

1410‐1437 年）が、ニュルンベルク、アウグスブルク、

コンスタンツ、ウルムの四都市に対し発布した「トラン

ペット特権」はその最も早い例と言える 39。「彼らとそ

の子孫はこれより末永く、彼らの意思にしたがってトラ

ンペット奏者とトロンボーン奏者(trumeter und pusawner)
を持ち、維持し、あらゆる場所で楽しみのため、また真

面目な催しのために彼らを使用すべきであり、またそう

することが許される 40」。これは 1431 年にニュルンベル

クに与えられたトランペット特権の一節で、ここからは

ニュルンベルク参事会が二種類の金管楽器の使用を許さ

れたことが判る。 
また、1434 年のアウクスブルクへの特権では、「彼ら

と彼らの子孫はこれ以降、都市アウクスブルクにおいて、

トランペット奏者（trumbetere）を持ち、そのトランペッ

トに市章と旗を下げるべきであるし、下げてよい。さら

に市の内外で彼らが騎乗し、あるいは戦場へ赴く時、

いっしょに連れていき、自由に楽しみのため、また他に

必要になったときに、気晴らしであれまじめな催しであ

れ、あらゆる場所で彼らを使用すべきであり、またそれ

が許される 41」と、戦場その他におけるトランペットの

使用が認められた。前節で論じたとおり、参事会お抱え

楽師はショームだけではなく、トランペットやトロン

ボーンも使用していた。しかし、それは本来、非常に限

られた都市の特権だったのだ。 
その特権性を君侯側から示す史料もある。トランペッ

ト特権とほぼ同時代に成立した『クララ・ヘッツラリン

の歌集』（1450 年ころ）所収の詩からは、一部の王侯貴

族が、かかる特権の授与に対し否定的な態度を示してい

たことが判る。「ジギスムント王は正気を奪われた／彼

がかくも卑しい都市にトランペットとショームを許した

時に。／このことは都市に大変な傲慢さをもたらした。

／法とよき慣習に従えば／それはただ君侯にのみ属する

のだ 42」。この詩の作者は判っていないが、王侯貴族が

管楽器を、君侯にのみ属する特別な楽器と見做していた

こと、トランペット特権を都市の傲慢さの元凶と考えて

いたことが判る。以上より、管楽器、とくに金属製金管

楽器は、世俗権力と結びついた特権的な楽器として認識

されていたと言えよう。 
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3 中世後期ニュルンベルクの音楽 

3.1 ニュルンベルクの参事会お抱え楽師 

それではいよいよ、ニュルンベルクの参事会お抱え楽

師の検討に移りたい。同市の都市楽隊の設置時期につい

ては諸説ある。音楽史家ポルクによると、都市参事会の

会計史料に初めて「3 人の参事会お抱え楽師と 1 人の見

習い」が登場したのは 1377 年である 43。しかし都市条令

を読み解くと、1314 年の段階ですでに「stattpfeyffern」の

語が確認できる。つまりニュルンベルクの参事会お抱え

楽師は、遅くとも 14 世紀初頭には設置されていたのだ 44。

この楽隊は都市の成長とともに拡大し、15 世紀後半には

帝国最大規模に達した 45。「最大規模」と言っても 5 人

程度の楽隊に過ぎないが、当時の神聖ローマ帝国内の都

市楽隊は平均人数が 3 人、ニュルンベルクに匹敵する楽

隊を保持していたのは、僅かにアウクスブルクだけで

あった 46。 
その 15 世紀後半の都市楽隊を支えたのが、ノイシェ

ル家、シュニッツァー家という二つの家門だった 47。15
世紀末以降、約一世紀にわたって、ニュルンベルクの参

事会お抱え楽師職は、両家出身の楽師や縁故者によって

担われた。彼らは管楽器職人も兼ねており、ノイシェル

家が金管楽器を、シュニッツァー家が木管楽器を、主に

製造していた。また、両家の成人男子の多くは、市民権

を保有するニュルンベルク「市民」であり、不動産や親

方権を保有していたことも判っている。 
では、参事会お抱え楽師の役割は、書類上どのように

定められていたのか。1491 年に作成された参事会お抱え

楽師の任用宣誓文書には「私、トランペット奏者

（Trumetter）のハンス・ノイシェルは、この書状をもっ

て、以下のことを公けに周知し宣誓する。すなわち、我

が親愛なる主人、慈悲深く賢明な市長とニュルンベルク

市参事会に仕える義務を負ったこと、すなわち、この書

状の[発行]日の後に続く 5 年間、彼らの誠実な要請や要

求に力の限り奉仕し、損害が起こりそうな場合は誠実に

警告する。さらに私は、上述の任用期間中は［参事会以

外の］他の者のために［演奏する］義務を負わないし、

また応じない 48」と記されている。ここからは、参事会

お抱え楽師の第一の任務が、都市参事会への奉仕にあっ

たことが窺える。 
それでは参事会お抱え楽師たちが、都市住民のために

演奏することはなかったのだろうか。前掲の任用文書は

「先に述べた主人たちによって私は、幾人かの市民に対

し結婚式で[の演奏を]許される」と続いた 49。これは参事

会お抱え楽師に、結婚式での興行権があったことを示し

ている。また、ニュルンベルクの都市年代記や参事会史

料から、参事会お抱え楽師の活動機会を抜き出し、演奏

要請者ごとに整理すると【表 1】となった。都市楽隊へ

の演奏要請やその派遣の可否は、ニュルンベルク参事会

が検討・決定していた。ここから参事会お抱え楽師たち

は、都市参事会から活動を管理される代わりに、安定し

た給与と演奏機会を得ていたと言えよう。 
 

【表 1】ニュルンベルクの参事会お抱え楽師の演奏例 
Nbg Ratsbuch; [Baader 1861]; [Hegel 1874]; [Hampe 1904]; 
[Polk 1992]; [Simon 2003]から筆者作成 

 

3.2 「バ」の音楽慣行 

ところで市井の人々が管楽器、とくに参事会お抱え楽

師と結びつく「オー」の管楽器を、使用することはな

かったのだろうか。当時の演奏慣行を見ると、一般の音

楽愛好者が使用していたのは「バ」の楽器だったことが

判る。16 世紀のニュルンベルクには、参事会員や聖職者、

法律家などからなる、私的な「音楽サークル」が存在し

たが、彼らが演奏したのは主にフィドルやリュートなど

弦楽器だった 50。ニュルンベルク出身の画家アルブレヒ

ト・デューラー曰く「若者があまりに多くのことをやり

すぎ、憂鬱な状態に陥った際には、ちょっとした弦楽器

を教えることで彼は血湧く喜びに引き付けられる（上尾

訳）」51。「バ」の音楽は精神状態を改善し、日常生活

をより善くする「娯楽」に位置づけられていた。そのた

めかニュルンベルク参事会は、自ら管理する教会学校に

て、手工業者の子弟にもリュートを習得させていた 52。

また、同市ではハルトマン・シェーデルやヴィルバル

ト・ピルクハイマーといった、著名な人文主義者たちが

音楽活動をも展開していたが、彼らが重視していたのも

ヴィオールなど「バ」の楽器だった 53。 
では、流しの楽師はどうだったのだろうか。参事会お

抱え楽師が使用していた管楽器、とくにトランペットや

トロンボーンは、素人が自作出来ない楽器で、かつ高級

品だった。時代はやや下るが、ノイシェル家出身の楽器

商ゲオルグ・シュテンゲルが、ブランデンブルク辺境伯

の代官と交わした書簡では、トランペットを 24 本製造す

る対価として、当初 230 グルデンが要求されていた 54。

経済史家 J. クメッツによると 16 世紀におけるニュルン

ベルク市民の平均年収は 50 グルデンだったという 55。こ

こから当時の管楽器がいかに高価だったかが判るだろう。

ショームについては、具体的な値段や習得コストは判っ

ていない。しかし、流しの楽師と結びつけられるのは、

むしろバグパイプやリコーダーであったこと、流しによ

るショームの演奏記録が今のところ見られないことなど

から、放浪楽師によるショームの使用はあったとしても

例外的だったと推測される。 
ちなみに 15 世紀のニュルンベルクには、参事会お抱え

のリュート奏者とポルタティーフ・オルガン奏者も存在

演奏要請者 演奏機会 
参事会 ・聖霊降誕祭  

・処刑場の上棟式  
・軍楽 

都市住民 ・結婚式  
・謝肉祭慣行シェンバルトラウフ 
・若者の舞踏 

市外の為政者 ・入市式のファンファーレや 
プロセッション 

・戴冠式 
・宮廷での演奏 
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した 56。ポルタティーフ・オルガンとは、肩に掛けて持

ち運べる小型のオルガンのことである 57。「1471 年の聖

トマスの日の前の月曜日に、刑場に新しい部屋を作るた

め、そこに居た全ての大工、すなわちおよそ 150 人の親

方と職人が、働かなければならなかった。午後 1 時には

解放されたので、ある者がショームを吹き（pfeif）都市

を通って彼等をワイン広場まで［導いた］。そこでチー

ズとパンを注文し、建築士が彼らに取手のあるカップ 2
杯分の良いワインを与え、参事会お抱え楽師（ stat 
hoffirer）全員に、リュートとポルタティーフ・オルガン

（lauten und portatif）全ての［演奏を］命じた 58」。この

史料では、参事会お抱えのバの楽師たちが、刑場の上棟

式で演奏をしている。都市参事会によるバの楽師の雇用

は、ニュルンベルクにのみ見られた現象だったが 59、

「血湧く喜び」を生むバの音楽は、労働者を鼓舞し労わ

るためにも使用されていたのだろう 60。なお、この史料

でショームも使用されている点については、後ほど再考

したい。 
 

4 管楽器の社会的機能 

4.1 舞踏と秩序 

ニュルンベルクで見られた音楽活動一般を確認したと

ころで、参事会お抱え管楽器奏者の活動分析に移りたい。

中世都市では教会暦に従って、さまざまな祝祭が行われ

ていた。ニュルンベルクの富裕なビール醸造者ハインリ

ヒ・ダイクスラーが著した年代記、『ダイクスラー年代

記』には、以下のような記事が残っている 61。「聖霊降

臨祭の二日目に、ここ市場で祝いの篝火が［焚かれ］、

参事会お抱え楽師（stat pfeiffer）が聖母教会の通りで［演

奏を行った］。そして少年の舞踏（die puben tantzten）が

篝火のまわりで、よき踊り手である Klingenstain とともに

行われた 62」。ここからは年中行事である聖霊降臨祭の

祝祭にて、参事会お抱え楽師たちの演奏が見られたこと、

同時に「少年の舞踏」と呼ばれる舞踏が催されたことが

判る。会場となったのは聖母教会に面する現在の「中央

市場 Hauptmarkt」だろう。当時、楽器の音色がどこまで

聴こえていたのか知る術はないが【図 4】からは、都市

空間の中心で演奏が行われていたことが判るだろう。 
参事会お抱え楽師の年中行事への参加は他の史料から

も窺える。謝肉祭に関する 1480 年のニュルンベルク参事

会議事録には「肉屋に対し彼らの謝肉祭の舞踏のため、

参事会お抱え楽師とティンパニー奏者［を起用し］、

［さらに］都市警吏と警邏［を起用すること］が、舞踏

の秩序を守るため慣例どおり許された 63」とある。

「ティンパニー奏者」とは、ニュルンベルクに一時期存

在した軍楽隊の楽師だろう 64。参事会お抱え楽師たちは、

音楽が禁止される四旬節の前に、謝肉祭で演奏し場を盛

り上げていたのだ。同じ謝肉祭の、舞踏ではなくプロ

セッションを描いた史料には、「彼らの地獄はヴェヌス

の山だった。そこにはヴェヌスとタンホイザー、くわえ

て 30 人以上の人々、1 人の医者、3 人の乙女、ジプシー 

 

【図 4】ニュルンベルク市街地 
 ①ゼーバルト教会 ②市庁舎  
 ③聖母教会    ④ローレンツ教会 
 [Pfeiffer1971]S. 57 の図を筆者が加工 
 

と道化が 1 人ずつ、忠義者のエックハルト、伝令 1 人、

トランペット奏者、そして N 氏すなわち参事会お抱え楽

師がいた…65」という描写が残っている。「地獄」とは

ニュルンベルクの謝肉祭に特徴的な大きな山車を指す。 
大掛かりな見世物に対し参事会お抱え楽師たちが華を添

えていたのが判るだろう。なお、ここでは参事会お抱え

楽師とトランペット奏者が、別物として記されているが、

ニュルンベルクでは基本的に前者が後者を兼任していた。

先行研究によると史料中の「N 氏」は、3.1 でも登場した

参事会お抱え楽師ハンス・ノイシェルを指すが、任用文

書における同氏の肩書は「トランペット奏者」だった。 
では、参事会お抱え楽師は、たんなる祝祭の盛り上げ

役だったのだろうか。『ダイクスラー年代記』では「少

年の舞踏」が、参事会議事録では肉屋の舞踏が言及され

た。これらの史料からは、中世都市の祝祭は舞踏を伴い、

それらの舞踏は参事会お抱え楽師と結びついていたこと

が窺える。そもそも音楽史家 W.ザルメンによると、中世

における舞踏はただの娯楽ではなく、それを執り行う集

団の慣習や気風を体現するものだった 66。とくに、中央

広場や市庁舎など、人目に触れるあるいは象徴的な意味

を持つ空間での舞踏は、一部の人間にのみ許された特権

だった。事実、1521 年に発布されたニュルンベルク舞踏

条令（Tanzstatut）では、市庁舎での舞踏会に参加しうる

家系の者が都市貴族であると定められた 67。前述の「肉

屋の舞踏」もこのような特権の一種だったと言える。

「…そして、シェンバルトを行う［肉屋以外の］集団に、

［舞踏への参加を］止めるように伝えた…また、Jorgen 
Gumler は、老衰のために［舞踏を］免除されていたが、

それについて申告した彼は［参事会から以下の指示を］

受けた。［すなわち］舞踏の折に［シェンバルトの］道

具を身に付け、舞踏の隣を歩くようにと 68」。これは前

掲した 1480 年の参事会議事録の続きである。15、16 世

紀のニュルンベルクにおいて、肉屋の謝肉祭慣行は

「シェンバルトラウフ Schembartlauf」と呼ばれていた 69。

史料中の「シェンバルト」とはこのことだろう。ニュル
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ンベルクでは 1348/49 年にツンフト蜂起が起き、一時は

都市参事会が廃されるまでとなったが、肉屋の同業組合

だけは騒擾中も一貫して旧参事会への忠誠を守った。そ

のため乱が鎮圧されると、時の皇帝カール四世から肉屋

の同業組合に、褒賞として舞踏の特権が与えられた。こ

れが謝肉祭慣行シェンバルトラウフの起こりである。儀

礼の内容自体は時とともに変化し、しだいに都市貴族に

よる仮装行列の方が存在感を増すこととなるが、肉屋の

舞踏も中核的な要素として保存され続けた。 
それでは「舞踏の秩序」とはなにか。参事会議事録に

は、都市の下級治安維持職である都市警吏、警邏にくわ

えて、参事会お抱え楽師が「舞踏の秩序」のため慣習通

り派遣されると記されていた。この「舞踏の秩序」に関

する史料は他にもある。たとえば 1490 年に発布された舞

踏条令には、以下のように記されている。「我らが主人

たる参事会は、尊敬すべき［都市貴族の］若者の舞踏

（Gesellentäatze）において、贅沢と浪費が著しく不愉快

に増加したことを察知し、これを真剣に受け止めた。神

を讃え高慢を避けるため、また善き公共の福利のため、

［参事会は］彼らに対し真剣に［以下を］定め求める。

すなわち、この先、若者の舞踏を踊る予定の者、あるい

は舞踏を望む者は、本人もその仲間も［舞踏の］際に、

彼が住まう住居に、ショーム奏者と祭典詩人、トロン

ボーン奏者（pfeyffernm hegeln und pusawnern）以外に、

何者も招いてはならないし、招かれざる者に食事を与え

てもいけない 70」。この史料からは、都市貴族の子弟に

よる「若者の舞踏」が「贅沢と浪費」のゆえに非難され

ていること、彼らに許された唯一の楽師が参事会お抱え

の管楽器奏者だったことが判る。条令に見られる「招か

れざる者」とは、舞踏に蝟集し糊口をしのごうとする遊

行人を指したのだろう。次節で見る結婚条令でも規制さ

れているが、中世都市には宴会を賑わし、その代償とし

て食事の現物支給を受ける放浪者が多く存在した。 
以上をふまえると「舞踏の秩序」に「オー」の管楽器

が果たした役割が見えてくる。すなわちショームやトラ

ンペットの音色が聴かれた舞踏は、都市参事会から参事

会お抱え楽師の借用に成功した、おそらくは都市法に適

う舞踏だった。反対に、参事会お抱え楽師を伴わない舞

踏は、非合法なものとして取り締まりの対象となりえた

のだろう。ツンフト蜂起の後、実質的な支配権を伸ばし

たニュルンベルク参事会は、キリスト教的倫理観に悖る

行いを、都市法で制限するようになった。15 世紀末に出

された都市条令曰く「…全能の神ははじめから地上のみ

ならず、天上や楽園においても虚栄と傲慢の悪徳を嫌わ

れて、これらを重く罰し、謙遜や従順、貞潔や名誉ある

良き風習を賞賛によって高め、それに報いた…（池田

訳）71」。キリスト教的な悪徳は「神の怒り」、ひいて

は疫病や戦争を引き起こすとされ次第に犯罪化されて

いった。前述の舞踏条令もかかる社会的文脈のなかで発

されたのだろう。ある祝祭儀礼が都市参事会とどのよう

な関係にあったのか、ショームやトランペットの音色は

舞踏の場において、都市参事会「お墨付き」の象徴とし

て聴かれていたと言える。 
 

4.2 結婚式と音のヒエラルヒー 

次に、婚姻儀礼における管楽器の機能について考察す

る。3. 1 で見たとおり、参事会お抱え楽師には、結婚式

における演奏特権があった。中世の婚姻儀礼は数週間に

及ぶ大規模なもので、新郎による求婚と数回にわたる教

区教会での告知の後、披露宴、そして結婚式が開催され

ていた。参事会お抱え楽師はこの結婚式のなかで、教会

へのプロセッションを先導し宴会に音楽を提供する役割

を負っていた。ところが、ニュルンベルクの結婚条令に

は、参事会お抱え楽師以外の楽師の姿も窺えた。そうで

あれば、結婚式における参事会お抱え楽師の存在は、ど

のような意味を持っていたのか。以下、1314 年と 1485
年のニュルンベルク結婚条令をもとに考察する。 
まず、史料に現れる楽師の類型を整理したい。1314 年

の結婚条令では、演奏報酬に関する規定のなかで楽師へ

の言及が見られた。並べて記すと「…花嫁と披露宴のた

め、夜間、参事会お抱え楽師とともに、参列者（iren 
freunden）に対し演奏する見習い（gesellen）とバの楽師

（hofierern）に対し、演奏の前後に素敵な食事が与えら

れた…72」、「市民は女であれ男であれ、結婚式にて放

浪者（varndem man）にお金を与えてはならないし、他所

に派遣してもならない。［ただし］都市に住まう放浪者

は例外である…73」となる。前者からは「参事会お抱え

楽師」「見習い」「バの楽師」が、後者からは「放浪

者」「都市に住まう放浪者」が読み取れる。放浪者を楽

師の類型にいれるのは、楽器の演奏が彼らの物乞い方法

の一つだったからである。「見習い」は参事会お抱え楽

師の補助役、「バの楽師」は 3. 2 で見た参事会お抱えの

リュートないしオルガン奏者、「都市に住まう放浪者」

はニュルンベルクに居住していた非認可の「流し」の楽

師を指すと推測される。 
次に 1485年の条令を見てみよう。同条令では報酬規程

にくわえて、放浪者規定のなかでも楽師への言及が見ら

れた。すなわち「参事会お抱え楽師（der statt pfeyffem）

とドラム奏者（trumentern）に対しても、結婚式にて、

ニュルンベルクの通貨で（lanndswerung）1 グルデン以上

を与えてはならない。とりわけ市の紋章をつけた二人の

楽師の一人と、さらに祭典詩人には半グルデンを与える

べし 74」、「数人の旅芸人（spillewt）あるいは放浪者

（lotter）を、結婚式に同席させてはいけない。また食事

に招待してはならないし、食事させてもいけない。…た

だし新郎または新婦と共にラントから入って来る楽師、

あるいは紋章を着けた楽師は、舞踏を指揮する祭典詩人

とともにその限りではない。同日、ある君侯がそこに同

席し、その楽師たちが結婚式に来るならば、彼等はそこ

で自由に[食事を]食べて良い 75」。ここからは前出のもの

以外に「紋章を付けた楽師」「ラントから来た楽師」

「君侯の楽師」という類型が確認できる。中世後期のド

イツ都市では、放浪者対策の一環として、都市に住み着

いた放浪者に、市章などが入った標章を配り、物乞いや

演奏を許可することがあった 76。それを考慮すると「紋

章を付けた楽師」とは前出の「都市に住まう放浪者」の

発展形であると推測される。また「ラントから来た楽

サウンドスケープ21巻（2021）    57



師」「君侯の楽師」は、都市外の有力者から派遣された

楽師のことだろう。「ラント」とは都市の周辺領域を指

す。 
では、これらの結婚条令は何を意味するのか。両条令

に見られた楽師類型を整理すると、見習いやバの楽師を

含む「参事会お抱え楽師」に「都市で活動を認められた

流しの楽師」「放浪者」くわえて「都市外の有力者の楽

師」に分類できる。条令に見られる待遇の差からは、有

力者の楽師を除いたこれらの楽師たちが、都市内で参事

会お抱え楽師を頂点とした楽師ヒエラルヒーを構成して

いたことが判る。 
かかる楽師の階層性は、結婚式においていかなる意味

を持っていたのか。結婚条令の規定には、参事会お抱え

楽師の起用を自明視する向きがあるが、実際にはそうで

なかった。3. 1 で述べたとおり、参事会お抱え楽師の起

用には、ニュルンベルク参事会の許可が必要とされてい

たからだ。結婚式への楽師派遣に関する史料は、バイエ

ルン州立文書館ニュルンベルク収蔵の『参事会の書

Ratsbuch』に収められている。楽師派遣要請時の手続き

の詳細は判然としないが、それらの史料には「Hannsen 
Martin Löffelholzs は Caspar Slüsselfelder の娘とともに、

Mathie の後の火曜日に行われる彼らの結婚式において、

市庁舎における舞踏の開催と、その際の参事会お抱え楽

師（Stat pfeiffer）および旅芸人（Spillüte）の起用が許さ

れた。1481 年 2 月 20 日 77」のように、参事会お抱え管

楽器奏者の派遣が許されているものと、「Paulus Müller
は聖ゼバスティアヌスの次の水曜日に［開催される］彼

の結婚式に参事会お抱えのバの楽師（der stat hofierer）を

許された。1477 年 1 月 2 日 78」のように、同じ参事会お

抱えであっても、バの楽師、すなわちリュート奏者とオ

ルガン奏者の派遣が認められたものの二種類が見られる。 
これらの史料から、トランペットやショームを許され

た人々と、それ以外の人々の、社会的地位の違いを導き

出すことは難しい。ただし 1481 年の記録に見える

Löffelholzs 家は参事会員を輩出しうる家柄であり、一方

の Slüsselfelder 家も後に都市貴族家に認められた家系だっ

た 79。ここから、結婚式における参事会お抱え楽師の起

用が、一定の地位や財力を持つ人物の特権だったことが

推測できる。ニュルンベルクでは明文化されなかったが、

実際に、結婚式における金管楽器の使用を、都市の最上

位層にのみ許す都市もあった 80。参事会お抱え楽師の

ショームやトランペットの音色は、それを許された者と、

それ以外を識別する差異化の手段として用いられていた

と言える。 

4.3 プロセッションと音の公開性 

前節では、婚姻儀礼における管楽器の、ステイタスシ

ンボルとしての機能に注目した。中世ヨーロッパ社会に

おいて音楽は、権力者の政治的、文化的イメージを演出

する重要な手段だった。だからこそ当初、トランペット

は諸侯の専有物と見なされ、ニュルンベルクの上層市民

も「音楽サークル」のなかで教養を磨いたのだ。中世の

人々は自らの地位や職業に適当な音楽を求め、他人にも

要求した。これは、ニュルンベルクを訪れた皇帝が、自

らにふさわしいファンファーレの欠如を「侮辱」と捉え

たことからも判るだろう 81。 
くわえて中世では、しかるべき音／音楽が鳴らされな

いことで、儀礼の有効性自体が否定されえた。たとえば、

結婚式に適切な楽師を呼ばなかった場合、その婚姻は

「秘密婚」として批判され、無効とされることすらあっ

た 82。かかる場合、音の社会的機能としては何が想定さ

れえようか。本節では、管楽器の音色が欠くべからざる

ものとされた儀礼「吹奏者裁判（Pfeifergericht）」を事例

に、音の公開性と儀礼の有効性について考えたい。 
吹奏者裁判とは何か。3.1 で触れたとおり、ニュルンベ

ルクの参事会お抱え楽師たちは、必要に応じて市壁の外

でも演奏を行っていた。吹奏者裁判もそのような演奏機

会の一つだった。吹奏者裁判とはフランクフルト・ア

ム・マインにて開催されていた通商儀礼で、フランクフ

ルト秋の大市における免税特権の更新が目的とされてい

た。毎年、聖母誕生の日（9 月 8 日）直前の都市裁判所

の開廷日に行われ、法廷までのプロセッションと、法廷

での儀礼的贈与交換から構成されていた。参加都市は

ニュルンベルク、ヴォルムス、バンベルクの三都市であ

り、フランクフルト当局は、これらの都市に対し、参事

会お抱え楽師の帯同を強要していた 83。 
吹奏者裁判の様子について、ニュルンベルク側の史料

から判ることは少ない。「［吹奏者裁判には］参事会お

抱えのショーム奏者 2 人とトロンボーン奏者 1 人を伴わ

ねばならない。そして慣習のとおり彼らが泊まる宿屋か

ら、トロンボーン奏者と 2 人のショーム奏者が演奏しな

がら先導し、その後に都市参事会の使者たちが続く 84」。

これはヴォルムス参事会に残る 16 世紀の『宣誓の書

Eidbuch』の一節である。吹奏者裁判ではプロセッション

のなかで、定められた楽曲をしかるべく吹き鳴らすこと

が求められた。ニュルンベルクと同様、吹奏者裁判に参

加していたヴォルムス参事会は、この儀礼に参加するに

あたり、たびたび近隣諸侯の宮廷から、腕利き楽師を借

り入れる必要に迫られた 85。2.1 でも触れたとおり、中世

後期の管楽器は構造上、演奏の質の多くを楽師の技量に

負っていた。そのため、自前の楽師の力量に不安がある

場合は、他所から楽師を借りて来る必要があったのだ 86。

事実、ヴォルムス参事会がライン宮中伯と、1548 年から

51 年のあいだに交わした書簡では、宮廷トロンボーン奏

者 Philip habestro の貸借料が争われている。かかる記録か

らは、ヴォルムス参事会が免税特権のため、楽師の確保

に腐心する様子が窺えよう。 
もし都市参事会が、ふさわしい楽師を手配できなかっ

た場合、免税特権はどうなったのか。この場合、当該使

節は無効と見なされ、特権の更新も認められなかった。J. 
H. H. フリースによると、ニュルンベルクの管楽器奏者

は、一貫して高い技術的水準を誇り、他都市の模範とさ

れていた 87。そのためか、ニュルンベルク参事会とフラ

ンクフルト参事会のあいだには、楽師に関するトラブル

は見られない。しかし、ニュルンベルク以外のヴォルム

ス参事会やバンベルク参事会は、社会不安や経済的困窮

を理由に、フランクフルト当局に対し、楽師の帯同免除

を求めていたことが判っている 88。都市の楽隊を維持す
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るためには、楽師への給与にくわえて、楽器やユニ

フォームの購入費など、多額の費用が必要とされた。そ

のため経済的に豊かな都市でなければ、十分な楽師を維

持することは出来なかったのだ。その意味で参事会お抱

え楽師の質は、都市の文化力の一種の指標とも言えよう。 
では、なぜ吹奏者裁判では、参事会お抱え楽師の演奏

が必要とされたのか。前述のとおり吹奏者裁判では参加

した三都市の免税特権の更新が目的とされた。これは儀

礼の前後における、一種のステイタス変化と言える。か

かる変化は、後から異議申し立てに遭わないためにも、

中世社会においてあらかじめ、共同体全体に対し報知さ

れておく必要があった。「トロンボーン奏者とショーム

奏者は、参事会の使者たちが望む限り、演奏しながら旧

市庁舎レーマー（den Römer）まで戻ってくる 89」。識

字率が低く、共同体の規模も比較的小さかった時代にお

いて、ショームやトランペットなどの管楽器は、有効な

情報伝達メディアだったのだ。 
なお、1506 年にブリュージュにて施行された「トラン

ペット奏者宣誓」には、「それぞれ祝祭日には宴会の後、

三つの楽曲を吹かねばならない。年一度の大市も指定さ

れた日も同じく響き渡らせねばならない（上尾訳）90」

という規定があった。ここからは吹奏者裁判と同様の儀

礼が、ヨーロッパの他の地域でも見られたことが判る。

また、3.2 にて見た刑場工事の後の宴会の事例では、宴会

そのものではバの楽器が使用されていたが、会場までの

道中ではショームが使用されていた。これは刑場工事の

終了と、工事に関わった人々の宴会の開催を、その他の

都市住人にも報せるためだと思われる。中世社会におい

て刑場工事は、「名誉」の喪失を招きかねない仕事の一

つであったため、参加者への差別を防止するべく、その

仕事は都市の大工全員によって担われることとなってい

た。ここではショームを鳴らすことによって、都市全て

の大工が工事に参加し、その工事がつつがなく終了した

ことを印象付けていたのだろう。同様の現象は、死刑や

追放刑が実施される折にも見られた。ここから管楽器に

は、儀礼に人を呼び多くの目撃者を生み出すことで、儀

礼そのものの有効性を担保する機能があった、と言える

だろう。 
 

5 おわりに 
「このノイシェルはこの町［＝ニュルンベルク］の栄

誉と賞賛、さらには楽器を必要とするあらゆる町の栄誉

を持っていた 91」。これはニュルンベルクの役人ヨハ

ン・ノイドルファーが、ある市民の要請のもと書き記し

た『芸術家と手工業者の覚書 Nachrichten von Künstlern 
und Werkleuten』の一節である。引用部分の後には、16
世紀前半に活躍した参事会お抱え楽師ハンス・ノイシェ

ルの功績が続く。この史料からは同時代人が、参事会お

抱え楽師を都市の名誉と結びつけていたことが窺える。

実際、都市内外で儀礼に華を添えていた参事会お抱え楽

師は、為政者の宮廷や他都市に対して「おらが町」の経

済力や文化力を示す、一種の象徴となっていたことだろ

う。 

本稿では、参事会お抱え楽師の活動に注目することで、

中世後期ニュルンベルクにおける管楽器の社会的機能を

考察した。その結果、管楽器の音色には、①都市参事会

の認可を示す機能、②差異化の機能、③法行為に有効性

を持たせる機能があったことが判明した。かかる分析は

あくまでニュルンベルクの事例を中心としたものだが、

同市が帝国内で最大規模の都市楽隊を有していたこと、

つまり参事会お抱え楽師の活動が最も盛んな例だったこ

とを考慮すると、他都市の事例にも一定程度、敷衍する

ことが可能だと思われる。 
以上の考察で本稿の目標は達成されたが、最後に再度、

鐘と管楽器の関係に立ち戻りたい。管楽器ははじめ皇帝

や諸侯の支配下に置かれ、ついで都市にもたらされた。

これは主に教会によって支配されていた鐘と、ある意味

で好対照をなしている。しかし、管楽器とくに金管楽器

には、一種の「聖性」も付与されていたのではないか。

2.1 で言及したとおり、金属製金管楽器が技術的に途絶え

ているあいだも、そのイメージは聖書のなかに保存され

ていた。たとえば『ヨハネの黙示録』には、神の声を

「喇叭のような御声」と表現する一節がある 92。なぜ金

管楽器が「トランペット特権」以前に、王侯貴族の専有

物とされたのか、その理由は史料上よく判らない。しか

し、金管楽器のよく通る華々しい音色が、宗教的なメタ

ファーとしても使用され、聴取されていたことは確かだ

ろう 93。 
では管楽器と鐘の違いとは何だったのだろうか。両者

とも高い音の公開性を誇り、特定の儀礼において「欠く

べからざる音」とされていた点が共通している。しかし、

据えつけであるがゆえに可聴域が固定的な鐘に対し、管

楽器は使節などへの同道を通じて、他所での利用が可能

だった。かかる移動性の違いは、自明のこととして今ま

で等閑視されてきたが「ある場所を誰がいかに利用する

か」に注目する歴史空間論をふまえると重要な論点であ

ると言えよう 94。中世都市における鐘と管楽器の協働は、

かかる観点からも考察可能であることを指摘して本稿を

終えたい。 
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