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はじめに
現在のドイツの墓地を訪れると、その美観に驚くことであろう。都市の中央墓地Hauptfriedhofの

芸術的外観から農村にある墓地の小綺麗さにいたるまで、日本の墓地の「陰湿性」は全く感じられない。
もちろんヨーロッパという高緯度地帯が、日本のような「じめじめ感」を有しにくいこともあるだろ
う（最近では、日本の寺院墓地、とくに霊園はきれいになってきているが）。しかし、この整然とし
た墓地の美観には、それなりの歴史がある。

ドイツの墓地は、19世紀以前の「教会墓地」Kirchhof（キルヒホーフ）から、19世紀以降「市民墓地」
Friedhof（フリートホーフ）へ変遷したといわれる。フリートホーフは「平和の園」の意味ではなく柵
で囲まれた（eingefriedet）聖域の意味で中世からあった言葉で、法的には教会堂とおなじくアジール
であった。しかし、19世紀以前は、キルヒホーフという語が使用されることが多かった。現在では
墓地一般はフリートホーフと呼ばれる。

シュヴァイツァーは、キルヒホーフを「儀式施設」Kultusanstalt、フリートホーフを「行政施設」
Verwaltungseinrichtungと区分したが、本稿では、キルヒホーフを「聖俗が混淆した空間」、フリー
トホーフを「俗なるものが剥がれたのみならず教会儀式という聖性も不要な行政的埋葬空間」と定義
しておく。また前者が教会共同体Kirchengemeinde, Pfarrgemeindeによって管理されるものなら（教
会墓地 kirchlicher Friedhof）、後者は市民共同体 Zivilgemeinde, bürgerliche Gemeinde, politische 
Gemeinde, Kommuneによって管理されるものである（市民墓地kommunaler Frirdhof）（事はそう単
純な歴史ではなかったが）（1）。

中近世の墓地は、とくにカトリック墓地は教会堂に付属していなければならなかった。教会堂には
なにがしらの聖人（もともとは殉教者）が祀られていた。教会堂の主祭壇にはその聖人の遺物が入っ
ていた（ことになっていた）。だから、人々はなるべく聖人の傍に埋葬されることを望んだ。聖人に
あやかることで自分の死後の魂が天国に赴く（あるいはなるべく近くに行く）ことを望んだからであ
る。聖遺物の効力は距離的限界があると考えたようだ。だから教会堂内部が最も良かった。401年の
カルタゴの公会議は、聖遺物が埋葬されていない場所には教会堂は建てられないと述べた。しかし中
世初期には、教会内埋葬は禁止されていた。ただ、教皇や高位聖職者にのみ許されるようになっていっ
た。教会内埋葬は貴族や聖職者の特権となっていった。一般人は教会堂の周りの空間に埋葬された。
いわゆるキルヒホーフである。すでに、785年、カール大帝は、火葬の禁止と同時にキルヒホーフへ
の埋葬を命令している（2）。しかし、ゲルマン人は、当時まだキリスト教化されていなかったから、
おそらくキルヒホーフへの埋葬を必ずしも切望したわけではないであろう。キルヒホーフへの埋葬が

ドイツにおける教会墓地から市民墓地への移行過程
—18世紀後半から20世紀前半までの法的変遷—

From a Churchyard to a Cemetery in Germany. Legal Changes from the 
latter Half of the 18th Century to the first Half of the 20th Century.

下田　淳 
SHIMODA, Jun

49



定着していくのは、キリスト教化される10世紀以降のことと思われる。
本稿では、まずキルヒホーフを概観した後、フリートホーフへ転換過程を、とくに18世紀後半か

ら1920年頃までの墓地・埋葬の諸規定を調査することでみていく。これは、私の最終目的である「死
と墓地のドイツ史」の序論的考察である。

1、聖俗混交した中近世のキルヒホーフ
キルヒホーフは、まず、葬式の場（聖なる空間）であった。ここではドイツ西部のトリーア大司教

区の例で簡単に述べる。まず、葬式当日（埋葬日）の朝、司祭が聖水をもって喪家まで遺体を取りに
行く。喪家に保管されていた遺体は、葬列を成してキルヒホーフに運ばれる。葬列には司祭も参加し
祈り（詩編「深き淵から」）を唱える。遺体はキルヒホーフを通って教会堂に安置される。キルヒホー
フを通る時、レスポンソリアResponsoria（聖歌）が歌われる。つまり、葬列の時から葬式は始まって
いることになる。教会堂内での「本葬式」（聖体拝領を伴う）の後、墓堀人等が掘った墓穴に遺体を安
置し、その際司祭による「魂の推奨」（免罪して魂の天国への受け入れを神に嘆願すること）
Commendatioがおこなわれる。その間、遺体は墓穴に埋葬される。それから聖水を撒き、お香を焚き、
土を投げる。アンティフォナAntiphona（聖歌）が歌われた（3）。

埋葬後3日目・7日目・30日目および1周忌は法要日であった。教会堂での死者ミサとともに墓参
もおこなわれた。貴族は、毎年教会での命日法要と墓参をおこなった。ゲルマン人の風習が残存し、
墓に飲食物を供えた。あるいは墓で先祖と供食した（4）。また、特定の日曜日のミサ前に、教区民と
聖職者は墓地巡回をおこなった。典礼上は、墓地に眠るすべての死者の魂を天国に導く儀式であった
が、祖先崇拝と習合していた。人々は、祖先（父母ないし祖父母あたりまでか）の墓で祈った。

当時の一般人は集団墓穴に埋葬された。個人墓穴は特定の階層のものであった。集団墓穴は、満杯
になると、あるいは死体が腐朽すると、遺骨（とくに、しゃれれこうべ）を墓地の納骨場Beinhausに
収め（といっても、骨はむき出しで晒されていた）、新しい遺体を埋めた。1周忌で完全に骨になると
考えていたから、民衆は、1周忌後、集団墓穴に新しい遺体を埋葬するための墓穴を掘り起こしの際、
祖先の遺骨を取り出して納骨堂に収めたのだろう。だから納骨場も一種の墓となって墓参の対象で
あった。しゃれこうべに名前ないし印が記されたいたので、祖先の判別はできた（5）。

キルヒホーフは単なる法要や墓参の場ではなかった。前近代のキルヒホーフはカオスであった。ジャ
ガイモ・野菜・果実の栽培、家畜（牛・羊など）の放牧、手仕事、市場、祭りの際のダンス場や芸人
の演芸場、かけ事、決闘、子供の遊び場、子守り場、洗濯干し場、物置き場などであった。あらゆる
種類の人が来た。雑談や集会の場でもあった。乞食や貧者が墓の供物を食べに来た。捨て子もおこな
われた。産後の祝別時、子供を先祖の墓にしばらく置いてご加護を期待した。花嫁の一族への受け入
れを先祖の墓前でおこなった（家族墓をもっている富者の場合であろう）。法的手続きも墓地で行わ
れた（裁判所機能）（6）。つまり日常の俗世間の場でもあったのである。

キルヒホーフには灯篭Totenleuchteが設置され、墓地は柵で囲まれていなければならなかった。
灯篭（明り）は死霊・悪霊から身を守る（とくに夜は死霊・悪霊が徘徊したということ）ためであった。
さらに動物（家畜を含む）が侵入して遺体を掘り起こすのが恐れられた。柵があれば動物の侵入も防
げた。納骨堂に、まだ完全に朽ちてない骨もさらされることもあった。トリーア大司教区では、1785
年頃から納骨堂の撤去と、骨の完全な埋葬が当局から要求されたが、現実には無理であった（7）。

トリーア大司教の命令でおこなった18世紀後半の「教区巡察記録」には、「墓地coemeteriumはい
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たるところで囲いがなされているか。そこに十字架は立っているか」といった質問が必須となってい
た。私は、1757年のビットブルク主席司祭区Dekanat（トリーア市近郊の農村地帯）の「教区巡察記録」
を調査した。各司祭からの回答は、半分以上、「囲いあり」といった回答である。たとえ囲いがあっ
ても、一部であったり崩れかけていたり、壁でなく格子も場合もあった。「教区巡察記録」によれば
柵は不十分であったといえよう。十字架についても同様で、当時の墓地に皆十字架が据えられてたと
イメージするのは間違いである（8）。別の資料に残された木版画や絵をみると、囲いは都市ではなさ
れているが、農村部では不十分であったと推察できる（9）。トリーア市でも、私が所有しているマティ
アス教会の白黒写真（年代不明だが、別角度から撮った写真には1909年とある）を見ると、確かに墓
地に囲いがされてはいるが、その囲いの外にも墓がたてられている。写真の時代に入っても、以前の
キルヒホーフの無秩序性は残存していたことになる（さすがに十字架はたくさん写っている）。

2、墓地と教会の「棲み分け」の開始
非洗礼者、異端、離教者、自殺者、決闘者、犯罪者などは教会墓地＝キルヒホーフへの埋葬は禁止

されていた。洗礼なくして死んだ子供は、キルヒホーフの特別な区画に埋葬された（10）。
それとは別に、教会に付属していない郊外墓地は中世から存在した。病院墓地、ハンセン病墓地、

ペスト墓地（緊急用）、「よそ者・浮浪者用墓地」（ここには犯罪者などキルヒホーフへ埋葬できない
人も埋葬された）などである。ユダヤ人墓地は、教義上、居住地から離れていることが原則であった

（11）。
墓地と教会堂の「棲み分け」の論理はルターからである。もはや聖人崇拝を廃止したプロテスタン

トにとって、墓地が教会堂に接している意味は失せたからである。ルターによれば、人は伝染病から
身を守る義務がある。だから、墓地を都市から離すことが推奨される。神は我々の身体をいたわるよ
う命令している。墓地は静かな場所でなければならない。人々はそこへ信心Andachtをもって訪れる。
また、ルターは聖俗が混淆した無秩序な墓地を批判した。墓地が郊外の静かな場所にあれば、それは
名誉ある聖なるもととみなされ信心が高まるだろう。ここから、墓地は、生者が死者を静かに追憶す
る場所という考えが出てくる。ルターによれば、死者の魂は、復活の日まででキリストの懐＝天国で
眠っている。また、墓地は死者の魂が眠る場であったとも言っている。復活の日、つまり最後の審判
まで死者の魂がどこにあるのかは、神学上の問題であったが（だからカトリックは煉獄をつくった）。
ルターの考えは、復活の日までの「眠り」という考えである。ただ、魂がキリストの懐で眠っている
のか、墓で眠っているのかは曖昧であるが、これ以上立ち入らない。いずれにせよ、墓地を郊外の静
かな場所に移動せよというルターの考えは、16世紀のドイツ各地のプロテスタント教会法に反映さ
れた（12）。

しかし実際に実現したのだろか。確かに、16世紀から、いくつかの都市では墓地が郊外に造られ
るようになったが、限られたものであったというのが通説である（13）。そもそも旧カトリック墓地
を利用する方が便利（たとえば遺体の搬送）であっただろうし、民衆の従来の慣習が急に消えたとも
思われない。本格的に、墓地の郊外化が叫ばれたのは、18世紀後半の啓蒙主義の時代からであった。
衛生問題が前面に出てきたからである。

1794年2月5日の「プロイセン一般ラント法」184条は、教会内および都市の居住地区内に遺体を埋
葬してはならない、と述べている。これは教会内埋葬だけでなく、市壁の外への墓地の移設を命じた
ものである（14）。
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カトリック圏でも、神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世は郊外墓地化を主張し（15）、トリーア選帝侯国で
も、大司教ヴェンツェスラウスは、1777年の法令において、教会内埋葬の禁止とともに（例外規定あ
り）、コブレンツやトリーアなど密集都市では死体が腐って周囲に病気を撒きちらしているので、市
門前か遠くに墓地を移すことを命じた（16）。

3、1804年ナポレオン墓地勅令
1871年成立のドイツ帝国でも1919年成立のヴァイマル共和国でも、全ドイツ共通の「墓地・埋葬法」

はつくられることがなかった。ヴァイマル憲法第10条第5項で、埋葬制度の全ドイツ統一の立法化を
述べたが実現にはいたらなかった（17）。

現在でも、埋葬と墓地に関する規定は州（ラントLand）が設けることとなっている。ラントごとに
違うといっても共通項は見いだせる。まず、墓地の設置は第一に市民共同体の任務である。とはいっ
てもこの義務は二義的で、つまり他の担い手がいないか不十分な限りにおいてということで、その意
味で教会共同体にも設置資格はある。つまり現在のドイツの墓地所有者は、市民共同体か教会共同体
かということになる（その他私有墓地もある）。教会墓地は原則その成員用であるが、在地に市民墓
地や自宗教の墓地がなければ、成員以外にも埋葬が許可される場合はある。埋葬の際に、墓地所有者
は規定に従って料金を徴収できる。墓穴の再利用サイクルは20年から50年と幅がある。墓地設置も
墓地閉鎖もラントの許可がいる。戦士墓の規定は1952年の連邦法にある（ラントの管理だが国が費用
担う。これは永続墓である）（18）。

要するに、墓地が、教会共同体の手から市民共同体および政治的当局の管理下に移ったというのが
大筋の流れであるが、事はそう簡単には流れなかった。ここでは、少なくとも法的には市民墓地への
移行が比較的容易であったライン左岸地域に焦点を当てる。トリーア選帝侯国を含むライン川左岸は
フランスに占領され（1794年）、そしてフランス領となり（1801年リュネヴィル条約）、1814年のウィー
ン会議でプロイセンに併合された。ここでは、ナポレオンの発した墓地法が20世紀に入っても原則
として有効であった（19）。
「1804年6月12日墓地に関する帝国令」は、5部27条から成っている（20）。
第1部：埋葬とそれが許される場所について。第1条において、教会、神殿、シナゴーグ、病院、

公の礼拝堂のなかに埋葬してはならない。原則礼拝の挙行のために人々が集まるいかなる建造物内に
も埋葬してはならない。市壁や町壁の内にも埋葬してはならない、と述べる。いわゆる教会内埋葬の
禁止と墓地の郊外化規定である。第1条における郊外墓地規定は、あくまで市壁をもつ都市部のことで、
農村部に言及したものではないので、農村部では従来のキルヒホーフが存続した（21）。

第2条では、市壁から墓地が少なくとも35 ～ 40メートル離れていること、第3条では、場所は、
とくにより高い北向きのところが（北風にさらされる場所）選ばれる、それは少なくとも高さ2メート
ルの壁で囲まれる。空気の循環を妨げないような栽植することも規定される。第4条では、各埋葬は
仕切られた1つの墓穴のなかにおこなわれると規定され、その深さや幅まで規定されているが省略す
る。要するに従来の集団墓穴は認めないということである。第5条は墓穴間の距離規定（省略）。第6
条では、墓穴の再利用までの期間を5年と規定する。これらは、すべて衛生的理由からの諸規定である。

第2部：新しい墓地の建設について。第7条では、第1部第1条と第2条に義務を負っている共同体は、
現在の墓地を廃棄し、居住地の壁の外に新設せよとある。「共同体」はフランス語でcommunesと表
記され、これは教会共同体ではなく市民共同体が墓地の設置に義務を負うことと解釈された。とはいっ

52



ても、教会墓地の設置の禁止は表記されてはいない。したがって、墓地の所有者は、原則市民共同体
であるが、教会共同体所有墓地も認められたということになる。実際、農村部では、以前の教会墓地
がしばしば存在していた（22）。

第8条では、埋葬を受け入れる新しい用地が整えられたら、現在の墓地は封鎖され、5年間使用さ
れることなく、それがあった場所にとどまる。第9条で、その年（5年）が経過したら、用地は、市民
共同体によって、種まきや栽培用のみに貸し付けられうる。しかし、他の用途が指定される以前にい
かなる掘削も建造物構築のための基礎工事もおこなってはならない。実際、トリーア市では、市壁内
墓地はすべて閉鎖されて、現在も存在しない（23）。

第3部：墓地内の地所の相続について。第10条で、埋葬用に聖別された地所の大きさが可能ならば、
その地所は以下の者に相続されうる、その地所に自分、家族、相続人を埋葬し、そこにカタコンベ（地
下墓所）、記念碑、墓碑を建てることを欲する者に。要するに相続墓所（家族墓）を認めた条項である。
相続はすすんで貧民や病院に寄付をする用意のあると表明した者のみに保証される（第11条）とある
が、富裕層用に作った形式的規定であろう。第12条で、上記（相続墓所）とは別に、各々は特別の許
可なくても血縁者や友人の墓の上に墓石や墓標をつくることができる。第13条では、市長は、病院
管理者の聴取後以下を認めることができる、病院敷地の囲いの中に、その組織の創立者や援助者の記
念碑を立てることを。第14条では、万人は、市壁や町壁の外の規定された距離に所有地があれば、
そこに埋葬されてもよいと規定された。これは、前条の病院敷地内埋葬（病院墓地）を認めたと同時に、
私有（個人）墓所を認めたもので、前条とともに相続の対象となるから、ここに規定したものと思わ
れる。

第4部：埋葬地の管理について。第15条で、複数の宗派が混在する市民共同体では、各宗派はそれ
固有の埋葬地（墓地）を手にいれなくてはならない。1つの墓地しかない場合は、壁、垣根あるいは堀
などで、他宗派から区画を分離することと述べる。この異宗派共同墓地の禁止は1820年のプロイセ
ン内閣令で廃止されるが、これに関しては後述する。第16条で、墓地は、それが共同体に属そうが、
個人に属そうが、警察の監視・監督下にある。この警察の監視とは具体的に市当局を意味している。
墓地は市の管理監督下に置くということである。1891年内務省令では、墓地は、所有者の管理監督
行為ではなく、在地警察の管轄であるとしている。しかし、ブルンナーによれば、教会墓地の場合は
教会当局の管轄となり、警察事項に関する時だけ政治的当局が監督権もつ（24）。第17条で、在地当
局は、許可されてない墓の掘り出しを禁じる法と規定の遂行を監視しなければならない。また、墓地
で何かの無秩序が出来すること、あるいは死者の追憶にふさわしい敬意に反する出来事が起こること
を防止しなければならない。墓地の監視・監督は、政治的当局にあることを繰り返したものである。

第5部：葬儀について。ここは墓地との関連でのみ簡単に紹介する。第18条は、異宗派が混在する
市民共同体内では、教会と墓地の囲いの外で宗教儀式はおこなってはならない。つまり異宗派混在市
民共同体での喪家から墓地までの葬列禁止を言っている。第19条では、市当局が、死体の運搬、保管・
埋葬に責任をもつとしている。第20条では教会関係者への葬儀代は市当局が決める。第21条では、
死体運搬の最も適切な方法は、県知事の許可のもと、市長によって規定される。第22条～第27条は
省略。

私は、フリートホーフを「俗なるものが剥がれたのみならず教会儀式という聖性も不要な行政的埋
葬空間」と定義した。それに従えば、墓所の異宗派区分を除けば、キルヒホーフからフリートホーフ
への方向性を示している。郊外墓地は、少なくとも法的には、とくに都市部では、教会の手から離れ
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市民共同体の行政管理下に移行した。
20世紀初頭までに、いくつかの修正・変更点があって、1804年墓地法は1927年刊行のブルンナー

の研究によれば、もはや補助的であるというが（25）、その後の規定を簡単にみていく。
まず、「1839年6月26日の新墓地の設置と旧墓地の拡張に関するトリーア県規定」をみる（26）。県

規定なので農村部も対象となるが、現実には都市の市民墓地の規定内容である。まず、新墓地の選定
の際には、居住地から少なくとも50ルーテRute離れた距離にあることとある。1ルーテは地域によ
り3,7-4,2メートルと誤差がありライン・トリーア地方は不明であるが、仮に4メートルとすれば、50ルー
テは200メートルである。1804年の規定（第2条）の35 ～ 40メートルから、かなり長くなった。1892
年の内務省令では、35メートルでは十分すぎるとしている（27）。19世紀の死体を墓地に運搬する手
段は、人が担ぐか馬車に曳かせるかであった。市壁から遠すぎるのは現実的ではなかったであろう。

墓地の位置については、できる限り匂いが蓄積されない、囲まれていずオープン、なるべく高いと
ころ、居住地より遅い時間帯にそこに風が吹く、それゆえ居住地から北方が選ばれる。土地の状態に
ついては、砂が混じった土地で乾いた石灰土が最も良い。少なくとも12年はいかなる墓穴も開けら
れてはならない。墓地とするに必要な面積について、人口100人対して少なくとも23平方ルーテ必要。
正門の前に主道6－8フィート（1フィートは30,48センチ）幅必要、両端には3－4フィート幅の縁を
取り、そこに栽植すること。通風のよい木を植えること。墓地全体に芝生すること。墓穴の深さは大
人6フィート、子供4フィート。並列墓とすること。大人と13歳未満の子供の墓穴区域を分けること。
大人墓穴は長さ6－7フィート、幅3－3,5フィート、並列墓間1フィート開けること。各墓穴間少な
くとも1フィート開けること。墓地は壁で囲まれること。動物の侵入を防ぐのに必要な以上高くする
必要はない。資金不足ならセイヨウサンザシの茂った垣根でもよい。

重要な変更点は、墓穴の利用期間を12年と延長したことである。1804年規定（第6条）では5年であっ
た。1892年の内務省令では、腐朽期間は15年と推定された。衛生的観点から年数が伸びたのである。
また北に位置するという規定は、実際は意味がなかったようである。1839年の規定にも、これらは
あくまで衛生的観点からの目安としている。さらに言えば、1839年の県規定が1892年の内務省令に
も繰り返されたように、現実には遵守されなかった（28）。1892年の省令に集団墓穴は認められない
という条項も残っているから、農村部などではいまだに集団墓穴が残存したのだろう。なお、第8条
および第9条の閉鎖墓地の再利用までの期間であるが、1830年の内閣令および1893年の内務省令で
40年間に延長された（29）。

4、葬式・埋葬諸問題
キルヒホーフの時代は、埋葬まで通夜Leichenwache（ライヒェンバッヘ）が長かった。通夜では死

体を囲んで親戚や近隣の人々が飲み食いをして死者を弔った。しばしば乱痴気騒ぎとなった。しかし、
通夜は仮死での埋葬を避けるという機能もあった。つまり「生き埋め」防止である。ドイツ語で通夜
を「遺体監視」Leichenwacheと表記していることが、それを端的に表している。1777年のトリーア大
司教区「法要規定」には、埋葬を急ぎすぎてもよくないが、死体を長期に家に置くのは衛生上悪いので、
埋葬時期は、家族や親族ではなく、都市では医者、農村では聖職者が決めるとある（30）。

プロイセン一般ラント法第475条には、遺体が実際に死んだかどうか少しでも疑いがある場合は、
棺を封鎖してはならない。第476条には、詳細は特別な警察条例で決めるとある。それを受けて、死
後72時間以内の埋葬が禁止された。この規定は、1827年プロイセン内務省令に引き継がれ、ライン
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左岸地域にも適用された。ただ疫病の場合、早期埋葬は許可された。また解剖は死後24時間を経過
しないと執行されてはならなかった。解剖に関しては、すでに、一般ラント法477条に、暴力的死に
方およびそれが疑われる際は、聖職者はすぐに当局に届け出て、（医師の）検分が終わるまで、埋葬
も搬送もできないと規定されている（31）。

1804年墓地法の第15条の異宗派との共同墓地の禁止規定は、1820年のプロイセン内閣令で廃止さ
れた。他方においてこの命令では、墓地における宗派区分の禁止も書かれていない。つまり墓地所有
者の自由裁量に委せたということである。1835年の「伝染病で死んだ遺体に関する内閣令」によれば、
在地警察が前もって、墓地内の適当な埋葬場所の調査、宗派に沿った区画分け、その落成式に配慮し
なければならないとある。つまり各宗派に、市民墓地の宗派区分けを要求する権利が認められている。
宗派区分は、しかしながら、各宗派が定められた公的儀式行為が存在し、そのために特別の墓地区分
が設置されねばならないことを前提とする。成員が少ない宗派には区分けは無用であるとある。

要するに、市民墓地において、自宗派の墓地区域を持つ権利はあるということになる。もちろんそ
うしなくてよい。また、ある場所に教会墓地しかないならば、異宗派員に同墓地での儀式埋葬が拒否
されてはならないともある（32）。これは伝染病という特別な事情に限るのか。異宗派共同墓地こそ
フリートホーフ（宗派・宗教儀式不要の行政的埋葬空間）化への第一歩なので、もう少しみていこう。

5、一般ラント法適用地域の異宗派埋葬規定
19世紀から20世紀前半までのドイツでは、おおまかにプロイセン一般ラント法が基本となってい

る地域と、ライン左岸のナポレオン墓地法が基本となっている地域に分けられる。まず一般ラント法
適用地域の規定をみよう（33）。

一般ラント法189条は、国家に受け入れられた様々な宗派の教会共同体は、自身の墓地が不足して
いる場合、互いに異なった宗派成員の埋葬を拒否してはならないと規定している。ここでいう「国家
に受け入れられた教会共同体」とは、具体的には、当時、ドイツで領邦教会地位にあった宗派、つま
りカトリック教会、ルター派教会、改革派（カルヴァン派）教会をいう。その他の宗派は私的団体と
なり、この規定は当てはまらなかった（34）。

1844年および1850年の内務省令では、これらの宗派は埋葬のみならず、異宗派の墓地で自宗派聖
職者による葬儀の執行が認められたが、それには墓地所有者の許可が必要であった。つまり、カトリッ
ク司祭は無許可で福音派墓地に入って葬式をおこなえないということである。逆もそうである。これ
は古ルター派やその他のセクトにも適用された（35）。

一般ラント法適用地域（ヴェストファーレン州は除く）の1882年、1907年、1912年の規定によれば、
カトリック墓地はその教区のカトリック教徒に埋葬の権利があるが、異宗派は近くに市民墓地がな
かったり、自宗派の墓地がない場合に限り、埋葬権もつ。緊急時のみカトリック聖職者は異宗派の埋
葬に参加できる。異宗派の聖職者はカトリック墓地で、司祭の許可なく儀式をおこなってはならない

（36）。これは福音派でもひきつづき同様であったであろう。依然、キルヒホーフであった。
ちなみに、一般ラント法のその他の墓地規定は以下の通りである。453条では、各教区民は自分の

教区墓地に原則埋葬される。454条では、その教区以外の誰かが、その地で死んだら、故人が属する
教区の聖職者が自教区で埋葬することを要求する権利がある。455条では、しかし、遺族は、死んだ
場所で埋葬するか、故人の属していた教区に戻すか選択できる。456条では、教区民は自分とその家
族を、自教区の外での埋葬を選択できる。461条では、相続墓または家族墓を自教区の外（自教区以
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外の教区）に持っている者は、自分と家族の遺体がそこに搬送されるよう要求できる。一般ラント法
では私有墓地には全く触れていないが、前述したように1804年ナポレオン墓地法では、私有墓地を
認めている（第14条）（37）。

6、市民墓地のフリートホーフ化
一般ラント法190条には、教会共同体ではなく市や村の共同体に属する墓地では、宗派に関係なく、

すべての共同体成員は埋葬される権利もつ。これは市民墓地を認めた画期的規定である。しかし、市
民墓地での宗派区分および宗派埋葬については何も規定されてはいない。前述した1820年内閣令に
よれば、墓地所有者（市民墓地なら市やゲマインデ）の自由裁量ということになる。伝染病で死んだ
遺体に関する1835年の内閣令によれば、市民墓地での宗派区分を要求する権利は認められている。
1906年の内務省令では、市民墓地で宗派区分をおこなうには県知事の認可が必要とある。

結局、市民墓地での宗派区分はできるが、区分する義務もないということであろう。そして、次の
規定を見ると市民墓地での宗派区分は、あまり意味がなくなっていることがわかる。1921年と1925
年の刑法上の諸規定（住居侵入罪。これは全ドイツに適用）によれば、市民墓地での俗人弔辞や異宗
派聖職者の墓前説教（故人とは異なった宗派の聖職者による葬式）は禁止されないとあるからである。
俗人弔辞とは、宗教（聖職者）儀式を伴なわない埋葬のことを意味している。この規定によって、ド
イツの市民墓地は、法的にはフリートホーフ（宗教儀式不要な行政的埋葬空間）化したことになる。
それに対して、教会墓地では、所有者が教会なので、俗人弔辞はもとより、異宗派葬式も、相変わら
ず、教会共同体の許可が必要であった（38）。

1921年と1925年の刑法上の諸規定（住居侵入罪。これは全ドイツに適用）において、市民墓地での
俗人弔辞が禁止されないと規定されたことによって、全ドイツで、市民墓地については、宗教儀式不
要の行政的埋葬空間＝フリートホーフが、法的には創出されたと捉えることができる。

7、ライン州の異宗派埋葬規定
一般ラント法地域では、先にみたように教会所有者の許可がなければ、異宗派の墓地葬式は認めら

れなかった。つまり異宗派共同墓地化には至らなかった。ではライン法適用地域（ライン州）ではど
うであったのか。

カトリック教会の対応からみる。1787年のトリーア（大）司教区の規定によれば、カトリックとプ
ロテスタントの結婚は原則禁止だが、もしそれが起こったなら、生まれた子供はカトリックで教育す
ること。申し出がない限りカトリック司祭はプロテスタントの臨終に立ち会わないこと。プロテスタ
ントの遺体はカトリック墓地に埋葬されてもよいが、カトリックの司祭によって歌なく同伴されるこ
ととある（39）。異宗派結婚の子供の教育問題は、プロイセン時代にはいって問題となっていくが（40）、
本稿の課題ではない。ここでは、すでにカトリック墓地へのプロテスタントの埋葬（プロテスタント
葬式は不可）を認めていることを確認しておこう。

1830年11月12日、トリーア司教区の「福音派のカトリック墓地への埋葬に関して」において以下の
ように述べられている（41）。すでに何度も福音派のカトリック教会への埋葬がなされている。これ
は在地の司祭の意思だったり、または遺族の意思だったりする。なぜならこれに関して原則的規定は
ないからであるし、多くの場所で稀な事態なので。この件に関して、以下を司祭の判断のために申し
述べる。1、福音派死者の住所に福音派教会がない場合、カトリック司祭はその死体のカトリック教
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会墓地への受け入れと埋葬に反対せず、在地の慣習に従うのがよい。2、死者の住所に福音派の牧師
がいる場合、あるいは死者が近隣の福音派教会に属している場合、葬式、葬列、埋葬は、福音派牧師
がおこなうのがふさわしい。近隣福音派教会への搬送が無理な場合、福音派死者の遺族は、埋葬挙行
のために、福音派牧師がカトリック教会墓地へ訪問する許可を申請しなければならない。この許可は
ためらいなく与えられる。3、遺族から上記申請が出されず、あるいは十分な理由から申請が拒否さ
れたとしても、従来同様、今後もカトリック司祭は死体をカトリック墓地に同伴する。キリスト教の
精神のなかで、異宗派死者への最後の敬意の際はカトリック信者と同じでなければならない。堅信礼
前に死んだ福音派両親の子供は、カトリック両親の子供と同様な形で埋葬される。司祭は同様の祭服
で葬列に同伴、祈り、墓前でのすべての死者のための祈りと最後に主の祈りをする。弔いの鐘、生徒
の同伴も同様である。

この1830年のトリーア司教の規定は、近隣に福音派墓地があれば、そちらに埋葬するのが適当で
あるが、カトリック墓地にも福音派を埋葬できることを再規定したものである。さらに一歩進んで、
カトリック墓地に福音派聖職者を呼んで葬儀を執り行うことも認めている。また、子供の福音派死者
のカトリック墓地での葬式は、カトリック司祭がカトリック死者同様にとりおこなうことができると
した、非常に寛容な規定である。

今度は福音派の規定をみてみよう。1833年6月28日「カトリック墓地での福音派成員の埋葬手続き
について、コブレンツ・ライン州宗務局の規定」は、トリーア司教殿がカトリック墓地での福音派の
埋葬・葬儀について以下を発布したとして、前述の1830年の規定を紹介した後、ライン州の福音派
牧師も同様の措置を取るよう命じた（42）。つまり福音派墓地でのカトリック教徒の埋葬のみならず、
カトリック聖職者による福音派墓地での葬儀も認めた。つまりライン州の教会墓地は、両宗派の寛容
で、共同墓地化したことになる。

ライン州とヴェストファーレン州（ヴェストファーレン州については1847年の規定。カトリックの
多かったヴェストファーレン州もライン州同様プロイセンに併合されたことでプロテスタント人口が
増えた）では、国家に受け入れられた教会共同体は異宗派の埋葬と葬儀（聖職者行為）を、自墓地が不
足している場合は、互いに拒否できないこととなった。ここでは福音派聖職者は、カトリック墓地で、
所有者の承認なくても、弔辞（葬式）が読めた。逆もしかりである。ただ、ヴェストファーレン州では、
1926年の規定によれば、教会墓地での非聖職者による許可のない弔辞は禁止である（43）。共同墓地
化はしたが、市民墓地のように「宗教儀式不要の埋葬」は、20世紀前半では墓地所有者の許可を要した。
つまり完全にフリートホーフ化したわけではない。もし教会墓地での宗教儀式のない自由な埋葬がお
こなえるなら、限りなくフリートホーフに近づくことになる。

ライン州では、1900年1月24日のコブレンツの宗務局令によって、死者の親族が墓地での聖職者
の弔辞（葬式）を拒否したとしても、埋葬を拒むことはできないとした（牧師は拒否の理由について長
老会とよく話し合う）。これは、ライン州の福音派教会墓地において、埋葬への教会（聖職者）の関与
を否定できるということで、異宗派共同墓地を越えたフリートホーフ化（非宗教化）であった（44）。

また、1882年ライン州デュッセルドルフ県の埋葬規定第16条には、警察は、不明者や在地の墓地
のいかなるところにも埋葬権のない人々を、どこに埋葬するかを決定しなければならないとある。こ
れは自殺者、異教徒、外国人など誰でも、当地で死んだら市民墓地に埋葬できた（あるいはするしか
なかった）ということなのだろう（45）。他県の同規定は見つからなかったが、ライン州の市民墓地は
1880年頃には、宗教色のない（教会儀式という聖性も不要な行政的埋葬空間である）フリートホーフ
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となっていたのだろうか。しかし、トリーア中央墓地では俗人弔辞は禁止されたので、法的には
1920年代の俗人弔辞規定まで待たねばならないとするのが適当であろう（46）。

教会墓地についても、ライン州（およびヴェストファーレン州）は、少なくとも法的には共同墓地
となった。とはいっても、ライン法適用地域と一般ラント法適用地域では、市民墓地と教会墓地の比
率が全く違った。1931年頃の状況では、一般ラント法適用地域（東西プロイセン、グレンツマルク、ポー
ゼン、シュレジエン、ブランデンブルク、ザクセン、ヴェストファーレン、ポンメルン、東フリース
ラント、ハンブルク郡部、エッセン、デュースブルクなど）では、教会墓地が圧倒的に多く市民墓地
は少なかった。ライン法適用地域（ライン左岸の旧フランス併合地域）は圧倒的に市民墓地が多かっ
た（47）。

従って1920年代までには、ライン州（Rheinprovinz）の墓地は、大方フリートホーフとなった。他
地域は20世紀前半期においても、依然キルヒホーフ（教会・宗派儀式をおこなう空間）のままであっ
たといえよう。ただ、前述のようにヴェストファーレン州は異宗派共同墓地化した。

2017年時点で、ドイツの全墓地の3分の2が市民墓地である。逆にいえば教会墓地が、まだ3分の1
存在しているということである。ただこれらの教会墓地が共同墓地化（墓地所有者の許可なく異宗派
葬儀できる）しているかは不明である。私は全部調査していないが、恐らく許可が必要である。例えば、
ラインラント＝プファルツ州（現在の州はラントの訳）の「埋葬法」では、墓地所有者の許可が必要で
ある。かつてのライン州の教会墓地は共同墓地化していたが、現在では市民墓地がフリートホーフと
なったので、逆に教会墓地は認可制となったようである。だから、教会墓地の異宗派共同墓地化は、
市民墓地（フリートホーフ）移行への過渡的現象と解釈できる。ちなみに、内訳は、約3万2千の墓地
数にうち、教会墓地は約1万1500で、福音派教会墓地が7900、カトリックが3600である。カトリッ
ク墓地の大半はバイエルンで、約2200以上ある。ドイツ西部・南西部はほとんど市民墓地である（48）。

20世紀後半のライン右岸（一般ラント法地域）での市民墓地の増加、および教会墓地の異宗派共同
墓地化など、その後の変遷過程は、今後の課題としておく。

8、死体監視と検死
キルヒホーフの時代は、前述したように通夜が仮死状態での埋葬を避ける機能をもっていた。しか

し、1827年の法令では、死後72時間経過しなければ埋葬不可となった。これは伝統的に通夜が3日
間おこなわれてきたことから来る時間であったのだろう。ただ喪家での遺体監視から、墓地に建てら
れた「遺体保管・監視施設」（遺体安置所）Leichenhalle, Leichenhausでのそれが当局によって推奨さ
れた（49）。
「1828年コブレンツ県墓地設立と警察の監視に関する指示」第12条で、比較的大きな都市の墓地には、

「遺体安置所」を建て、死後24時間後に遺体はそこに運ばれ、遺体の腐敗が始まるまで、そこで保管
することが有益であると述べられた（トリーア県知事の指令は不明）。農村部には言及していないも
のの、都市部では「遺体安置所」の時代を方向づけた（50）。

1808年に造られたトリーア市の中央市民墓地（市壁北門＝ポルタ・ニグラから約1000メートル離れ
ている）では、礼拝堂付きの「遺体安置所」が、1816年に建設された。プロイセン時代に入ってすぐに
設置されたのは、プロイセンの圧力があったのだろうか（1817年2月3日「トリーア中央墓地とそこに
ある遺体安置所条例」には各人が基本個別墓穴、そこに番号を付した杭を建てることとある）（51）。
とはいっても、従来の慣習がすぐに消滅するはずもない。匿名的「遺体安置所」の利用が、19世紀の
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過程で、いかに浸透していったかは、今後の調査の課題の1つである。つまり「死」が地縁共同体から
離れて、無機的な行政の管理対象となっていく過程である。

農村部については、「遺体安置所」の設置は当然遅れた。1824年、プリュム郡会は、通夜（ライヒェ
ンバッヘ）について、親戚や在地住民が夜通し遺体の回りでうるさく祈り、家族は人々に食事やブラ
ンデーで接待しなければならないと批判している。プロイセン政府は、1832年、衛生上の理由で家
での通夜を禁止した。通夜は、それゆえ以後、埋葬まで三夜連続で、在地教会か礼拝堂でおこなわれ
ることとなった（52）。このことをみても墓地の「遺体安置所」を当局が推進したことがわかるが、現
実に通夜が消滅することはなかった。

1816年、トリーアの中央市民墓地に、最初の「遺体安置所」を寄進したのは、同市の法律家で市議
会議員のヨハン・ペーター・ヨープ・ヘルメスJohan Peter Job Hermes（1765 ～ 1833年）という人物
であった。1850年に改装され、1870年まで使用された。新築された「遺体安置所」は「旧礼拝堂」と呼
ばれて現在も使用されている（1962年に再度礼拝堂付き遺体安易所は新築され、現在は2施設が利用
可）。「旧礼拝堂」の「遺体安置所」では、遺体の手足に呼び鈴紐をくくりつけ、わずかな動きでも鈴が
鳴るようにしたというが、今からすれば「原始的方法」であった。ここでは解剖もおこなえた（53）。

プロイセン時代からヴァイマル共和国時代に、国家あるいは州（プロヴィンツ）レヴェルで「遺体安
置所」の設置を義務づけた法令は見当たらない（54）。その設置は墓地所有者の裁量であった。それよ
りも、医者による検死が義務化された。「1909年6月10日義務的検死導入に関するライン州知事の警
察条例」は、1850年、1883年の規定に基づいてライン州で発布された（55）。第1条、死体は、死亡診
断書が在地警察に提出される以前に埋葬されてはならない。第2条、死亡診断書は、認可された医者
か検死人によって添付の書式で発行される。医者ないし検死人は死体を個人で検分した後のみ死亡診
断書を発行してもよい。第3条、死亡診断書作成とその提出は、1875年の家族状況と結婚登録につい
ての帝国法57条にそって、在地警察に死亡を届けなければならない者の義務である。第4条、死亡診
断書が死後遅くとも48時間以内には提出されない場合、職権によって作成される。そのための費用
は義務者から徴収される。費用免除の申請は在地警察におこなうこと。第5条、医者を呼ぶのが困難
な場所の場合、医者でない人が検死人として、県知事によって例外的に認められる。第6条、医者で
ない検死人の教養、任用、義務は、県知事によって発布される規定による。第7条、死亡証明書用紙は、
在地警察で無償で交付される。第8条、この規定第1 ～第3条に違反した者は、60マルクまでの罰金
あるいは相応の勾留とする。第9条、この規定は1910年4月1日から発効。同時に以前のライン州内
の同様の規定は失効する。

この検死後「遺体安置所」に搬送するのが最善の方法であった。しかし喪家での死体保管がいまだ
に続いていた節もある。実際ケルン市では1910年代になっても、葬列とともに喪家での3日間の通夜
が批判の対象となっていた。「遺体安置所」が十分には機能していなかったのだろうか（56）。

また、プロイセン1901年3月23日「郡医への指示規定」のなかで、1827年の内務省令通リに死後72
時間以内の埋葬禁止を述べているのは、これが遵守されていなかったからだろうか（57）。現在のラ
インラント＝プファルツ州の「埋葬法」では48時間となっている（第15条）。

9、戦没者の埋葬
19世紀以前は、無名戦士の遺体は放置されるか焼却されるか、よくても集団墓穴に投入されただ

けであった（王侯貴族なら故郷に搬送され教会内などに埋葬されたが）。ドイツにおいて、無名戦士
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の遺体が考慮されたのは、対ナポレオン戦争（1813 ～ 1815年）からであった。祖国のために命をささ
げた戦士を「祀る」という発想は近代国家の産物であった。

フランス支配下のライン左岸のドイツ人はナポレオン軍に編入されたから、プロイセン支配下に
なって、当地の在郷軍人会は冷遇された。トリーア市および近郊の在郷軍人会は、1842年に、ドイ
ツのために戦って死んだ兵士たちの軍人会として、プロイセンによって公的に認められた（58）。同年、
軍人会の記念碑（オベリスク）が中央墓地に建てられ、カトリックおよび福音派両協会の祝別を受け
た（11月2日の万霊祭の日）。その並びにもう1つのオベリスクがあり、それは、1848年（三月革命）
から1870/71年（普仏戦争）までプロイセン国王のために戦った戦士の記念碑である（これは在郷軍人
会と別に組織されたトリーア軍人協会によるもの）。もともとは普仏戦争の軍人用として計画された
が、三月革命、対デンマーク戦争（1864年）、対オーストリア戦争（1866年）が追加されたようである。
1873年に完成した（74年福音派祝別。76年カトリック祝別）。これとは別に、1874年には、普仏戦争
中トリーアの軍病院で死んだ戦士の記念碑も建てられた。

トリーアの軍病院では110名のフランス兵が亡くなった。彼らの遺体は中央墓地に、19の個別墓穴
と1つの大きな集団墓穴に埋葬された。フランスからの要請を受けて、トリーア市議会は、ここに記
念碑を立てることを認めた。1872年のことである。

重要なことは、普仏戦争時、中央墓地には、敵国戦没者も埋葬可能であったばかりか（これはもち
ろん衛生的理由もある）、戦争後、記念碑建設もできたということである。1875年には、内務省、財
務省、宗教省の共同布告という形で、墓地に埋葬されたフランス兵の墓所、とくに記念碑がある墓所
は、墓地が存続する限り維持され、個人墓穴のそれは、埋葬期限終了後、集団墓穴に合祀されるとあ
る（これは全ドイツを対象にしたもの）。埋葬期限終了後、1909年、墓地拡張のために、全遺骨が新
たな集団墓に移設・合祀され、新墓は祝別された。同時記念碑も移設された。トリーアの中央墓地に
は、NS時代に当地で没したソヴィエト兵捕虜やソヴィエトからの強制労働者（男性・女性）の墓所と
記念碑もある。全員個人墓穴に埋葬されている。

戦没者の埋葬に関しての法的規定は、第一次世界大戦を機におこなわれた。
「1922年12月29日世界戦争戦没者墓の維持に関するライヒ法」によれば（59）、第1条、ドイツ国内

に埋葬されたドイツ戦士の墓（戦士墓）は永続的に維持される。第2条、戦士墓の管理は国（ライヒ）
とラント（この場合のラントは現在の州ではなく、プロイセンなど旧領邦国家）の義務である。第3条、
国やラントの所有地でない土地にある戦士墓（具体的には教会墓地）は、永続的埋葬権をもつ。国や
ラントの土地が売却された場合でも永続墓である。第4条、国の所有または管理下の土地にある戦士
墓は、他の戦士墓に移すことができる。第5条、この規定は、1914年8月1日以来ドイツ国内に埋葬
されたドイツ陸軍・海軍の戦士墓、同様に停戦後に設立されたドイツ軍人同盟員の墓、さらに捕虜と
して死んでドイツに埋葬されたドイツ人市民抑留者の墓にも適用される。さらに、この規定は、ドイ
ツに埋葬された、戦争中ドイツの同盟国の陸海軍の戦士墓、同じくドイツに埋葬された、敵国の軍人
と市民抑留者の墓にも適用される。

また、墓標には、氏名、軍の階級、出生、死亡日、捕虜の場合は国籍を刻む。墓所は、質素、威厳
であって、美化に努めなければならない。重要なことは、同盟国・旧敵国軍人・抑留市民墓も、ドイ
ツ人戦士墓と同様の扱いを規定しているということである。

1922年8月11日「軍人遺体の搬送の際の料金無料のライヒ法」によれば（60）、旧敵国に、大戦中ド
イ ツ に 埋 葬 さ れ た 軍 人 お よ び 抑 留 市 民 の 遺 体 を 母 国 へ 搬 送 ま た は ド イ ツ 内 の 集 合 墓 地
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Sammmelfriedhöfe（市民墓地のことだろう）に移すことが認められる。遺体の掘り起こし、搬送、再
埋葬について、国、ラント、ゲマインデ、教会等はいかなる料金も徴収してはならない。発生した費
用は返却される。遺体の搬送のために内務省認可の遺体パスポートが発行される。ドイツで死んだフ
ランス軍人捕虜のフランスへの搬送に関しては、フランスからもちこまれた棺が遺体の移送のために
利用される。

以上は、敵国軍人・市民の埋葬に関するドイツで最初の諸規定で、第二次世界大戦でも適用される
であろう。

10、トリーア市民中央墓地のユダヤ人墓所
ライン州の墓地は、1920年代には、法的に完全に宗教色のないフリートホーフとなったことは前

述した。トリーア市中央墓地内にユダヤ人墓所ができたのは1920年であった。それまで同市のユダ
ヤ人墓地はヴァイデ路地Weidegasse（東南市壁外隣）にあった。

ユダヤ教の考えでは、キリスト教とは異なり、墓は移設も再利用もできない。墓は、死者（の肉体）
の永遠の住処であった。あの世の魂と墓の肉体はいつか結合するという一種の復活思想があった（だ
から火葬しない）。だから墓地の拡張が無理なら、遺体を重ねて埋葬するしか方法がなかった。従って、

「無宗教的」フリートホーフへの埋葬は、ユダヤ人にとっても好都合であったと考えられる。ヴァイ
デ路地の墓地はそのままにして（1922年埋葬中止）、中央墓地への埋葬が開始された。両墓所とも例
外的にNSによる破壊を免れた。中央市民墓地のユダヤ人墓所は、トリーア市でなくユダヤ教共同体
の所有となっている（61）。

ともあれ、トリーア中央墓地に、ユダヤ人墓所ができた意味は大きい。異教徒も市民墓地を利用で
きることに対して、市民はどういった感情を抱いたのだろうか。1920年にユダヤ人墓所が市民墓地
に建設可能となったのは、1つは、第一次世界大戦の結果、ラインラントには英仏軍が駐留していた
からであろう（1919 ～ 1930年）。しかし、それに加え、市民墓地を、市民が、もはや宗教色のない単
なる行政的埋葬空間と捉えていたからでもあろう（市民感情は当時の資料で念密な調査が必要である
が）。ちなみに、フランス占領軍兵士の多くは植民地のムスリムであった。トリーア中央墓地に埋葬
されたムスリムの墓はメッカに向かって並べられた（62）。

11、火葬の出現
キリスト教は本来土葬である。最後の審判での「肉体に復活」を説くから、その一部（遺骨）でも保

存されていることが重要であった。あるいは、土葬はユダヤ教以来の慣習であり、キリストも土葬さ
れたことに由来すると解釈した方がよい。

ドイツにおける火葬場Krematoriumでの火葬は、1878年ゴータでおこなわれた。火葬場の運転は
ハイデルベルク（1891年）、ハンブルク（1892年）などプロテスタント諸都市で始まった（63）。

1911年9月14日の火葬法（64）を概略する。これは旧プロイセン全土に適用され、プロイセンで火
葬を認めた最初の法律である。第1条、火葬は県知事によって承認された施設でのみ行われる。第2条、
認可は、ゲマインデ、ゲマインデ連合、あるいは公の埋葬場所の調達のための配慮が義務付けられて
いる公的権利をもった法人に与えられる（ここでいう公的権利をもった法人とは、法人資格をもった
宗教団体を指している）。第3条、以下の場合、認可は拒否される。土葬も可能であることが配慮さ
れない場合。火葬施設が技術的要求に適さない場合。火葬の目的に相応した尊厳の外的内的形成が欠
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けている場合。遺体の収納、解剖の実行、葬式の挙行、遺骨（遺灰）の埋葬（骨壺ホールUrnenhalle、
骨壺墓所Urnengrabstellen）のための設備と火葬施設に適した場所がない場合、あるいは適切な囲い
のある地所がない場合。建設・火災・衛生上の観点から疑いがある場合。場所の状況や火葬施設の状
態によって、公衆あるいは近隣地所の所有者や住民のために、甚大な損害や厄介が生じる場合。第2
条で述べた法人内で少なくとも3分の2の賛成が得られない場合。第4条、火葬施設の利用は当局によっ
て認可された使用規定によって行われる（以下料金のこと。省略）。第5条（省略）。第6条、遺骨は、
特別な封鎖された容器に入れ、骨壺ホール（骨壺墓Urnengrab）あるいは当局に認可された埋葬施設
に埋葬されなければならない。第7条、火葬のために、少なくとも24時間前には、火葬場のある警察
の許可をとること。以下、提出書類（省略）。第8条、検死にもとづく死因についての公医の証明書が
提出されねばならない。そこには死が犯罪によって引き起こされたかの疑いがないという説明が含ま
れていなくてはならない（以下省略）。第9条、故人が火葬を指示したという証明は、遺言あるいは故
人の口頭の意思を公証人が登記した書類による。第10条（省略）、第11条（省略）。

第3条で土葬への配慮が足りない場合、法人内で3分の2の成員の賛成が得られない場合、火葬は
認可されないとしているなど、火葬を積極的に推進しようとする法律ではなかったと言える。衛生上
の理由からも認可されない場合も規定されているので、なおさら当局が火葬に積極的だったとも思わ
れない。ちなみに、この段階では火葬は福音派の問題で、カトリック教会は火葬を禁止し続けた。カ
トリック教会が火葬を認めたのは、1963年第二ヴァチカン公会議においてである（65）。

続いて、1911年9月と1919年6月に「プロイセン火葬法のための実施要項」（66）が出たが、紙幅の
関係で省略する。ただ、火葬した遺骨を教会墓地に埋葬できるか否かは、墓地所有者の規定によると
あり、火葬法第3条での教会共同体成員の3分の2以上の賛成規定とあわせれば、当時、教会墓地へ
の埋葬は現実的には無理であった。したがって、火葬した骨壺は市民墓地に埋葬されるしかなかった。
ということはプロテスタントの多い一般ラント適用地域では、教会墓地がほとんどであったから、火
葬は現実的ではなかったことになる。市民墓地の多いライン州ではカトリックであったから、これも
火葬は現実的ではなかった。

また、カトリック教徒が自ら（遺言で）火葬されたら、カトリック葬式は拒否された。骨壺は聖別
されていない墓地の閉鎖された片隅に埋葬された。故人ではなく遺族の意思でおこなった場合は、カ
トリック葬式は許された。古カトリック教会は、火葬された遺骨壺の教会葬式・埋葬を認めた。ユダ
ヤ教は、火葬を認めないが、仮に火葬された遺骨のユダヤ墓地への埋葬は拒否されてはならなかった

（67）。
最後に、カトリックと火葬について一話。トリーア市の財産家フランツ・ヴァイセンバッハFranz 

Weissenbach（1860 ～ 1925年）という人物は、1917年12月1日付けの遺言書のなかで、彼の財産を市
に寄贈するとしたが、その条件として、トリーア中央市民墓地に火葬場を建設することと書いた。た
だ自らは土葬にせよと同遺言書にはある。ヴァイセンバッハは1925年11月10日に物故し、翌日、遺
言書は開封された。これが、1926年から5年間も市議会で議論され続けた「火葬場論争」の始まりであっ
た。毎年の市議会ではこの火葬場建設は拒否された。ヴァイセンバッは拒否されることを承知で、こ
ういった遺言を遺したと、ある研究者は推測している。確かに当時のカトリック圏で火葬は考えられ
ないことであり、ヴァイセンバッハ家は歴代カトリック名士でもあった。彼の遺贈は、公園建造に使
われた。現在宮殿公園にはヴァイセンバッハの彫像が立っている。彼が、遺言を書いたのは第一次世
界大戦中であった。旧選帝侯の宮殿は軍の教練場であった。ここを美しい公園にしたいという願いが
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あったのだろうとガルは推測している。福音派地域でも稀であった火葬をカトリック地域の市議会が
5年間（1926 ～ 1930年）も議論したというのは興味深いが、これについて議事録は何も明らかにして
いないという。「茶番」であったのだろうか（68）。

まとめにかえて
キルヒホーフからフリートホーフへの転換は、先進地域、ライン左岸（ライン州）でもスムーズに

進行したわけではない。
1857年に刊行したライン州の墓地について本のなかで、著者モーレンは、墓地の冒涜に対する防

衛のために、警告板を設置することと家宅不可侵罪で裁判所に訴えることを提案している（69）。墓
地の冒涜とは、走り回る、馬乗り、放牧、犬を走らせる、おしゃべり、たばこ、子供の遊び、喧嘩、
ごみ、夜の侵入、まぐさや亜麻の乾燥地、木材を切る、商品置き場、材木置き場、不潔の原因となる
ものなど多岐に渡る。要するにキルヒホーフである。それに対して、雑草排除、きれいな草木の栽植
など墓地の美化を推奨する。

フリートホーフのもう1つの条件、「俗世間の排除」の実態については本稿では追求できなかった。
だが、モーレンの記述を見る限り、1857年頃までは、とりわけ農村部のフリートホーフ（ここでは俗
性の排除）化が不十分であったことがわかる。墓地に囲い（壁や生垣）をせよとまで言っているのは、
囲いも不十分であった証拠であろう。これは19世紀後半の過程で解消されていくのだろうか。

私はフリートホーフを「俗なるものが剥がれたのみならず教会儀式という聖性も不要な行政的埋葬
空間」と定義した。法的には、ライン州の墓地は、1920年代までに、フリートホーフとなったと結論
できる。その実態（中身）については、敵国戦没者法（第一次世界大戦後）、ユダヤ人墓所のトリーア
中央市民墓地への移設（1920年）、火葬場論争（1920年代後半）など考慮すれば、1920年代というのが、
ライン州における墓地のフリートホーフ化への転換点であったのではないだろうか。結論は急がない。
私は、人々の墓地や死者への関わり方（墓地・埋葬・死者文化Sepulkralkultur）の変化は、第一次世
界大戦が1つの契機になっていると推測している。
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