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はじめに
中近世のヨーロッパ・ドイツでは、通夜、葬列、葬式、埋葬の一連の葬送儀礼は、死者、血縁者、

地縁者、ギルド（都市）、信心会、教区教会等の共同作業であった（もちろん死者が現実に参加するわ
けではないが）。いわば「死者と生者の共同体」が存在した。「共同体」は、通夜で三日三晩飲み食いし
ながら故人を見守った。葬列、教会での葬式ミサ、埋葬、埋葬後の共同会食といった葬送儀礼も「共
同体」の行事であった（1）。

封建制が崩壊し工業化と科学技術社会へと移行していく19世紀以降の近現代ヨーロッパ・ドイツは、
この「死者と生者の共同体」による葬送儀礼が変容・崩壊する過程である。変容・崩壊過程は「死・死
者の排斥」（ジェフリー・ゴーラー、フィリップ・アリエス）という方向に向かったことは予想され
るが、それは、すでに19世紀に始まったのだろうか（ゴーラーとアリエスは20世紀としている）。

現在、伝統的葬送儀礼は消滅して、海への遺灰散布など新しい葬送儀礼が現れている。ヨーロッパ・
ドイツの葬送儀礼はかつての「共同体」によるものではなく、あくまで私的行為となっている。ドイ
ツにおける伝統的葬送儀礼がどのように変容していったかを考察することは、日本を含めた科学技術
時代の人類の葬送儀礼を考える意味で重要であると思われる。

本稿では19世紀初頭から21世紀初頭までのドイツ・トリーア市（カトリック）墓地・埋葬関連法を
概観する。これによって、1つは権力側の死と死者にたいする論理（ある種の死生観）が見えること。
もう1つは、法令がどの程度都市民衆の葬送儀礼の変容に影響を与えたかを探る糸口となることであ
る。都市民の葬送儀礼変容の裏には、民衆の死生観の変容が反映されているだろう。他方、法令には
権力・エリートの死生観の一端が反映されているだろう。この2つは連動し交差している。

筆者の最終目的は、ドイツ近現代社会の死生観（死と死者への社会の態度、個人が死をどう捉えるか、
死をいかに迎えるか、社会や個人レヴェルの来世観など）の変容過程を跡付けることにあることも付
言しておく。

1、	1817年トリーア市民墓地条例
トリーアを含むライン地方は、ナチ時代1937年に「墓地形状と模範墓地条例のための指針」（2）まで、

ナポレオンが出した「1804年6月12日墓地に関する帝国令」を基本原則としていた（プロイセン併合後
も存続）。ライン右岸ドイツは1794年「プロイセン一般ラント法」が基本原則であった。両法とも、都
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市壁外への郊外墓地を規定し、さらに教会墓地ではない世俗行政の管理する市民墓地を認めた。ただ、
郊外墓地は市によって管理されねばならないと明確に述べているのは「ナポレオン法」であった。そ
の結果、1931年時点で、ライン地方では圧倒的に市民墓地が多数となり、他地域では教会墓地が多かっ
た（3）。

トリーア中央墓地は1808年に都市壁外に建設された（郊外墓地で市民墓地）。中央墓地には1816年
には礼拝堂が建てられ、そこには遺体安置施設Leichenhausが併設された。遺体安置施設兼礼拝堂は
1850年に改修されたが後に取り壊され、1870年に新しい遺体安置施設兼礼拝堂が建設された（これは

「旧礼拝堂」と呼ばれて現存している）。現在の遺体安置施設兼礼拝堂は1962年に完成したものである
（4）。

1817年に、トリーア市民墓地の最初の条例（規約）が発布された（5）。まず、これを見ていこう。
最初にこうある「市当局は、以前から市民墓地に遺体安置施設と礼拝堂を建設したいと思っていた。

遺体安置施設と礼拝堂の有用性は、一般に認められているので、この願いを正当化するまでもないで
あろう。遺体安置施設は現在本当に必要である。あらゆる住民の満足と、とくに家族全員で1部屋多
くとも2部屋に住んでいて、死亡の際に、埋葬まで遺体を自宅部屋に安置せざるをえない貧しい人々
のためにたいへん有用だからである。遺体安置施設への遺体安置は、生き埋めの危険を考慮する生者
の安心と、生者が（喪家で）長く遺体と一緒にいることで伝染病の広がりから防御するためにも役立
つ」。

従来、遺体は喪家に3日3晩ほど安置されて通夜が行われていた。遺体安置施設は、それをやめさ
せ墓地内での施設への遺体安置を推奨した。これは家が狭い貧民にとって、遺体との接触から予想さ
れる当時の衛生的考えから出ている。市民墓地には教会がなかったが、遺体安置施設に併設する礼拝
堂で葬式ミサはできる。つまり、法律は喪家での通夜、市内教区教会での葬式ミサ、教会周囲にあっ
た墓地での埋葬という一連の葬送儀礼を、都市壁の外ですべてやってしまおうと考えたわけである。

1条から5条は墓地の形状や配列を詳しく述べるが省略する。6条は市民墓地への搬送についてであ
るが「遺体の埋葬前に市文書局長は、遺体の随行を任された警官に、死亡人の姓名、死亡が記載され
た戸籍番号の書かれた証明書を交付すること。（市内 ‐ 筆者）教区教会の戸口での聖職者による遺体
の祝別後、あるいは種々のキリスト教宗派で通常の儀式（ミサを指す ‐ 筆者）終了後、遺体は、その
ために指定された遺体搬送馬車によって、墓堀人Totengräberの随行のもと、そして警官の監視のも
と、市民墓地へ、礼儀正しい歩みで搬送される」。

ここからわかるのは、教区教会内でのミサはおこなわず、戸口での祝別だけに簡略化されてもよい
こと（下線部）。市民墓地は郊外にあるので、遺体搬送用馬車が使われること、さらに搬送に警官が
随行して監視していることである。

従来は、墓地は市内にある教区教会に隣接していたから、喪家での通夜の後、教区教会への葬列は
人（あるいは荷車）が担いでいた。そして教会内でのミサ（これは富裕層のみ）の後、隣接する墓地へ
埋葬した。規定は、郊外の市民墓地では、もはや従来の葬列のやり方は通用しなくなることを示唆し
ている（6）。

7条～ 9条は、遺体に随行した警官が前述の市文書局長の証明書を市民墓地の管理人Leichenwärter
に渡し、彼はその内容を記録簿Registerに登録する。記録簿には遺体番号が付与され、それが実際の
墓の番号と一致するようになっている。実際に墓を掘るのは墓堀人だから、管理人は墓堀人に遺体番
号を伝える。これは、「1804年6月12日墓地に関する帝国令」（ナポレオン法）第4条に規定された通
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リ1遺体＝1墓穴である。ちなみに従来は集団墓穴であった。
10 ～ 13条は、墓地の手入れ等に関するもので省略する。14条は少し面白い規定である。「墓地に

生えた草を墓地管理人は自分のものにできる。（中略）墓地管理人は、1頭あるいは何頭かの牛あるい
はやぎを飼うことができるが、墓地壁内での放牧のために厩舎から出してはならない」。

ここには伝統的習慣の容認と禁止の両方がみえる。19世紀以前の教区教会墓地では、近隣住民が
牛や羊を放牧させていた。草は餌となった。市民墓地内での牛・羊の飼育を独占的に墓地管理人に許
してはいるが、放牧は認めていない。放牧すれば、墓地内が荒らされるとともに、近くに市民病院が
あったからである。12条では、家畜や犬も墓地内への侵入禁止である（7）。

15条は重要な規定である。「遺体の安置は遺体安置施設で以下の場合、行われうる、そして行わな
くてはならない。

①  故人が生前自ら望んでいた場合あるいは遺族が望んだ場合。
②  病気期間中故人を診た医者、あるいは任用された検死人が、48時間の喪家での安置後、埋葬

の延長を主張し、そして喪家にこれ以上遺体安置を望まない場合。
③  貧困家族の成員あるいは家で他人が死んで、そしてその住居に法で定められた期間（48時間？）、

遺体安置の空間がなく、そして聖職者ないし医者が、そういった遺体の遺体安置施設への移動
を望んだ場合。

④  感染症あるいは伝染病で、生者の社会からの死者の早い隔離が医者に要求される場合、そして
職権上、遺体の遺体安置施設への遺体安置が要求されるあらゆる場合。

上記の場合を除き、故人の親戚友人が、病気を診た公医の証明書を提示し、そこに、確かに死亡し
埋葬されうると書かれている場合、遺体安置施設への遺体安置は中止されうる」とある。

まず、遺体安置施設への遺体安置は義務ではなかったということを確認しよう。ここに伝統的3日
3晩の喪家での通夜が存続する可能性が残された。

遺体安置施設の利用は、まず、①本人や遺族が望む場合だが、これは少なかったと予想される。次
に、②と④は不審死や伝染病予防の立場から強制的に遺体安置施設に送ることができたと読める。③
は喪家に遺体安置のスペースがない場合であるが、これは医者や聖職者の判断も条件となっているの
で、どれだけ実行されたかは不明である。ただ、条例の前文にあるように、遺体安置施設が貧民のた
めと謳っているので、遺体安置施設利用の対象は③の貧困家庭であったことは確かである。③の法で
定められた期間とは埋葬禁止期間であるが、②によれば48時間となっている。埋葬禁止期間は仮死
防止機能であったが、プロイセンでは72時間であった。「ナポレオン勅令」には規定はない。当時の
トリーアはプロイセンに編入された直後であったが、当規定では48時間となっている。ちなみに、
死亡確認が医者（あるいは検死人）によっておこなわれるとの条文は、検死の義務と解釈できる（8）。

以上を総合すると、少なくとも初期の遺体安置施設設立の趣旨は、感染症・伝染病遺体の隔離と貧
民家族用のためであったと理解できる。ただ、この施設の利用が増加していけば、伝統的葬送儀礼が
大きく変容していったことは間違いない（16・17条は省略）。

18 ～ 21条は遺体安置施設への遺体搬送規定である。18条は遺体安置施設に安置されることになっ
た遺体の棺は、蓋に複数の空気孔を備えること。19条は、「遺体は遺体安置施設に搬送される時になっ
て初めて棺に納められてよい。この場合、遺体搬送馬車は停車なく、しかし通常の厳粛な歩みで、喪
家から遺体安置施設に搬送されねばならない。（中略）遺体は、可能な限り短い儀式Feierlichkeitの後、
遺体搬送馬車によって、墓堀人の随伴、警察官の監視のもと、厳粛な歩みで市民墓地に搬送される。
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警官から、墓地管理人に、戸籍番号をともなった故人の氏名の載っている市文書局長の証明書が手渡
される。そして墓堀人によって、遺体は遺体安置施設の安置場所に運ばれる、そして、墓地管理人の
指示に従って、7条の規定通り埋葬される」。

棺の蓋に空気孔は蘇生可能性の配慮である。教区教会での儀式が可能な限り短くなるよう推奨され
ているのも蘇生可能性への配慮である。先に見たように（6条）、ここでの儀式とはミサではなく祝別
だろう。ミサは時間を要するからである。20・21条は料金規定で省略。

22条以下は墓地管理人の義務規定で、彼は、遺体安置施設の設備維持に努めなくてはならない。
とくに、「遺体安置部屋を、寒い時期の日中も夜も、つるされている温度計を列氏12度（摂氏15度）
に保つよう温めること。夜は、遺体部屋を明るくするためにランプを点火し、夜中、ランプの煙が外
へ出るように保つこと。安置部屋の換気と清潔に常に配慮すること」とあるのは、蘇生の可能性を考
慮してのことである。同様に23条は、「墓地管理人は、遺体が遺体保管施設に到着するとすぐに、用
心深く墓堀人よって馬車から降ろされ、遺体安置施設の規定された場所に移されるよう配慮すること。
棺の蓋をすぐに外し脇に置くこと。遺体の手足が縛られている場合は解くこと」とある。

遺体の手足を縛るのはトリーアの伝統的葬送儀礼の1つであったことがわかる（死者は力を持ち、
場合によっては生者に害を与えるので手足を縛った）（9）。さらに「鈴の下がった紐一つを遺体の両
手に張る、もう一つの鈴紐を遺体の両足に固定すること」とあるのは、遺体が動いたら（つまり蘇生
したら）鈴が鳴る仕組みである。

24条で、墓地管理人は「遺体を、しばしば、そして注意深く、口や目のわずかな動きあるいは身体
の色や体温に、目につく変化があるかどうか観察すること、それが生じたら、墓地管理人はすぐに市
の内科医あるいは外科医に報告しなければならない」。25条「腐敗の兆候がみられるまで、決して遺
体を埋葬させてはならない、腐敗の兆候についておよび仮死識別の際の最初の措置についての内科医
が与えた教示に誠実に従うこと」とある。27条では、「遺体安置部屋に、遺体の親戚や友人とどまる
ことを欲したなら、それを妨げてはならない、人数の多さが有害でない限り。むしろ彼等が蘇生を試
みるなら、墓地管理人は手助けしなければならない」。

当時、仮死での埋葬は恐れられた。だから従来は通夜がその機能を果たしていた。遺体安置施設は、
通夜に代わる公的な仮死埋葬防止施設であったことがわかるが、実際、伝統的通夜の消滅へといつ頃
から変容していったのだろうか。
（中略）31条「遺体安置施設に併設している礼拝堂において、宗教官吏の許可を取った後、この礼拝

堂でミサをおこなってよい。墓地管理者は、その際、報酬なしでキュスター（教会の寺男）の役割を
演じる」。

当条例内にも規定されているのだが、墓管理人は遺体安置所施設に住居をもっていた。併設礼拝堂
には聖職者はいなかったが、市内の教会から呼んで葬式ミサをおこなうことができた。つまり市内の
教区教会でなく、郊外墓地の礼拝堂での葬式ミサを推奨しているのである。やがて、市内の教区教会
で葬式ミサは行わず、喪家から市民墓地に直行して、通夜（遺体安置）から葬式ミサまで、当施設で
行うようになるだろうか。前述した通り、教区教会での葬式を簡略化（これは蘇生も考慮したという
ことでもあるが）しようとする規定と一緒に読むと、トリーア市が当施設での葬式を推奨していたこ
とがわかる。その時、伝統的葬送儀礼は変容していくだろう。
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2、1839年の遺体搬送・埋葬規定
市民墓地への遺体の搬送と埋葬については、1839年6月14日に追加・修正規定が発布された（10）。
1条で、「遺体の洗浄・清潔・脱衣・着衣行為は、2人の男性と2人の女性が任用される。死者が男

性の場合男性によって、女性の場合女性によって扱われる。彼らが領分を交換するのは、道徳的観点
から厳禁である。この遺体着付け師 Totenbekleider（innen）は、葬列 Leichenzug と葬式ミサ
Trauergottesdienstに参加する人々を招待する仕事、およびその他の喪家と教会で行われる諸仕事に
従事する」。

ここでいう遺体着付け師とは、通常ドイツでは「死亡告知人」Leichenbitterと呼ばれた。死亡告知
と葬列・埋葬への招待を行う仕事であった。トリーアでは遺体の洗浄・着衣も行った生業だったこと
がわかる（11）。2条・3条は彼らの仕事の料金規定である。これによって、従来のように、依頼者・
着付け師双方とも法外な金額で取り決めすることができなくなった。伝統的葬送儀礼を扱う仕事人を、
近代的法制度に組み込んだといえよう。

4条は、墓堀人の料金規定で、1等から3等まで規定されている。等級は埋葬の等級である。5条、「喪
家から教会まで、そこから市民墓地までの遺体搬送のために、市によって、必要な道具も合わせて2
台の馬車が調達された。その使用には以下の料金が支払われる。つまり、新しい装飾された馬車は、
埋葬される人の性別・身分・年齢に関係なく2ターラー。修理された古い馬車は、埋葬等級による1
等が1ターラー、2等が24ジルバーグロッシェン、3等が12ジルバーグロッシェン。この料金は毎回
埋葬前に、市金庫に直接支払われる。遺体搬送者が料金を受け取ったり、他の報酬を要求することは
禁止される。彼は市金庫から搬送金をもらうこと」。

前述したように、郊外に市民墓地が設置されたことで、遺体搬送は市の馬車の使用が原則となった
が、6条には他の選択肢も残された。「遺体を教会ないし市民墓地に馬車で搬送する代わりに、人に
担がせたい場合、この仕事のために雇われた6人の担ぎ手が公に推薦される。喪家から教会まで、そ
してそこからローマ門（市墓地に通じる北門、ポルタニグラと呼ばれるローマ時代の凱旋門である）
の前まであるいは市民墓地まで、遺体担ぎ手1人につき、埋葬等級に応じて1等12ジルバーグロッシェ
ン、2等8ジルバーグロッシェン、3等6ジルバーグロッシェンが、報酬として依頼者から支払われる。
上記担ぎ手のみがこの料金に縛られる。別人を利用した人は、報酬について、彼らと任意契約を結ば
ねばならない。その際、種々の営業団体に、彼らの中から従来のやり方で遺体担ぎ手を選ぶことが任
される、同僚故人に最後の名誉を示すために」。

まず、馬車を使用せず人手（あるいは荷車）で運ぶ従来の方法も残したこと。その際、担ぎ手は市
から推薦された。重要なのは下線を引いた箇所である。これは従来の方法を完全に再現したものであ
る。つまり、故人の所属していたギルド（もうギルドはないから営業団体となっている）が運んで埋
葬する方法である（12）。ただ、この方法で郊外の市民墓地まで行くことができたか、あるいは行こ
うとしたのかは非常に疑問である。

3、1938年市民墓地規約
19世紀には、プロイセン内務省令やライン州条例など墓地・埋葬関連法令が発布されたが、前稿（13）

で書いたので省略する。トリーア市墓地規約は、1817年のものが（現在の中央墓地用）1938年まで存
続した。なぜ19世紀に新たな墓地規約が発布されなかったのか。人口は増えたから、中央墓地に、
礼拝堂兼遺体安置施設は新築されたのに不可解である（14）。
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1937年、ドイツ帝国は、「墓地形状と模範墓地条例のための指針」Richtlinien für die Gestaltung 
des Friedhofs und Musterfriedhofsordnungenを出版した（15）。これは法令ではなく、自治体の規約
づくりの模範を示したものである。「墓地形状」と「模範墓地条例」の2部構成となっている。
「指針」では、正面付近に遺体安置施設併設の礼拝堂を建設すること（「墓地形状」17条）。都市の墓

地では、葬式用の大きなホールが必要である。葬式開始前に会葬者の控室となる集合場、聖職者控室、
便所、遺体安置室、さらに解剖室および医師の部屋も必要である。小さな墓地で検死のための特別な
部屋が設けられない場合は、他の部屋を充当することができる。大きな墓地では、2ないし3つの礼
拝堂が必要である（「墓地形状」24条）。礼拝堂は葬式用に利用される（「模範墓地条例」51条）。遺体は
遺族の希望または警察の指示によって遺体安置施設に収容される。棺は遺体安置施設から搬出する前
に密封し、それまでに親族は室内において遺体を見ることが許される。管理者は速やかに腐敗する遺
体を直ちに密封せしめる権利がある（「模範墓地条例」52条）。伝染病遺体は、直ちに密封した棺に入
れて遺体安置施設に搬入し、特別な場所に密閉して安置される。親族の見納めに対しては当該衛生局
の許可によってのみ、もう一度一時的に開封できる（「模範墓地条例」53条）。
「指針」では、遺体安置施設付設礼拝堂の設置を述べ、葬式用としての礼拝堂を推奨しているが、遺

体安置施設への遺体安置は、警察的事項を例外として、義務化されていない。あくまで希望制である。
ところで、トリーア墓地規約は、20世紀に1938年と1968年、21世紀になって2010年に出ている。

重要と思われる個所を順に概観していく。
1938年規約（16）のII部の「秩序規定」に以下のようにある。

4条： 墓地は定められた時間、訪問のために開園される。開園時間は入口に告示される。閉園は15分
前に鐘によって知らせる。

5条： 訪問者は静かに場所の尊厳にそって振舞うこと。墓地管理局の指示や官吏に従うこと。大勢の
訪問者が居た場合閉園は保留される。10歳未満の子どもは大人の同伴と責任で墓地を訪問でき
る。

6条： 墓地内では以下は禁止である。動物同伴。墓地管理局の特別な許可がない限りあらゆる車の道
の通行。葬式Beerdigungsfeierlichkeitenの際の部外者の滞在。喫煙と騒音。許可なしの印刷物
の配布。許可がない限りあらゆる種類の商品売り、とくに花と花輪および営業的サービスの提
供。指定された場所以外へのゴミの捨て。

7条： 墓地での営業的仕事は、前もっての墓地管理局への届出のみで許可される。仕事実行の正当性
は墓所有者の文書による証明が必要。彫刻家、石工、金属業および庭師は墓地仕事の遂行のた
めに、資格カードを必要とする。それは毎年4月1日に更新の申請をする。彼らは、墓地での
仕事の際そのカードを携帯し、墓地官吏局の要求に応じて提示すること。警告にもかかわらず、
墓地管理局の指示に繰り返し違反した営業者は、資格カードを剥奪され、墓地の仕事は禁止さ
れる。

8条： 営業者は，仕事行使のため、適当な車両での道の通行が許される。
7・8条は、営業者（墓石屋、庭師等）規定で、これは19世紀の規約にはなかったものである。
III部の「一般埋葬規定」には、埋葬許可は戸籍局より与えられる。戸籍局は埋葬リストを記入し、

埋葬の日と時間を決定する。墓地の利用期間は20年。5歳までの子どもは10年。子どもをもった産婦、
1歳未満の2人の兄弟姉妹は埋葬が同時に行われれば、1つの墓穴に埋葬できる等が規定されている。

墓の種類（IV部）は、並列墓、選択墓、遺灰墓の3種類が規定されている。並列墓は、文字通り並
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列に配置された墓所で当時は原則無料の一般墓であった。
選択墓は、個人あるいは複数の希望によって、20年より長い利用期間貸与される墓である。選択

墓の一種であるが、より広い区画を持つ家族墓も規定されている。利用期間は、選択墓25年、家族
墓50年である。区画の広さの違いだけでいずれも家族用墓地である。土葬の場合、1墓穴1遺体が原
則である。家族墓には地下墓所が認められている。

また、並列墓も選択墓も、利用者は、墓の維持をきちんと行わなければならない。これを怠ると利
用権は没収されると規定されている。これは墓地の維持・管理を利用者に義務付けたものである。現
在見られるドイツの清掃・整頓されたこぎれいな墓地は、自然にそうなったわけではなく、法律によっ
て義務付けられたものである。

当時は火葬も出現していた。規定を列挙してみる。遺灰埋葬用の墓所は、並列墓、選択墓、家族墓
の他に、骨壷庭園やその他の建設物（壁，テラス，ホール，礼拝堂）といった特別の遺灰（骨）墓所も
墓地管理局の指示に応じて提供される。埋葬は地上も地下も許可される。1墓所に、家族の複数の遺
灰を埋葬してもよいとあるが、家族と限定しているので選択墓と家族墓とである。遺灰容器が許す限
り、地上地下全部で1家族の4つの遺灰容器が埋葬されてよい。大きな骨壺場所の設置については、
権利獲得者と契約が結ばれる。遺灰並列墓、遺灰選択墓の利用権は、それぞれ20年と25年。更新は
料金を払って認められる。並列墓あるいは選択墓の利用間の終了をもって、遺灰の残骸の利用権も終
了する。利用期間の終了後、期間が延長されないならば、墓地管理局は埋葬された遺灰容器を取り除
く権利をもつ。遺灰残滓は墓地の適当な場所に、敬意をもって土に埋められる。

遺灰（遺骨）埋葬方法はいくつもの選択肢が用意されているが、遺灰（遺骨）は壺に入れて埋葬する
のが前提となっている。中近世のように、しゃれこうべをむき出しのまま納骨堂に陳列することは許
されない。ここに死者に対する態度の変化が見える。アリエスのいう死・死者（遺灰・遺骨）の排斥・
隠蔽であるのか（17）。

V部「墓石と囲い」では墓石の材料や形状など細かく規定するが省略する。現在との比較でいえば、
当時は墓石に写真をはめ込むことは禁止されていた。これも死者の隠匿なのか。

VI部「墓所の設置」では、墓所への植栽は周囲の環境と合致させること。しぼんだ花や花輪は撤去
することなどが規定される。

VIII部「墓地礼拝堂と遺体安置施設」については、礼拝堂は葬式用に使う。遺体は、ツェレをもっ
た新しい遺体安置施設が用意されるまで、空間が許す限り遺体安置部屋に搬入される。遺体安置は遺
族の希望か警察の指示による。棺は遺体安置施設からの搬出前閉じられる。このときまで、遺族は遺
体をツェレで見ることができる。管理局は、急速に腐敗する遺体の棺をすぐに閉める権利がある。届
出の必要な伝染病の遺体はすぐに棺が封鎖され遺体安置施設に搬入され、特別室に安置されること。
遺族が遺体を見るには公医の承認を持ってのみ一時的に棺が開けられる。市外から来た棺は封鎖され
たまま。その再開封は同様に公医の許可がいる。

ここで問題なのは、まず、トリーア市民墓地の遺体安置施設の利用は希望性であるということ。次
に「ツェレ」という用語である。これは「細胞」の意味で、後述するように、遺体を引き出しのような
個室に安置するスペースのことである。1938年の遺体安置施設兼礼拝堂は1870年に建てられたもので、
現在使用されている1962年建築のものではない。この「旧礼拝堂」に規約の言うようなツェレは実際
にはつくられなかった（現地調査）。
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4、1968年トリーア市墓地規約（18）
まず、当時のトリーア市管理の墓地は、中央墓地（イスラエル儀式ゲマインデの墓地は除く）、南

墓地、西墓地、Biewer、Euren、Olewig、Pallienの7墓地で、原則住所に従って埋葬墓地が規定され
る（I部1条・2条）。

II部「秩序規定」を見よう。
諸墓地は，入口に公示された時間訪問用に開園。墓地管理局は，全部あるいは部分的墓地区域の入

場を特別な場合禁止できる。各人は、墓地で場所の尊厳さにしたがって行動しなければならない。こ
の規定の枠内で発布された墓地管理局の指示に従うこと。6歳未満の子どもは大人の同伴と責任で入
場。墓地では以下は禁止：庭園・墓地局の承認が与えられない限り、あらゆる車両の通行、乳母車と
車椅子は除外。あらゆる種類の商品、とくに花輪・花と営業サービス売り。日曜祝日および埋葬の傍
での仕事。営業目的の写真撮影。印刷文書配布。指定された場所以外のゴミ捨て。墓地その設備を汚
すあるいは壊すこと。墓地壁や垣根を乗り越えること。芝生（それが道でないかぎり）および墓所、
墓囲いに立ち入ること。騒ぐ。遊ぶ。盲導犬以外の動物同伴。

法要（Totengedenkfeier）は8日前に墓地管理局に申請すること。
彫刻家・石工・庭師・その他の営業者は、墓地での仕事で墓地管理局への前もっての許可が必要。 

以下の営業者のみ認められる。専門的仕事上個人的観点から信頼できる人。自らあるいはその代理人
が親方試験に合格したか徒弟を教育する資格のある人。例外あり。許可は資格カードの発行によって
生じる。認可された営業者は、彼らの雇用人のすべてのために、彼らが墓地での営業活動を行わねば
ならない場合、墓地管理局に証明書を申請しなければならない。許可証と雇用者証明書は、要求に応
じ墓地職員に提示せねばならない。それらは毎年更新されなくてはならない。営業者とその雇用者は、
墓地規約とそのために発布された規定を遵守しなければならない。営業者は、彼およびその雇用人が
墓地での活動で侵したすべての損害に責任を負わなくてはならない。墓地での営業活動は開園時間の
み許される。仕事に必要な道具と資材は、墓地に一時的に邪魔にならないところに置かれてよい。1
日の仕事の終了または中断の際、仕事場および置き場はふたたびきれいな状態にもどすこと。営業者
は、墓地にごみを指定された場所のみ積んでおける。営業機材は、墓地の水流し場で洗ってはならな
い。

原則、1938年規定の論理内であるが、営業者の規定が詳しくなっている。
III部「埋葬規定」では、埋葬は死亡後遅くとも96時間以内におこなわれること。死亡後96時間以内

に埋葬されてない遺体および火葬後3か月以内に埋葬されてない遺灰は、義務者の費用をもって職権
で埋葬される。遺体や遺灰の墓地利用期間は5歳以降20年、5歳未満10年。Biewer墓地では25年、5
歳未満は15年。利用期間は個々の墓所に不十分と証明されたなら、市行政はこの墓所に相応に延長
できる。

墓の種類（IV部）については、並列墓、選択墓、家族墓に名誉墓が加わっている。名誉墓所とはトリー
ア市に貢献のあった人物の墓である。

土葬は棺に入れることは前規定と同じである。並列墓は1墓穴1遺体が明記されている。遺灰（遺骨）
墓所の規定も38年規約から大きな変更はないが、選択・家族墓では、1墓穴に複数骨壺埋葬が可され
ている。1968年でも、遺灰（遺骨）は壺に入れて埋葬することが前提となっている。利用期間終了後
の遺灰（遺骨）の残滓は、容器から出され適当な場所に埋められた。

墓所や墓石の規定（V、VI部）について1つだけ。墓石に写真をはめ込むことを禁止する規定が抜け
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ている。墓石の形状は図面を出して墓地管理局の認可を受けなければならなかったから、そこで許可
あるいは却下された可能性はある。写真入り墓石は普及したとは思えない。筆者の知る限り現在でも
写真入りは時折見かけるだけである。インターネット墓では逆に写真が多い。この裏にある死者への
態度の変化に興味があるところだが、ここでは深入りはしない。

VII部「墓所の設置と維持」について、あらゆる墓所は17条（墓所形状規定）の規定の枠内で設置さ
れ状態よく維持されること。これは墓装飾にも当てはまる。しぼんだ花や花輪は遅滞なく取り除き、
指定場所に廃棄すること。墓盛り土の高さと形状およびその制作様式は、墓地全体、墓地部分、各フィー
ルドの特性に合致させること。墓所には、他の墓所や公共設備、道路を、その目的に合った利用や形
状において、侵害しない植物のみ植栽できる。設置と維持は、並列墓所では墓地指示書受領者、選択
墓所では利用権者に義務がある。その義務は、利用・権利期間の終了をもって消失する。設置と本質
的変更は墓地管理局の事前文書承認が必要。墓所に責任がある人は、墓所を自ら設置、維持するか、
そのために認可された墓地庭師に任せることができる。墓地管理局も特別な場合、設置と維持を定め
られた料金で引き受けることができる。墓地管理局は、責任者に、利用・権利期間終了後墓所を片付
けるよう要求できる。墓所が秩序通りに設置・維持されていない場合、責任者は墓地管理局の文書要
求に基づいて定められた期間内に、墓所を整頓しなくてはならない。責任者が不明または所在がわか
らない場合、公示と墓所 ‐ 並列墓ではフィールド ‐ への6週間の掲示で十分である。要求に従わな
い場合、並列墓は墓地管理局によって平面化され種まきされうる。選択・家族墓の場合、墓地管理局
は、権利者の費用で修復させるか弁済なく利用権を剥奪できる。

VIII部「遺体安置施設と葬式」は重要規定である。全文を載せる。
29条：遺体安置施設の利用

（1）  遺体安置施設は埋葬までの遺体安置に供する。それらは墓地管理局の許可をもってのみ入場で
きる。

（2）  衛生上やその他の重大な疑念がない限り、親族は一定期間、故人を見ることができる。棺は、
遅くとも葬式あるいは埋葬30分前には最終的に閉じられること。

（3）  届け出義務のある伝染病の故人の棺は遺体安置施設の特別室に安置されること。この部屋への
入場と遺体見は事前の公医の承認が必要。

30条：葬式Trauerfeier
（1）  葬式は、そのために定められた空間、墓前、あるいは戸外に他に用意された場所で行うことが

できる。
（2）  葬式空間の利用は故人が届け出義務のある伝染病にかかっていたり、状況からその疑いがある

場合、禁止されうる。
（3）  葬式はそれぞれ40分以上かかってはならない。例外は墓地管理局の事前承認が必要。
（4）  墓地でのあらゆる音楽と歌は墓地管理局の事前承認が必要。
1968年規約でも、遺体安置施設の利用は義務化されてはいない。また、30条（1）の規定で葬式の場

所として、墓地礼拝堂、墓前の他、「戸外に他に用意された場所」が規定されている。これは何を出
しているのか不明である。

5、1957年、1962年、1977の料金規定
1968年規約発布の数年前に2つの料金規定が出ている。
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「1957年12月17日トリーア市における墓地料金の徴収規約」（19）は、並列墓、選択墓、家族墓、
土葬や火葬等の料金を規定したものであるが、このなかに遺体安置施設兼礼拝堂の利用料金が規定さ
れている。以下の通りである。

1、 5歳以上の遺体安置施設Leichenhalle利用7,50マルク。
　　5歳未満の遺体安置施設利用5マルク。
2、 遺体安置と電気照明を含む礼拝堂の利用12,5マルク。
3、 警察事項を除く平日以外の遺体の搬入7マルク。
4、 解剖室利用35マルク。
5、 墓堀人の任用15マルク。
2の「遺体安置と電気照明を含む礼拝堂の利用」は、礼拝堂での葬式料金を指している。以下の「礼

拝堂の装飾料金規定」を見ると、1957年当時、墓地礼拝堂での葬式の普及がわかる。
1、 照明用ろうそく2本を含む8クラフフター（1クラフターは4㎥）の鉢植え12,50マルク。
2、 照明用ろうそく2本を含む10クラフフターの鉢植え25マルク。
3、 16本のろうそくと12 ～ 16クラフターの鉢植え45マルク。
4、 花飾りを利用したさらなる装飾60マルク。
5、 特別な場合は、礼拝堂での遺体安置と装飾は同時に行うことができる。料金は取り決め。
つまり、遺体を遺体安置施設に規定時間安置した後、そこから取り出しで葬式をおこなうだけなら、

前述の12,5マルクで済むが、前もって装飾された礼拝堂の葬式には、追加料金が取られるということ
である。特別な場合、おそらく料金次第であろうが、遺体を遺体安置施設から礼拝堂に移してからの
装飾も可能であると書いてある。当時は、郊外の教会を除けば、トリーア市民にとって、市民墓地に
建てられた遺体安置施設を併設した礼拝堂での葬式が一般的になっていたのだろうか。
「1962年7月5日トリーア市の墓地料金規約のための料金表」（20）で料金が変更された。ここでも

遺体安置施設併設礼拝堂関係だけみてみる。この1962年は、新しい遺体安置施設併設新礼拝堂がで
きた年であることに注目しよう。
「遺体安置個室（複数）」Leichenzellen
1、 4日までの1シングル室利用12マルク。1日延長につき12マルク。
2、 4日までのダブル室の半分の利用10マルク。1日延長につき10マルク。
3、 4日までの遺体安置のために特別な希望によるダブル室の全利用30マルク。1日延長につき30

マルク。
ここから、わかることは、規定は市墓地全体に対してであるが、主に新築された中央墓地の遺体安

置施設を対象にしていることがわかる。以前のドイツ語表記はLeichenhalleとなっていたが、ここで
はZellenとなっている。前述したがツェレは細胞の意味であるが、個室、いやカプセルといった方が
わかりやすい。カプセルもシングルとダブルがあった。1ダブルカプセルは2遺体用で、普通その半
分を利用した。残りの半分は見ず知らずの遺体であろう。だから最も安価である。1シングルはより
高い。1ダブル全部使うと30マルク徴収された。

要するに、「遺体のカプセルホテル」なのである。これが現代の遺体安置施設の形態であることは
わかるであろう。

礼拝堂については、中央墓地35マルク、南墓地20マルク、その他の墓地17マルクである。
次に、遺体安置個室と礼拝堂の装飾およびオルガン利用規定をみよう。
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「遺体安置個室の装飾」
1、 シングル室およびダブル室の半分の装飾（鉢植えとろうそく）15マルク。
2、 特別な希望で利用するダブル室の装飾（鉢植えとろうそく）20マルク。
3、 墓地管理局によって用意されてない飾りのための清掃費用5マルク。
これは、個室（ツェレ）内にろうそくや鉢植えを入れて遺体を飾ったということである。

「礼拝堂の装飾」
1、 単なる飾りを超えた装飾は取り決めによる。
2、 墓地局によって用意されてない飾りのための清掃費用10マルク。
3、 オルガンあるいはリードオルガンの利用5マルク。
4、 礼拝堂から墓までの花輪の運びをともなったサービス。墓堀人1人につき6マルク。
葬式の際のオルガンが配備された。礼拝堂での葬式後、埋葬場所へ向かった。
1975年には追加規約が出たが、これも含めて1977年再度料金規定が変更された（21）。「遺体安置個

室料金」
シングル1日20-50マルク。
ダブル半分1日10-35マルク。
ダブル1日40-120マルク。
値段に幅があるのは、各市墓地がこの範囲で決定するということなのだろう。

「礼拝堂利用料金」
中央墓地、南墓地、西墓地、エーラング、ルーヴェア　80マルク。
その他の墓地（遺体安置含む）50マルク。
オルガンまたはリードオルガン使用　10マルク。
緊急解剖室　80マルク。

「墓地管理局のサービス」
この表に設定されていない仕事の墓堀人の任用1時間20マルク。
礼拝堂から墓までの花や花輪の運搬を含む埋葬の際の手伝いは墓堀人1人につき20マルク。
墓地管理局によって用意された装飾以外の礼拝堂あるいは遺体安置個室の装飾の清掃20マルク。

6、ラインラント＝プファルツ州の埋葬法（22）
第二次世界大戦後も、全ドイツに共通する墓地・埋葬法はつくられなかった。墓地・埋葬法は州法

によって規定されている。それをもとにゲマインデが墓地規約を作成することになっている。トリー
ア市は現在ラインラント＝プファルツ州にある。現在の同州の埋葬法（墓地法）は1983年に発布された。
現在もこの州法は有効である。2015年版から、重要部分のみ読んでみる。

まず、ゲマインデは、公共の必要性があるなら、墓地を設置し遺体安置施設を設立する義務がある
（2条）。教会やその他の宗教法人は、独自の墓地を設置し遺体安置施設を設立することができる（3条）。
あらゆる遺体は埋葬されなければならない（8条）。埋葬は土葬あるいは火葬として行われうる。土葬
は遺体を棺に入れて墓所に埋葬する。火葬は遺体を灰にし、墓所に灰を埋葬する。墓地の所有者は、
土葬あるいは灰の埋葬を地上あるいは地下の墓室Grabkammer、死者ハウスTotenhäuser、地下墓所
Grüfte、骨壺壁Urnenwändeあるいは同様の施設のなかに用意することができる（8条）。

ここまでを解説しよう。重要点は、ゲマインデが墓地と遺体安置施設を設立する義務があると規定
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していることである。ただ遺体安置施設を墓地に設置せよとは書いてない。つまり遺体安置施設は墓
地以外でもよいとも解釈できる。教会や宗教法人も墓地や遺体安置施設を設立できるが、営利企業＝
葬儀社Bestattungsinstitutがそれを行うことができる規定はない。現在の葬儀社には遺体安置部屋と
葬式ホールがある。これはゲマインデの委託という形なのだろう。土葬は遺体の納棺・埋葬が義務で
ある。火葬の場合、遺灰を壺に入れるかどうか明確に述べてはいない。納棺（土葬）か骨壺（遺灰）を
墓地に埋葬するの原則は「墓地強制」Friedhofszwangと呼ばれる（23）。なお、火葬施設Krematorium
を建設できるのは、ゲマインデ、その他の地方自治体あるいはそれらによって組織された団体で州か
ら認可される。設立と運用は火葬協会に委任できる。火葬施設は遺体安置施設を設置しなければなら
ない（16条）。

死、死亡時間、場所、死因は医師によって決定される（検死。11条）。医師は遅滞なく検死をおこ
ない死亡診断書を発行し手渡す。不自然な死の兆候があったら、医師はすぐに警察に知らせる。その
場合、遺体と周辺は警察の到着までいかなる変化も加えてはならない。会社、寮、学校、施設、病院
などで死んだら、施設長あるいは所有者は、検死をおこなわせる（11条）。

遺体は検死後すぐに納棺される。搬送中、葬儀中および遺体安置施設の外では棺は閉じておくこと。
伝染病やその恐れのある遺体は、すぐに消毒し納棺する。棺はすぐに閉じられ在地当局の文書許可な
く開けてはならない（13条）。

司法・検察の検死、医師の処置あるいは学問的研究のために別施設に搬送されない限り、遺体は、
死亡診断書発行後、遺体安置施設に搬送されなくてはならない、搬送は遅くとも死後36時間以内に
始められねばならない。遺体搬送用に、霊柩車が用いられうる（14条）。遺体は早くとも死後48時間
後に埋葬できる。土葬や火葬は7日以内に行われること（15条）。

この時点（1983年）でようやく、遺体安置施設への搬送の義務規定が明確に述べられている（24）。
遺体安置施設への搬送は、死後（検死後）36時間以内で、埋葬は早くて48時間経過しないとできない
から、少なくとも12時間は遺体安置施設に安置されていなくてはならないことになる。

州法には規定されていないが、現在、ラインラント＝プファルツ州では、遺体安置および葬式は、
墓地にある遺体安置施設兼礼拝堂でおこなう他、葬儀社の運営する遺体安置施設と葬儀ホールで行っ
ている。インターネットは、多くの葬儀社での遺体安置と葬式の案内を載せている（25）。

ちなみに、死後、遺体の洗浄・着付け・納棺をおこなう者（Leichenbesorger）あるいは墓堀業務を
行う墓堀人は、健康・食品、嗜好品・居酒屋・床屋での活動はしてはならないとある（18条）。洗浄・
着付け・納棺・墓掘りは、葬儀社の領分となりうるものである。

8、現在のトリーア市民墓地規約（26）
2010年規約をみる。
まず1・2条に、市内のトリーア市によって管理されているすべての墓地が述べられ、死亡時の住

所によって埋葬墓地が決まっている。もちろん、他の墓地（市外墓地）に埋葬権をもっていれば、そ
の限りではない。市民墓地として、中央墓地（ユダヤ教ゲマインデの墓地区画は除く）、南墓地、西
墓 地、 ヘ ー エ ン 墓 地 Höhenfriedhof と 以 下 の 墓 地：Ruwer、Biewer、Euren、Olewig、Pallien、
Ehrang、Pfalzel、Quint、Eitelsbach、 Filsch、Kernscheid、Tarforst、 Zewen.

17の市民墓地が現在ある。1968年時より10 ヶ所増えたことになる。大部分は20世紀にトリーア市
区域の拡大とともに市域に編入されたかつての郊外のゲマインデに造られた墓地である。地図を見る
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とかつての教会隣接墓地ではない。これらについての解説は別稿に譲る。ここでも本稿との関連個所
のみ引用する。

まず5条に、1968年規定同様、「法要Totendenkfeierは8日前に墓地管理局に文書で許可申請を出
すこと」とある。この法要は、葬式Trauerfeierではなく、埋葬した後の追悼ミサを指している。

7条では「埋葬は、死亡の登録後すぐに墓地局に申請しなければならない。埋葬は、早くとも申請
の2日後に行われうる。戸籍局から発行された埋葬許可書は、死亡申告の署名された申請用紙、およ
び選択墓の場合墓所獲得の申請とともに、墓地管理局に届けること。埋葬は、戸籍局が死亡の登録を
証明しあるいは在地当局の指示がある場合、そして必要書類が墓地管理局に提出された場合のみ認め
られる」とあるが、書類が完備されれば、死後2日で埋葬可能であるということである。前述州法の
死後埋葬禁止時間は48時間を受けての規定である。

同条で、さらに「葬式と埋葬は土曜以外の平日のみ行われうる。墓地管理局は、埋葬と葬式の場所
と時間を遺族と埋葬施設の共同で決定する。（中略）申請された延長期間を除いて死後7日を超えた遺
体、火葬後3か月を超えても埋葬されてない遺灰は、埋葬義務者の費用で、職権により、並列墓また
は骨壺並列墓に埋葬される」。安息日の葬式・埋葬禁止は、安息日の労働禁止から来ているものである。
1968年にも同様の規定はある。

墓の種類は並列墓、選択墓、名誉墓。土葬は棺、火葬は骨壺の墓地強制が前提になっている（12 ～
16条）。遺灰の散布規定はない。また、並列墓では1墓穴に1遺体（土葬）あるいは1骨壺（火葬）が原
則と明記された。選択墓（家族墓と区別していない）では、骨壺の場合は、1墓穴に複数埋葬可能であっ
た。

29条「遺体安置個室（複数）と礼拝堂の利用」については以下の通り。原則68年規定から変更はない。
（1）  遺体安置施設と礼拝堂は、埋葬までの遺体安置および葬式のための遺体安置に役立つ。それら

は、墓地管理局の認可をもってのみ入場できる。
（2）  衛生的その他の困難な疑いがない限り、遺族は決まった時間内で故人を見ることができる。棺

は、遅くとも葬式あるいは埋葬前の30分前最終的に閉じられる。
（3）  届け出義務のある伝染病の故人の棺は礼拝堂内の特別室に置かれる。この部屋への入室または

遺体観察はまえもっての当局への文書認可が必要である。
30条「葬式」

（1） 葬式は、それ用にきめられた部屋、墓前あるいは他の戸外に準備された場所で挙行できる。
（2） 礼拝堂の利用と葬儀の挙行は、伝染病あるいはその疑いのある遺体には禁止されうる。
（3） 葬式は40分以上かかってはならない。例外は、墓地管理局のまえもっての同意が必要である。
（4）  墓地での各音楽や歌の提供は、まえもっての墓地管理局の同意が必要である。葬式の際の礼拝

堂での音楽と歌は、厳粛な様式でおこなわれねばならない。墓地局の同意は原則不要である。
遺体安置個室がカプセル状になっていたことは前述したとおりである。30条1項は、葬式の挙行場

所であるが、68規約同様「他の戸外に用意された場所」という文言がある。
葬式の時間を40分に制限しているのも前規約と同じである。なぜ40分なのかは不明である。墓前

で葬式を済ませてしまう場合も想定されているのも前規定と同じ。この場合の音楽と歌は許可制であ
る。全体として、全く簡略され、合理化された葬式規定である。
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おわりに
「はじめに」で、私は、「死者と生者の共同体」を崩壊させた要因を引き出してみたいと述べた。こ

れには都市壁外につくられた市民墓地、とくにそこに設立された遺体安置施設兼礼拝堂の役割が大き
く関与していることは確実である。死亡後の遺体安置→葬式ミサ→埋葬が、すべて喪家を離れた郊外
墓地に移った時、葬送儀礼も変化しただろう。この変容過程は、法令からだけでは見えてこない。た
だ、アリエスの「死の排斥」は、法の論理でもあることが見えてきた。これは19世紀に始まったが、
明確化するのは20世紀であったことが法令を読むと理解できる。その意味で、20世紀の「死のタブー」
を強調したゴ―ラーの指摘も的確である（27）。

本稿では19世紀初頭から21世紀初頭までの墓地・埋葬関連法を概観しただけであるが、「死者と生
者の共同体」崩壊過程がわずかに見えてきただけである。ただ、現在のドイツの墓地に「死の匂い」が
せず、「死者がいない」ように感じるのは法令の「成果」である。

今後の課題は、民衆の死から埋葬までの一連の葬送儀礼の変容を丹念に追跡調査することである。
それには、カトリック地域とプロテスタント地域、都市と農村の違いを考慮しつつ、墓地の埋葬記録
簿、死亡通知状Totenzettel、新聞の死亡広告欄Todesanzeigeなどできる限りの資料の断片から導き
だしていくしかないだろう。

現在のトリーア市の墓地と埋葬についてのメモ
2019年9月に行ったグランジェアン葬儀社（1949年創業）での聞き取りによれば、現在トリーア市

では埋葬のやり方に3種類あり、多い順に以下の通りである。
1、火葬⇒骨壺での葬式⇒骨壺埋葬
2、遺体を棺に入れて葬式⇒土葬
3、遺体を棺に入れて葬式⇒火葬（この場合火葬用の棺に移し替える）⇒骨壺埋葬
火葬が多くなっている。2013年時点でトリーア市の火葬率は33.7％である（28）。
また、ナポレオン勅令にもかかわらず、19世紀に都市壁内墓地への埋葬がいつまで継続したのだ

ろうか？現在では、旧都市壁内および周辺の教会墓地は聖パウリン教会と聖マティアス教会の墓地を
除いて閉鎖されている。墓地自体も全くない（大聖堂は除く）。ちなみに、旧市内かつて存在したそ
の他の教会墓地は、アントニウス（Antonius）、ガンゴルフ（Gangolph）、ゲルファシウス（Gervasius）、
パウルス（Paulus）、ラウレンティウス（Laurenntius）＝聖マリアである。このうちゲルファシウスは
教会自体もない。（現地調査）。

注
（1）  下田淳「序論・ドイツ近世における祖先崇拝（民間信仰）としての墓参とカトリック教会権力」『宇

都宮大学教育学部研究紀要』68、2018年、95 ～ 96頁。同「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 ‐ 」『宇都宮大学研究紀要』69、
2019年、50、54、59頁。同『ドイツの民衆文化』昭和堂、2009年、88－91頁。
葬送儀礼は、教会の典礼と民衆の慣習の混淆である。民衆の葬送儀礼の種類は、「死者処遇」、「死
亡通知」、「通夜（遺体安置）」、「葬列」、「埋葬後の共同会食」に代表される。死者処遇：死亡しても、
死者の魂はまだ近辺に存在すると信じられた。そのため、死者の魂をあの世（天国）に送り易く
する儀礼があった。これを「死者援助」Totenpflegeという。他方、死者には超越的力が備わって
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おり、ときおり生者に害を及ぼすと信じられたので、それを封じる儀礼があった。これを「死者
封印」Totenabwehrと呼ぶ。死亡通知：親戚・知人・帰属営業団体・近隣社会への死亡通知は、
それを生業とする「死亡通知人」Leichenbitterが口頭で伝えた。彼は葬列と埋葬への招待人を兼
ねた。やがて、印刷された死亡通知状Totenzettelが郵送されるようになった。それが、さらに
新聞での通知に変化していく。通夜：通夜には蘇生して生きながら埋葬される危険性を避ける機
能があった。だから数日間喪家で遺体を安置した。19世紀に郊外に新設された墓地には、遺体
安置施設がつくられ、やがてその利用へと変容していく。葬列：都市では、帰属営業団体成員に
よって、喪家から教会墓地まで人手か荷車で運ばれた。19世紀以降の郊外墓地には馬車が利用
された。共同会食：通夜でも会食はおこなわれた。喪家や居酒屋でおこなわれた。共同会食は「死
者との会食」を意味した。故人の席を設けたのはその象徴である（Peter Löffler, Studien zum 
Totenbrauchtum in den Gilden, Bruderschaften und Nachbarschaften Westfalens vom Ende des 
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