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1.BurySt_E血unds修道院長 Baldyinと rノルマン征服｣

一危機の時代における修道院の所額維持戦略-

宮 城 徹

はじめに

1066年のノルマンディー公ギヨーム Guillaume,dukeofNormandy(在位 1035-87年)

によるイングランド征服､所謂イギリス史上名高い ｢ノルマン征服 (TheNormanConquest

ofEngland)｣は､イングランド国王にしてノルマンディー公をも同時に兼ねる一人の支配

者が､英仏海峡を挟んでイングラン ドと大陸ノルマンディーを政治的に一つのまとまりを

持った支配領域として同時並行的に統治することを可能にした歴史的事件であった｡1066

年 の 聖 霊 降 誕 祭 に ウ ェ ス トミ ン ス ター で ヨー ク 大 司 教 エ アル ドレ ッ ド

Ealdred,archbishopofYorkの手によって戴冠式を挙げたギヨームは､ノルマン朝初代国

王ウイリアム 1世 William,kingofEngland (在位 1066-87年)として､即位後はその

治世前半を通じてイングランド中 ･北部を中心に頻発したアングロ ･サクソン系貴族勢力

の反乱を鎮圧 して､ノルマン王権による地方支配を確固たるものにして行った｡

rノルマン征服｣という国家的大事業が当該期のイングランド社会に及ぼした影響の一

つは､ノルマン王権が全イングランド的な規模で地方-とその実質的な支配領域を拡大 ･

浸透して行く過程で､旧来のアングロ･サクソン系在地領主から新参のノルマン領主-と

支配階層の大幅な交替が漸次的にではあれ地方レヴェルでも国王ウイリアムの後押しを受

けて強力に推進されたことである｡ノルマン領主のイングラン ド-の定着は､必然的にそ

こに土地保有権と領民支配の主体変更を伴 うものであり､アングロ ･サクソン時代後期に

展開したイングラン ドの領主制 ･農奴制 ･荘園制に及ぼした ｢ノルマン征服｣の影響とい

う観点から従来多くの歴史家が多年に亘って研究を積み重ねて来た主要なテーマであった｡

一方､｢ノルマン征服｣以前の領主層の中には､｢征服｣以後も変わることなく依然として

支配階層としての地位に留まり､前代より引き継いだ広大な所領 とそこに居住する領民に

対 して強大な支配権を行使 し得た者が存在 したこともまた事実である｡アングロ･サクソ

ン時代後期からアングロ ･ノルマン期-の時代的移行を ｢社会の連続性｣という観点から

把握 しようとする場合､このような領主層の存在が､先述のノルマン領主によるイングラ

ン ド-の定着の在 り方をめぐる問題と同様に､11世紀イングラン ド社会の解明にとって多

くの重要な手掛かりを提示するものであることは多言を要さないであろう｡旧支配階層の
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多くが社会的没落の憂き目を見る中､彼等は如何にして ｢ノルマン征服｣の激動期を生き

抜くことが出来たのであろうか｡それは､決して偶然の結果として理解されるものではあ

るまい｡それまでの支配者としての社会的地位のみならず､生命 ･財産の喪失さえしかね

ない危機的状況に直面して､彼等はあらゆる手段を講じて自らの存続をかけて ｢ノルマン

征服｣の難局に当たったに相違ない｡それでは､彼等は如何なる方法によって ｢征服｣を

乗り切ることが出来たのであろうか｡

本稿は､以上のような問題関心から､支配階層としての既存の地位を ｢ノルマン征服｣

以後も喪失することなく保持し続けた封建領主として､11世紀後期のベ リー ･セント･エ

ドマンズ修道院長ボール ドウインBaldwin,abbotofBuryStEdmundsを取り上げ､｢ノル

マン征服｣によってもたらされた混乱の時代に､当該修道院の既得権益を保護するために

彼が実施した諸政策について若干の考察を行 うものである｡

1.ボール ドウインの経歴とベリー ･セント･エ ドマンズ修道院

ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院 (AbbeyofBuryStEdmunds)は､870年にデイン

人との戦闘で殉教した聖エ ドマンドStE血undを守護聖人として､イングランド東部､イ

ース ト･アングリア地方の-州たるサフォークの地に 1020年に創設されたベネディクト会

派の大修道院である｡ボール ドウインは､｢ノルマン征服｣を挟む激動の時期に､1065年

から1097年にかけて当該修道院の院長職を勤めた人物で､1086年に作成された ドゥーム

ズディ=ブック (DomesdayBook)の記載からも明らかなように､ウイリアム1世の下､

国王直接受封者 (tenant-in-chief)としてイース ト･アングリア地方を主たる勢力基盤

に活躍した有力な封建諸侯の一人であった｡ここでは､｢ノルマン征服｣後に彼が実施した

諸政策を考察するに先立ち､そのための予備的作業として､ボール ドウインの経歴と修道

院長就任当時におけるベリー ･セント･エ ドマンズ修道院の権力基盤について概観 してお

こう｡

ボール ドウインは､フランスはシャル トルの生まれで､長 じてパ リのサン ･ドニ修道院

(AbbeyofStDenis)の修道士となった｡指導者としても有能な人物であったらしく､

後に彼は､サン･ドニ修道院より派遣されて､アルザスのレベロー (Leberaw)にある付属

修道院の大助祭職 (archdeacon)に就いている｡修道士として大陸で経験を積んだボール

ドウインが､いつ頃､英仏海峡を渡ってイングランドに遣って来たのか､その正確なとこ

ろはよく分かっていない｡明らかなことは､彼の渡英時期が､アングロ ･サクソン王朝最
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後の国王であったェ ドワー ド証聖王EdwardtheConfessor(在位 1042-66年)の治世中で

あるということだけである｡

イングランドに渡ったボール ドウインの初期の活躍は､意外にも修道士としてのそれと

いうよりも､むしろ博学な医学的知識を備えた高名な医者としてのものであった｡医術に

秀でたベネディクト会派の修道士としての彼の評判は､既にフランス王国内では人々のよ

く知るところであったようで､渡英後は彼の名声を聞きつけたエ ドワー ド証聖王の下でそ

の才能を遺憾なく発揮したことが伝えられている｡特筆すべきは､ボール ドウインが､エ

ドワー ド証聖王に仕えたばかりか､｢ノルマン征服｣後は､ベリー ･セント･エ ドマンズ修

道院長としての要職の傍ら､前代同様､国王の信任厚い医者として､征服王朝の礎を築い

たウイリアム1世とその息子で王位を継承したウイリアム2世William (在位 1087-1100

午)の2代 30年余に亘ってノルマン王権に仕えたことである｡とりわけ､ウイリアム1世

のボール ドウインに対する信頼は頗る篤く､王は自らの病気治癒のためにカンタベ リー大

司教ランフランクLanfranc,archbishopofCanterburyを当該修道院長のもとに遣わして

さえいる｡医者としてのボール ドウィンの名声の高さを伺わせると同時に､｢ノルマン征服｣

後のアングロ･サクソン系旧支配階層の没落が進行する中､如何に彼が新王権の支持を獲

得していたかを推察せ しめるエピソー ドである｡

このように､イングラン ドにおいてボール ドウインが歴代国王の恩寵を獲得することが

出来たのは､その卓越 した医学的資質に負 うとことが大きかった｡この点は､ほぼ間違い

なかろう｡しかしながら､サン ･ドニ修道院の付属修道院副院長の要職を勤めた過去の経

歴からも明らかなように､ボール ドウインが医者としての才能に勝るとも劣らず指導者と

しても優れた資質の持ち主であったことは紛れもない事実である｡ベ リー ･セント･エ ド

マンズ修道院研究の第一人者であるA.グランスデンは､1982年の 『アングロ･ノルマン研

究』に掲載した ｢ベリー ･セン ト･エ ドマンズ修道院長ボール ドウイン､1065-1097年｣

と題する-論文において､｢ノルマン征服｣後､ウイリアム1世によって発給された多数の

特許状にボール ドウインがそれぞれの証人リス トを構成する一人として度々立ち現れるこ

とを指摘している｡周知の通り､ウイリアム1世の治世期は､カンタベ リー大司教ランフ

ランクの主導の下にイングランドの教会改革が強力に推し進められた時期であった｡ノル

マン人による新王朝を確立した直後のウイリアムにとって､王国のほぼ3分の一に相当す

る広大な所領を保有するイングランド教会の刷新は､単に宗教的側面での出来事であるば

かりでなく､王権による新たな教会支配を通じて国家建設に必要不可欠な封建軍隊の増強
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と豊富な資金提供のどちらをも同時に可能にする極めて世俗的な性格をも強く帯びたもの

であった｡そのような状況の中で､ボール ドウインは､ウイリアムの推進する教会政策の

強力な支持者の一人として王国行政の重要な局面に参画し､国王の政治的な野心の実現の

ためにその卓越した能吏としての手腕を如何なく発揮したのである｡ボール ドウインの名

前が多数の国王特許状の証人リス トに記載されているという事実は､ウイリアムが自らの

政策を支える有力な教会領主として当該修道院長を重用し､かつその能力を大いに活用し

たことを如実に物語る証左であろう｡

さて､ボール ドウインが事実上イングランドにおいて頭角を現わすのは､国王の侍医と

しての宮廷での働きが認められて､エ ドワー ド証聖王からディアハース トの教会 (グロー

スターンヤー在)とタイントンの-荘園 (オックスフォー ドシヤー在)を譲渡されてから

である｡その後も､ボール ドウインに対するエ ドワードの恩寵は､国王の死によって両者

の関係に終止符が打たれるまで終生変わることはなかったようである｡最終的に､ボール

ドウインがベリー ･セント･エ ドマンズ修道院長の要職をエ ドワー ドより拝命したのは､

当該修道院のアングロ･サクソン人の修道院長レオフスタンLeofstan(在位 1044-65年)

が死去した 1065年､まさに ｢ノルマン征服｣の前年のことであった｡

ボール ドウインが就任した当時のベリー ･セント･エ ドマンズ修道院は､サフォークを

中心として近隣諸州に広大な所領を保有するイングランドでも有数の大修道院であった｡

ドゥームズディ=ブックの記述からは､1086年の ドゥームズディ調査 (DomesdaySurvey)

当時､修道院の所領が6州 49ハンドレッドの224カ村に亘って散在する大小様々な地所よ

り構成されていたことが分かる｡所領を構成するこれらの地所の大半は､既に ｢ノルマン

征服｣以前よりベリー ･セント･エ ドマンズ修道院長の額主権下に直接的 ･間接的に修道

院の保有するところのものであった.今日では建物の遺構として崩折れた壁面と柱の一部

が僅かに往時の栄華を伝えているに過ぎないが､ベリー ･セント･エ ドマンズの町に建立

された修道院は､地理的にもイングランド東部の6州に跨る広大な所領のほぼ中央部に位

置し､そこを起点に同心円上に広がるサフォークの8ハンドレッドと1/2ハンドレッドに

は､所領を構成する多くの比較的広大な地所が特に集中的に点在した011世紀中葉にベリ

ー ･セント･エ ドマンズ修道院を支えたその経済的基盤は､まさにサフォークのほぼ3分

の1を占め､修道院長が世襲権 (regalianrights)を行使することが出来たこれら多数

の保有地群であった｡修道院にとって所領の中核部分ともいえるこれらの地所は､元々は

エ ドワー ド証聖王の母后エンマ Em皿aによって保有されたものであったが､1043年ないし
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は 1044年に証聖王による譲渡を通じて同修道院の保有するところとなったのである｡

その後のベリー ･セント･エ ドマンズ修道院に関しては､残存する諸特許状 (charters)

の分析から､修道院が ｢ノルマン征服｣に至るまでの2代 (レオフスタン､ボール ドウイ

ン)12年に亘る修道院長在任期間を通じて､エ ドワー ド証聖王を始め国王直属のアング

ロ･サクソン系有カセインの土地寄進を受けつつその支配領域を漸次拡大していったこと

が分かる｡例えば､サフォークのパケナム､コニー ･ウェストン､そしてノーフォークの

カービー一･ケイン等の地所は､11世紀後期に修道院の所領を構成する重要な荘園としてド

ゥームズディ=ブックにも記載されている｡これらの地所は､パケナム (1086年当時)の

課税評価面積 7カルケイ ト､年価値 25ポンドを筆頭に､規模的にもまた収益性の観点から

も､所領経営上､比較的有益な土地資産として位置付けられるが､それらはいずれも ｢ノ

ルマン征服｣以前の譲渡を通じて修道院がェ ドワー ド証聖王より新たに獲得したものであ

った｡同じく､ノーフォークのロッドンの地所は､ ドゥームズディ調査当時､課税評価面

積 3カルケイ ト10エイカ､年価値4ポンドの荘園としてブックに記載されている｡ノーフ

ォーク東部にあってサフォークとの州境に位置するその地所は､修道院長の上級裁判権の

下､プロドFrodoなる人物によって保有されたが､その土地獲得の経緯に注目すれば､｢ノ

ルマン征服｣に先立ち､エ ドワー ド証聖王の家臣で有カセインの一人エルフリック=モダ

ーコープAElfricModercopeが同修道院に寄進したものであった｡

注目されるのは､アングロ･サクソン期このような有力な支配階層によるベリー ･セン

ト･エ ドマンズ修道院-の寄進が､単に土地の譲渡にのみ留まらず､それに付随して様々

な特権の授与をも同時に伴ったことである｡とりわけ､｢ノルマン征服｣以前において王国

最大の授権者であったエ ドワー ド証聖王に関しては､その24年に亘る国王在位期間を通じ

て修道院に対して多くの極めて有益な特権を賦与したことが分かっている｡-レゲル ド

(heregeld)を始めとして､全ての直接課税から当該修道院を免除する免租特権は､まさ

にエ ドワー ド証聖王によって賦与されたものであった｡この内､免租特権の対象となった

-レゲル ドは､ヴァイキング-の支払いを目的に 10世紀末より全国的な規模で徴収された

デインゲル ド (Danegeld)が､後に地租的性格を帯びつつ､ヴァイキング来冠の脅威が著

しく後退 した 11世紀前半に-レゲル ドとして王権の経済的基盤を支える重要な貨幣収入

に転化したものである｡免租特権の賦与は､言うまでもなく修道院に対する国王の恩寵の

顕われに外ならないが､それは結果的に､修道院の富の少なからざる部分が-レゲル ドそ

の他の重税として院外に流出するのを合法的に阻止することで､その後の修道院の経済的
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発展に大いに寄与するものであった｡エ ドワー ド証聖王は､この他にも､例えばベ リー ･

セント･エ ドマンズの町に関する裁判権と貨幣鋳造所の所有権を修道院に対して巨武与して

いる｡ ドゥームズディ=ブックの記述からは､1086年当時のベリー ･セント･エ ドマンズ

が経済的に著しく活況を呈していた様子が伺える｡修道院長の領主権下に家屋 342軒がひ

しめくその町には､麺飽焼き職人､醸造業者､仕立て職人､洗濯人､製靴職人､荷物運搬

人等々､非農業的生産に携わる様々な職業に従事する多数の都市民が居住し､町を信仰生

活の拠点とする修道院の多大な物質的要求に応えることを期待されていた｡その繁栄ぶり

は､｢ノルマン征服｣前夜においてもドゥームズディ調査当時とそれほど大きく異なるもの

ではなかったであろう｡実際､ブックの記載内容から判断しても､エ ドワー ド証聖王治世

期のベリー ･セント･エ ドマンズが､おそらくイース ト･アングリア地方の中でも有数の

市場をその内部に包摂しつつ､多くの商人と商品が行き交う市場町として既に繁栄の端緒

に就いていたことはほぼ間違いないところである｡商業活動の結節点として発展するベリ

ー ･セント･エ ドマンズにおいて､その裁判権と貨幣鋳造所の所有権が､その当時どれだ

けの収入を修道院にもたらしたのか､その正確な数値を算定することは史料的な制約から

ほとんど不可能である｡しかしながら､エ ドワー ド証聖王治世期にその町の年価値が 10

ポンドと査定されていることからも推察されるように､裁判権と貨幣鋳造所の所有権が､

多くの修道士を抱えることで多大な出費を賄わねばならなかった修道院にとって極めて重

要な収入源となったことは明らかであろう｡国王による特権の賦与は､それを行使するこ

とから派生する多くの経済的な利益を修道院が獲得することを公的に確約するものであっ

たのである｡

ところで､このような国王や有カセインによる修道院への土地の寄進や特権の賦与に､

当該期における聖エ ドマンド崇拝の存在が少なからず影響を及ぼしていたことは間違いな

い｡一般に､アングロ･サクソン時代を通じて聖人崇拝が盛んに行われたことはよく知ら

れているところである｡1020年の創設以来､ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院では､そ

の名の通り､聖エ ドマンド (870年にヴァイキングとの戦闘で殉教したイース ト･アング

リアの王)を守護聖人とする礼拝の儀式が執り行われていた｡しかし､聖エ ドマンド崇拝

に著しい高まりが見られるようになるのは､おそらくレオプスタンとボール ドウインが相

次いで修道院長を勤めるようになってからのことである｡とりわけレオフスタンは､修道

院長在任中に､それまで朽ちるに任せるままになっていた聖人の霊廟を新たに再建した｡

言うまでもなく､当該期において､聖人の遺骸が安置された霊廟は､往々にしてそこに紀
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られた聖人にまつわる数々の奇跡諸を生み出すことで､言わば聖人崇拝を広めるための優

れて宣伝効果の高い宗教的集客装置として極めて重要な役割を担うものであった｡信者に

とって求心的な機能を果たす霊廟の再建が､それを契機にイングランド中から聖エ ドマン

ドの加護を願 う多くの巡礼を引き付ける格好の呼び水となったことは容易に推察されると

ころであろう｡聖エ ドマンドに対する礼拝は､レオプスタンの跡を継いだボール ドウイン

の時代においても､聖人崇拝の高まりを背景に一層盛んに執り行われた.国王や有力なセ

インは､聖エ ドマンドに祈願することによって現世における自らの権勢の安泰と来世にお

ける魂の平安を得ようとしたのである｡前述の支配階層による土地の寄進や特権の賦与は､

純粋に信仰心から出た宗教的行為と言う以上に､修道院が礼拝の儀式を通じて信者の願い

を守護聖人に取りなしたことに感謝して､あるいは修道院のそのような聖人-の取りなし

を期待して行われた現実的かつ実利的な行為であった｡こうして修道院は､聖エ ドマンド

崇拝の高揚と聖人礼拝を通じて世俗の支配階層と緊密な関係を取り結びつつ､国王を始め

とする俗人領主から多くの土地の寄進と特権の賦与を受けることでその支配領域を拡大す

ることが出来たのである｡｢ノルマン征服｣前夜､ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院は､

既に特権的性格を帯びた大所領の支配者であった｡

2.修道院長ボール ドウインと国王令状 (1071年)

ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院に創設以来最大の危機が訪れたのは､ボール ドウイ

ンが修道院長に就任した翌 1066年の ｢ノルマン征服｣に始まる征服王朝草創期の混乱の時

代においてであった｡

同時代史料たるアングロ･サクソン年代記 (TheAnglo-SaxonChronicle)を始めとして､

ll･12世紀に作成された幾つもの年代記は､｢ノルマン征服｣後､イングランドの新たな

支配者となれるノルマン人の実質的な支配領域が王国全体に拡大されるに従い､各地でノ

ルマン支配に抵抗するアングロ･サクソン系有力貴族に率いられた反乱が多発 したことを

記録している｡ノルマン人のイングランド-の定着は､軍事的侵略という性格から､必然

的にその過程において非合法的な土地の暮奪や住民の集団的位致 ･虐殺等､多くの暴力的

な不法行為を伴った｡そのことからも､年代記に記された ｢ノルマン征服｣後のイングラ

ンド各地に勃発した反ノルマンの反乱が､征服王朝の下においてもなお残存した多くのア

ングロ･サクソン系在地支配階層のこれまで保持してきた様々な既得権益を新たに入植 し

て来たノルマン領主層が不当に侵害したことに対して起こされたものであったことが分か
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る｡

ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院のあるイース ト･アングリア地方においても､｢ノル

マン征服｣後のノルマン領主によるそのような地方疎開の状況は､それを経験した他の諸

地域と大なり小なり同じであった｡発足後間もないノルマン新政権は､その権力基盤をウ

インチェスターやロンドンを中心とするイングランド南部に置いた｡ベリー ･セント･エ

ドマンズ修道院は､新政権の拠点に比較的近いとは言え､直線距離にしてロンドンの北東

およそ 100キロほど離れたサフォークの地に位置したが､｢ノルマン征服｣後にかの地に所

領を有するようになったノルマン領主の進入 ･定着に際して修道院の既得権益をそのよう

な侵入者達の侵害から免れさせることは出来なかったようである｡残存する幾つかの史料

には､ボール ドウインが修道院長であった初期の時代に､イース ト･アングリア地方に勢

力基盤を置くウイリアム1世配下の有力なノルマン領主によって修道院の財産が不当に纂

奪されたことが記録されている｡かかるノルマン領主による不法行為の存在を指摘する史

料の一つは､ ウイリアム 1世が 1077年に彼の封建家臣であった ウ-伯 ロバー ト

Robert,CountofEu､モンフォール=シュル=リールのヒュ-HughofMontfort-surRisle､

そして伯ギルバー トの息子リチャー ドRichard,sonofCountGilbertに宛てて発給した 1

通の令状 (writ)である｡そこに記された内容からは､ピーターニオブ-ヴァローヌPeter

ofValognesなる人物が､1066年の ｢ノルマン征服｣から件の令状が発給された 1077年の

間のある時期に､従来ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院の支配下にあった人々を同修道

院から不法に奪い去った事実が読み取れる｡令状の中で名指しされたヴァローヌは､王権

に代わって地方統治を行なう際に重要な役割を果たした州長官 (sheriff)職を 1086年の

ドゥームズディ調査当時にエセックスとハー トフォー ドシヤーの2州に跨って勤めた有力

なノルマン領主の一人であったOその外､令状の記述からは､名指しされたピーター以外

にも当該地方に定着した多くのノルマン領主によって当該期の修道院の財産が不当に侵害

されていたことが窺える｡

修道院創設以来最大の危機に直面して､ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院は如何なる

対応策を講 じることでこの難局を乗り切ろうとしたのであろうか｡｢ノルマン征服｣後の当

該修道院を取り巻くこのような困難な状況下において､院長のボール ドウインは､｢征服｣

の結果もたらされた修道院の惨状を国王ウイリアム1世に直接訴えるという行動に出た｡

彼は､修道院の財産に加えられたノルマン領主による不当な権利侵害を彼等の封主である

国王に直訴することによって､｢征服J後著しく損なわれた修道院の既得権益を再び ｢征服｣
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以前の状態に回復しようと努力したのである｡結果として､ボール ドウインは､修道院側

の主張に対するウイリアムの好意的な措置を取り付けることに成功した｡前述の 1077年の

令状は､まさにこのような修道院長の必死の訴えに対して､それに国王が応える形で発給

されたものであった｡クー伯ロバー ト､モンフォール=シュル=リールのヒュ一､伯ギルバ

ー トの息子リチャー ドに宛てられた同令状において､ウイリアムは､これら3人の名宛人

達に対して､ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院の土地と人々が ｢ノルマン征服｣以前に

そうであった如く､(｢征服｣後の現在 (=1077年)においても同様に)如何なる人々の侵

害からも自由で且つ平和な状態にあるよう取り計るべきことを命じている｡また､この度

の直訴の直接の原因を作り出したノルマン領主ピーター=オブ=ヴァローヌに関しては､具

体的にその名を挙げ､修道院に加えられたその違法行為を厳しく戒めた上で､彼が修道院

から不当に捕縛し連れ去った人々を速やかに解放し自由にするよう､3人の名宛人達に指

示している｡そして最後に､ウイリアムは､国王によって発せられた以上の命令が実行に

移された後に､｢ノルマン征服｣後に生じた修道院の既得権益のあらゆる侵害に関して､狙

上のピーターを含め､修道院に対して不正な行為を働いた全ての人々と修道院との間に断

固たる裁きが施行されるべきことを厳命して令状を結んでいる｡

一見して明らかなように､1077年に発給されたかかる国王令状からは､ベリー･セント･

エ ドマンズ修道院が､損なわれた諸権利を回復するに際して､国王から如何に過分な裁定

を下されたのかが判る｡一般に､ウイリアム 1世の治世前半に関しては､｢北部反乱(1068-69

午)｣や ｢-リワー ドの反乱 (1070-71年)｣の諸事情に散見される如く､｢ノルマン征服｣

以後､大陸出身の新参領主層による地方-の進出と定着が在地のアングロ･サクソン系住

氏-の土地の寒奪を始めとする様々な違法行為の頻発を惹起せしめ､しかもそれが一部公

然と黙認される状況にあったことが知られている｡アングロ ･サクソン系旧支配階層を取

り巻く環境がこのように極めて厳しい状況にある中で､修道院が令状の内容に反映された

ような国王の好意的な支持を獲得することが出来たのは､おそらくは院長のボール ドウイ

ンがその類まれな医術の才で国王掛かりつけの医師としてウイリアムの篤い信頼を得てい

たことに少なからず影響されたものであった｡｢ノルマン征服｣後のボール ドウインが､修

道院の既得権益をノルマン領主の侵害から防衛するに際して､新たな国王との間に構築し

ていた彼の人的ネットワークを最大限に利用したであろうことはほぼ間違いないところで

あろう｡

もっとも､ボール ドウインのそのような人的紐帯関係を介しての熱心な懇願のみが､修
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道院に対する国王の恩寵を獲得する唯一の方法であった訳ではない｡その点で注目される

のは､ボール ドウインが､｢ノルマン征服｣に先立ち､おそらくは修道院の諸権利を恒久的

に確保する目的で､1065年に彼を院長に任命 したェ ドワー ド証聖王より修道院の保持する

諸権利に関して予め確認と認可を獲得していたことである｡それは､ボール ドウインの院

長職就任当時に修道院が既に保持していた8ハンドレッドと半ハンドレッドに関する権利

を改めて確認するものであり､加えてベリー ･セント･エ ドマンズの町における貨幣鋳造

人の任命権を修道院に対して認可 ･付与するものであった｡エ ドワー ド証聖王によってな

されたそのようにある種公的な確認と認可が､その後､広大な特権的所領とそれに付随す

る諸種の権利を修道院が保持する際の極めて強固で且つ正当な根拠となったことは言うま

でもなかろう｡ボール ドウインは､国王による公の確認を取り付けることで､将来に予想

される修道院の既得権益に対する様々な権利侵害に対応しようと企図したのである｡その

ような修道院長の明らかにある種戦略的な行為には､その背景として､土地資産の保有を

始め様々な権利の保障に関して､｢記憶｣への依存から ｢記録｣-の依存-と大きく性格転

換する極めて重要な時期と見倣される当該期の時代状況が大きく影響を及ぼしたものと思

われる｡前述の 1077年のウイリアム1世による令状の発給は､ボール ドウインのそのよう

に時流を読みつつ将来を見据えた所領管理政策の一環としての文書記録の利用が､｢ノルマ

ン征服｣後の混乱期に出来した現実の危機に直面してその有効性を試され､結果として彼

の思惑通り一定の成果を挙げたものとして理解 ･評価することが出来よう｡

残念ながら､修道院の諸権利に関してエドワー ド証聖王によってなされた上記の確認 ･

認可が､1077年の令状の発給に際してどのように利用されたのか､史料は黙して何も語ら

ない｡同様に､令状の中でウイリアム 1世によってその実施が厳命された当事者間での断

固たる裁きに関しても､その経緯にせよ､あるいはその後の顛末にせよ､一切の記録が欠

けている｡裁定に至るまでの過程で､修道院の諸権利に関するエ ドワー ド証聖王治世期の

確認 ･認可は､具体的にどの程度､またどのような方法で修道院側に有利になるように活

用されたのか｡そもそも､令状の発給後に裁きそれ自体､本当に実施されたのか｡それら

の疑問点に直接言及する史料が欠如していることから､裁きの実際のところは全く不明で

ある｡しかしながら､全体的に修道院に好意的なその内容に加えて､特に ｢ノルマン征服｣

以前の状態-の原状回復を強調する令状の文言より推察すれば､｢ノルマン征服｣後に損な

われた修道院の諸権利を回復するためにボール ドウインが行なった国王ウイリアム-の直

訴とその結果としての令状の発給に際して､エ ドワー ド証聖王によってなされた前代の確
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認と認可が修道院による諸権利保持の正当性を保障する重要な根拠として有効に利用され

た可能性は極めて高いと考えられるoまた､1086年に実施された ドゥームズディ調査にお

いて､修道院が土地資産その他の既得権益に関して従来通りの支配権をしっかりと保持し

ていた事実から判断すると､不正な行為を臥して修道院の纂奪された土地資産を返還する

ために計画された令状中の裁きも､3人の有力な名宛人達によって実際に開催された可能

性が高いこと､その際､エ ドワー ド証聖王治世期になされた諸権利の確認がかかる裁きの

過程でも効果的に活用され､修道院の損なわれた諸権利の回復に大いに役立ったであろう

ことが推察される｡

3.国王のイースト･アングリア統治政策と修道院

1071年の令状に反映されたベリー･セント･エ ドマンズ修道院に対する国王の好意的な

対応を理解する際に十分考慮されねばならない重要な点は､これまで述べてきたような国

王と修道院長との個人的な紐帯関係や修道院側の戦略的な活動もさることながら､令状の

発給に当該期のイース ト･アングリア地方を取り巻く不穏な社会状況の顕現とかかる地方

統治上の不安定要因を除去するための国王側の明確な政治的意図が大きく影響したことで

ある｡

ノルマン王権樹立直後のイングランドにおいては､｢征服｣後間もない 1068年から69

年にかけて､ノルマン人の支配に敵対するアングロ･サクソン系有力貴族に率いられた反

政府勢力が､イングランド北部のヨークとダラムを中心に ｢北部反乱｣と呼ばれる大規模

な武装蜂起を引き起こしている｡反乱それ自体は､国王ウイリアム1世の迅速な対応の下､

ノルマンとアングロ･サクソンの混成部隊で編成された強力な遠征軍の派遣によって､反

乱勃発後､時を置かずして直ちに鎮圧される｡しかしながら､王権側にとって反乱の禍根

を完全に絶ち切るまでには至らなかったのは､反乱に加担したアングロ･サクソン系有力

貴族の内､ノーサンプリア伯モーカーMorcar,earlofNorthumbriaやシワー ド=バーン

SivardBarnといった首謀者達の主だった者を捕縛 ･処分することが出来なかったことで

ある｡そのため､｢北部反乱｣の失敗によって国内外に四散 ･逃亡した反ノルマン勢力は､

-リワー ドHerewardという新たな指導者の出現をも得て､再びノルマン支配の打倒を実現

すべく倦土重来を期してイース ト･アングリア地方のイーリー島に結集することになるの

である｡さらに､1070年から71年にかけてのイーリー島を舞台に激戦が展開される所謂

｢-リワー ドの反乱｣前夜においては､このような反ノルマン支配を標梼するアングロ･
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サクソン系旧支配階層の動向にデンマークのヴァイキングが呼応 して､大艦隊を編成し大

挙して当該地方に来遥すると言った緊急事態をも発生するOこうして､｢征服王朝｣樹立後

間もないノルマン新政権にとって､イース ト･アングリア地方における統治状況の急速な

悪化は､国内の治安の維持を根底から揺るがしかねない深刻な問題として､決して看過す

ることの出来ない政治的 ･軍事的解決が急がれる最重要課題となっていたのである｡

イース ト･アングリア地方において醸成されつつあった反ノルマンの機運は､1066年の

｢ノルマン征服｣以後ウイリアム 1世が一貫して採って来たアングロ ･サクソン人に対す

る支配の在り方に大幅な修正を迫るものであった｡すなわち､ウイリアムは､これまでの

懐柔政策をなお部分的に継続する一方で､アングロ･サクソン系旧支配階層に対して強引

とも言える対応を強行 して行くようになる｡国王による政策の転換は､明らかにイース ト･

アングリア地方を念頭に置きつつも､名目上はイングランド全体を視野に入れた教会改革

の実施という形で強力に推 し進められた｡特筆すべきは､改革の名の下､カンタベリー大

司教を始め､当該地方に広大な所領とそれに付随する広範な諸特権を保持 していた従来の

アングロ･サクソン系高位聖職者の主だった者達が罷免され､その後彼等に替えて空位と

なった聖職に国王の信頼の篤い大陸出身者が宛がわれたことである｡

国王の意向が全面的に反映されたこのような高位聖職者の罷免と叙任は､1070年の復活

餐 (4月4日)と聖霊降臨祭 (5月 23日)にウインチェスターで開催された教会会議にお

いて決定された｡2ケ月を置かず して相次いで開かれたこれら2度に亘る会議での審議の

結果､カンタベリー大司教ステイガンドStigand,archibishopofCanterburyを始めとし

て､エルマム司教エセルマーAethelmaer,bishopofElmham､セルシー司教エセルリック

Aethelric,bishopofSelsey､そしておそらくはセント･オールバンズ修道院長エッグフ

リスEcgfrith,abbotofStAlbans､さらにはピーターバラ修道院長ブランドBrand,abbot

ofPeterboroughと言ったアングロ ･サクソン人の有力な教会領主達がその職を追われる

ことになった｡

一方､空位となったカンタベ リー大司教には､元ペック修道院長で､後にイングラン

ド教会の改革推進者としてウイリアム1世の下で卓越した政治手腕を発揮するパヴィア生

まれのイタリア人ランフランクが若干の空位期間を経て後に叙任された｡ステイガンドの

罷免に伴い､かつて彼がカンタベリー大司教の要職と共に兼任 していたウインチェスター

司教には､フランスはルーアン大司教座教会の元参事会員で､ウイリアム 1世の書記官を

務めていたウェ-クリンWalkelineがその後任として就任 した｡また､セルシー司教とし
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てチチェスターを中心にイングラン ド南部の布教区を新たに任されたのは､同じくウイリ

アムの書記官として国王宮廷で活躍したステイガンドStigand,bishopofSelsey(カンタ

ベ リー大司教ステイガンドとは別人)なる人物であった｡エルマム司教には､国王のチャ

ンセラーであったハーフアース トHerrast,bishopofElmhamが就けられた｡ブランドの失

脚後､ピーターバラ修道院長に任命されたのは､ノルマンディーはフェカン (Fecamp)の

修道士出身でマ-ムズベ リー修道院長 の経歴 を持つ ソロル ド Turold,abbotof

Peterboroughなる人物であった｡イングランド北部の布教に責任を負ったヨーク大司教座

教会では､1069年のエアル ドレッドEaldred,archbishopofYorkの死去以降､大司教の

座はウインチェスター教会会議が開催される 70年の半ばに至るまで空位のままであった

が､同会議での決定を受けてノルマンディーはバイユー司教座教会の参事会員であった ト

ーマスThomas,archbishopofYorkが新たに大司教として叙任されることになった｡

1070年の教会会議でアングロ･サクソン系高位聖職者が罷免されたのは､如何なる理由

によるものであったのか｡同会議では､罷免の理由として､(1)アングロ･サクソン系高

位聖職者の夫々の聖職-の叙任が手続き上著しく正当性を欠く無効なものであったこと､

また､(2)聖職叙任後のその宗教生活が教会法の定める厳しい禁止規定に完全に抵触する

ものであったこと､等が大きな問題として取 り上げられた｡

実際､例えば､ピーターバラ修道院長であったブランドは､当該聖職-の選出を､アン

グロ･サクソン王家の末商で､北部反乱の際には反ノルマン勢力の旗頭としてウイリアム

1世に謀反 ･敵対したエ ドガ-=アセ リングEdgarAethelingに懇請 ･認可を受けたとの理

由で､修道院長の職を剥奪された｡

同様に､セルシー司教のエセル リックは､カンタベリー大司教ステイガンドによる叙任

を答められ､結果として罷免されるに至った｡ステイガンドは､かつてイングランド王位

を巡ってウイリアム1世と俵烈な継承権争奪戦を繰 り広げたアングロ ･サクソン系の最有

力貴族ウェセックス伯ハロル ドHarold,earlofWessexの熱心な支持者であった｡なによ

りも､1066年のエ ドワー ド証聖王の崩御に際して､王位継承者として賢人会議の支持を逸

早く取り付けたハロル ドに戴冠式を執り行ない､イングランド国王に聖別 した者こそ､ス

テイガン ドその人であった｡勿論､ステイガンドがセルシー司教にカンタベ リーの修道士

であったエセルリックを叙任した当時､ウイリアムは未だイングランドの王冠を獲得して

はいなかった｡如何に強大な権力を保持 していたとは言え､彼の地位はなおフランス国王

より大陸はノルマンディーの公国を授封された有力な封建諸侯の一人に過ぎなかった｡そ
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れにも拘らず､1070年の教会会議では､｢ノルマン征服｣以前に行なわれたエセルリック

の叙任が､将来の国王たるウイリアムに敵対した､換言すれば､時間的ずれこそあれ､王

権に対する謀反人であるステイガンドによってなされたことが､手続き上､著しく正当性

を欠く無効な行為であったと拡大解釈されたのである｡

もっとも､罷免の名目上の理由が如何なるものであれ､1070年の教会会議で下された決

定が､教会法に抵触する純粋に宗教的な要因によると言うよりも､A.ウィリアムズが既に

指摘しているように､明らかにイース ト･アングリア地方の風雲急を告げる社会情勢を背

景に､国王ウイリアム 1世の明確な政治的 ･軍事的な意図より発せられたものであったこ

とはほとんど疑い得ない｡

罷免の理由が単に便宜的な口実に過ぎなかったことは､対象となった高位聖職者の中で

も､とりわけエルマム司教の要職を解雇されたエセルマーの事例から比較的容易に推察す

ることが出来るOその場合､エセルマーが罷免さるべき理由として教会会議で問題とされ

たのは､教会法で禁じられていた聖職者の妻帯に彼が該当したことであった｡かつて､ウ

イリアム1世は､イングランド教会の改革を条件にローマ教皇アレクサンデル 2世 Pope

AlexanderⅡ (在位.1061-73年)の支援を取り付けることに成功することで､血縁的には

ほとんど関係の薄いイングランド王位を継承するための軍事的遠征､すなわち 1066年の

｢ノルマン征服｣の正当性を担保することが出来た｡｢ノルマン征服｣の軍事行動を起こす

に際して､ウイリアムは､その当時の悪評高いイングランド教会の腐敗堕落をことさら問

題視して､抜本的且つ早急な改革の必要性を認識するに至ったローマ教皇庁の宗教的な意

向を､イングランド王権の奪取という自らの世俗的な目的達成のために巧みに利用したの

である｡その際､聖職売買 (sl'monla)と並んで､イングランド教会に蔓延る腐敗堕落のも

う一つの要因とされたのが､エルマム司教エセルマーの罷免理由ともなった聖職者による

妻帯 (Nicholatism)であった｡確かに､｢ノルマン征服｣期のイングランドにおいて聖職

者の妻帯は特別珍しいことではなかったし､実際､問題のエセルマーが妻帯聖職者であっ

たこともまた疑う余地の無い事実である｡ しかしながら､同じように聖職者妻帯の禁を犯

しながらも､答められることなく､依然として高位聖職に留まった者がアングロ ･ノルマ

ン期を通じて少なからず確認されることから､妻帯がエセルマー罷免の本当の理由でなか

ったことは明らかであろう｡なによりも､エセルマーの後任としてエルマム司教に叙任さ

れたハーフアースト自身が妻子持ちであった｡

それでは､1070年の教会会議で決定された多数のアングロ･サクノン系高位聖職者の罷
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免の本来の理由とその目的は何であったか｡ここで想起すべきは､罷免の対象となった者

達の中に､当時､統治の困難が懸念されていたイースト･アングリア地方を拠点に広大な

所領を保持した有力な教会領主が少なからず含まれていたという事実である｡イースト･

アングリア地方における治安の悪化は､ノルマン支配の強化に伴うアングロ･サクソン系

在地領主層の反発という内的要因に､｢北部反乱｣の残党で反ノルマン支配を標揺する諸勢

力の同地方-の集結とデンマークからのヴァイキングの来蓮という外的要因が加わって､

1069年末から70年初頭にかけて急速に増幅されたものであった｡また､先の ｢北部反乱｣

の加担者の中にはイースト･アングリア出身と目される者達が多数含まれており､しかも

彼等の経済的基盤となる多くの保有地が同地方に広大な所領を保持する有力な教会領主達

によって提供されていたことも､治安の悪化に悩むウイリアム1世にとっては大きな懸念

材料になっていた｡おそらく､国王側は､この度のイースト･アングリア地方における反

ノルマン勢力の不穏な動きに関しても､その背後に彼等の支援母体としての教会領主層の

存在がこれまで同様密接に関係していたことを十分に認識していたに相違ないOそれだか

らこそ､王権に仇をなす勢力に与する､あるいはその可能性ありとの嫌疑をかけられたか

の地の高位聖職者達は､ウインチェスターでの教会会議の席上､明らかに強引とも言える

手法ながらも教会法に定められた宗教的理由によりその職を罷免されねばならなかったの

である｡ウイリアム1世が､イースト･アングリア地方に大きな影響力を行使 し得た彼等

アングロ ･サクソン系高位聖職者を罷免することで､同地方における教会勢力と反ノルマ

ン勢力の政治的 ･経済的な紐帯を断ち切ろうと企図したことは明白であった｡国王は､強

引ともいえるそのような罷免を断行した後､空位となったそれぞれの高位聖職に後任とし

て自らの息のかかった主として大陸出身者を送り込むことによって､著しく悪化した同地

方の治安を再び回復 ･強化しようとしたのである｡ピーターバラ修道院長ブランドの罷免

後､新しく修道院長に任命されたソロル ドは､160人の鎧 ･兜に身を固めた騎士の一団を

引き連れて当該修道院に赴いたことが知られているが､そのエピソー ドは､アングロ･サ

クソン系高位聖職者の罷免の背後に潜む国王側の政治的 ･軍事的な思惑をよく表わしてい

ようD明らかに､1070年のウインチェスター教会会議での決定は､高位聖職者の交代を挺

子に､地域コン トロールの再編･強化を目指した著しく非宗教的性格の強いものであった｡

それでは､このように罷免の憂き目に遭った多くの高位聖職者達に対して､同じくイー

ス ト･アングリア地方の教会領主でありながら､ウイリアム1世より特段の配慮を受けた

ベ リー ･セン ト･エ ドマンズ修道院長ボール ドウインに関しては､国王との間にどのよう
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な関係が構築されていたと理解すればよいのであろうか｡1070年の教会会議での決定に窺

われる国王の意思に翌71年に発給された国王令状の内容を相互関連的に考察すれば､そこ

にイースト･アングリア地方の統治を巡る国王の当該修道院長-の並々ならぬ期待を看取

することが出来る｡国王にとってボール ドウインは､ベリー ･セント･エ ドマンズ修道院

長であると同時に信頼の置ける有能な侍医であり､王国行政においては特許状の証人リス

トに度々その名が記されていることからも明らかなように､樹立後間もない新政権の中で

その行政手腕を高く評価された人物であった｡何よりも､反ノルマン支配の機運が高まり

つつあった当時においては､彼は相対的に数少ない大陸出身の修道院長であったのである｡

イースト･アングリア地方での統治の困難に直面したウイリアムが､損なわれつつあった

ノルマン支配の再強化をその地に大きな影響力を持つボール ドウインに期待したとしても

何の不思議もなかろうOまさしく､ボール ドウインとその修道院は､同地方において王権

による支配を貫徹するための強力な横としての役割を果たすことを国王より期待されたの

である｡1071年の国王令状に示されたベリー ･セント･エ ドマンズ修道院へのウイリアム

1世の好意的な対応は､同修道院に寄せられた国王の期待の大きさの表われであったと理

解することが出来よう｡

おわりに

1066年の ｢ノルマン征服｣以後､ラムジー修道院やイーリー修道院等､イース ト･アン

グリア地方に拠点を置く大修道院の多くが､ノルマン領主の地方-の進出 ･定着の過程を

通じて前代より保持して来た所領を始め多くの既得権益を侵害 ･剥奪された｡そのような

状況の中で､ベ リー ･セント･エドマンズ修道院は､｢ノルマン征服｣に伴う教会財産の喪

失を比較的最小限度に止めることが出来た｡それを可能にしたのは､当該期に修道院長と

して活躍したボール ドウインの功績によるところが大きかった｡彼は､ウイリアム1世よ

り全幅の信頼を受けたその侍医としての立場や､王国行政で重責を果たした能吏としての

役割等､国王との密接な人間関係を十二分に活用することで､前代までに獲得された修道

院の豊かな資産をノルマン領主の侵害から堅守することが出来たのである｡彼によって促

進された教会財産の維持 ･管理-の文書記録の積極的な導入も､それに大きく貢献した｡

もっとも､ボール ドウインの一方的な対応のみが､教会財産を守ったのではない｡それが

位置するイース ト･アングリア地方における不安定な社会情勢が､修道院にとってはとり

わけ有利に働いた｡ボール ドウインと修道院は､国王の期待に応えるべく､同地方でのノ
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ルマン支配の推進者としての役割を果たすことによって､征服期の混乱を掻い潜り､修道

院のその莫大な資産を維持 ･管理することが出来たのである｡
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2.中世イングランド司教-修道院長の統治戦略

-ハーバー ト-ロシンガを中心に-

山代 宏道

はじめに

中世イングランドのイース ト-アングリアにおいて修道院が建設された動機について､

T.ペステルは､建設者による魂の救済-の願いとともに､政治と教会とが協同したところ

で修道院建設がもった象徴的重要性に注目している｡修道院の立地は社会的 ･政治的脈絡

の中で決定されていった｡また､多くの修道院が世俗的力を示すことを重視していたと主

張されるが [pestell,MFS,p.199]1)､この点は､司教たちについても同様のことが言え

るのではないか｡ここでは司教座付属修道院をもっていたノリッジ司敬 (-修道院長)､と

くにハーバー トエロシンガ (HerbertLosinga,在位 1091-1119年)の事例を取り上げて､

かれの司教区統治に見られる ｢戦略｣を明らかにしていきたい｡

ペステルは､1120年までにイース ト-アングリアで建設された 33修道院の分布を示し

ているが [Pestell,Mrs,p.200Fig.1;Pestell,Landscape,p.164Fig.37,]2)､それら

の事例に見られる特徴は､城と修道院の結合､すなわち領主の根拠地がもつ属性と関係 し

た修道院建設であった｡1120年までに､12の海外修道院付属子院 (aliencells)をのぞ

く21の修道院のうち7つが城付近に建設されたC4つがノリッジ司教座付属修道院の子院

であった｡例外はBinham修道院であり､それはStAlbansAbbeyの子院となる｡また､9

の修道院は城 と分離 していたが､ 3つは現存の小教区教会の場所に建設されたもの

(Edwardstone,Hempton,WestAcre)であり､大部分はアウグステイヌス派修道院として

建てられたものであった [Pestell,Mrs,p.203]｡

1120年までに､修道院の景観は建設場所と建設者についてはシステマテイクなものとな

っていた｡例外は5つの修道院を建設したノリッジ司教ハーバー トエロシンガであったが､

かれの場合､建設動機として ｢王朝的関心｣(dynasticinterests)と呼べるものを指摘で

きるのかもしれないOかれは修道院建設に際して独自の政治的意図をもっていたようであ

る [pestell,肝S,p.203.]3)｡

1 ハーバー トエロシンガの経歴

13世紀ノリッジ司教座付属修道院の修道士で年代記作者であるBartholomewCottonに
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よると､ハーバー ト-ロシンガは､ノルマンディーの0Ximenian地方の生まれであったよ

うである [saunders,FirstRegister,∫.1;Harper-Bill,Acta,p.xxviii;Wollaston,

Herbert,p.22.]｡そして､ノルマンディーにあるフェカンプ修道院の修道士から､副修道

院長にまでなったベネディクト派修道士であった [pestell,肝S,p.204.]Oさらに､ノル

マン征服後のイングランドに渡りラムゼ-修道院長となる｡かれがなぜ､同修道院長にな

れたのかという疑問に関しては､F.バーローの見解が示唆的であるO征服後､国王ウイリ

アム1世 (在位､1066-87年)やカンタベリー大司教ランフランク (在位､1070-89年)は､

新たに任命される修道院長としては次のような資質が必要であると考えていた｡すなわち､

修道院長は､その聖性と学識はもちろんであるが､それだけでは十分でなく､強さと決断

力､さらに十分な世俗的知恵 (prudentia)が必要とされた｡こうした点で著名であった修

道院長が､セント-オーバン修道院長ポール (在位､1077-93年)､ウエス トミンスター修

道院長ギルバー ト-クリスピン(在位､1085頃-1117/18年)､そしてラムゼ-修道院長(荏

位､1087-1090/91年)となったハーバー トエロシンガである [Barlow,1066-,p.186;HRH,

EW,p.62.]｡C.ハーバー-ビルは､1087年ウィリアム2世がハーバー トを修道院長に任命

したと指摘している｡任命者がウィリアム2世であったとしても､当時の修道院長につい

て期待された資質は同様であろう｡12世紀の歴史家オルデリック-ヴイタ-リスは､ハー

バー トがウイリアム 2世の国王チャプレンの 1人であ り､寵臣であったとしている

[Harper-Bill,Acta,pp.xxviii-xxix.]｡

その後､ハーバー トエロシンガは､国王ウイリアム2世 (在位､108711100年)のとき

に､イース ト-アングリア司教となるのである｡かれが司教に就任したとき､司教座はセ

トフォー ド (Thetford)にあった｡1070/71年頃にイース ト-アングリア司教 --ファー

スト(Herfast,Erfast,在位 1070-1084/85年)によって同地に司教座が移動されていた

4)｡バーローは､ハーバー トがウイリアム2世の ｢友人｣であったとみなしているが､少

なくとも､国王の ｢心にかなった人物｣であったことは間違いない｡かれは司教に任命さ

れるためにシモニア (聖職売買)の罪を犯したとして､1094年ころローマ教皇庁に出向き

ウルバン2世 (在位､1088-99年)に対して悔俊行為をおこなった｡そして､ローマ教皇

により司教に叙階されている｡

聖職売買の内容は､ハーバー トが､国王ウイリアム2世に対して､1000マルクを支払っ

て､父親のためにウインチェスターのニューミンスク-(ハイ ド)修道院長職と､自分のた

めにセ トフォー ド司教職 を得た とい うものである [Hollister,HenryI,p.150;
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Harper-Bill,Acta,p.xxix,]｡ウルバン2世を教皇として承認 していなかった国王ウイ

リアム2世と一時的に対立することになったが､まもなく和解 している｡ところで､ウイ

リアム2世にとってのハーバー ト-ロシンガの具体的な貢献内容が何であったのかが問題

となるであろう｡ しかし､この点は､それほど明確ではない｡ハーバー ト側から国王への

金銭の支払いは無視できないが､他方で､国王が､1087年即位直後の反乱鎮圧のためにあ

らゆる支援を必要としており､善政を約束したり､教会の空位司教職を埋めていったこと

にも注目すべきである [山代 『ノルマン征服』p.61.]｡また､ハーバー トはその学識ゆえ

に尊敬され､国王にとって ｢有用な人物｣となった [Barlow,1066-,p.68;山代 『ノルマ

ン征服』p.151;Wollaston,Herbert,pp.23-24;Pestell,MFS,p.204;Dodwell,Herbert,

pp.38-39;Harper-Bill,Church&World,p.284;WM,GRA,∫,p.587.]｡

ハーバー トエロシンガは､教会改革をめぐるカンタベ リー大司教アンセルム (在位､

1093-1109年)と国王ウイリアム2世との対立において､国王側を支持 していた｡たとえ

ば､1095年ロツキンガム会議における彼の態度にそれが見られた [E,HN,p.53-67;山代

『ノルマン征服』pp.67-8.]O司教ハーバー トと国王との関係はおおむね良好であったよう

である｡-ンリー 1世の治世 (1100-35年)においても､--バー ト-ロシンガは常に国

王の忠実な臣下であった [wollaston,Herbert,p,26｣｡-ンリー 1世は､--バー トの

外交能力を高く評価 していたようで､カンタベ リー大司教アンセルムとの叙任権闘争にお

いて､国王側を代表する3人の司教たちのひとりとして､1101/2年にローマ-派遣され

た｡あとの2人の司教たちは､ヨーク大司教ジェラル ド(Gerard)とチェスター司教 Robert

ofLimeseyであった｡興味深いのは､司教ロバー トも､この時期､かれの司教座を十分な

基本財産をもつコヴェン トリー修道院へと移動する承認をローマ教皇から得ようとしてい

たという事実である [Hollister,HenryI,p.150.]｡その点では､ベ リーニセン ト-エ ド

ムンド修道院への司教座移動を意図した司教ハーバー トの意図と似ている｡この旅行の途

中で､司教ハーバー トは リヨン伯ギーに捕 らえられ､身代金 を支払わ されている

lwollaston,Herbert,p.26;E,HN,p.132.]｡ホリスターは､この身代金が教皇庁での活

動資金であった可能性を示唆 しているが [Hollister,HenryI,p.152,]､その資金を身

代金として使ったのだとしたら､教皇庁での当初の目的が実現困難 となったであろう｡結

局､ローマ教皇パスカル 2世 (在位､1099-1118年)がアンセルム-の支持を表明するこ

とで､国王の主張を認めてもらうとい う使節団の使命は失敗に終わった [wollaston,

Herbert,p.28;E,HN,p.133.].ハーバー トエロシンガは､その後もカンタベ リーとヨー
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クの間の首位権論争において､しばしば調停役を担わされている｡1108年にはアンセルム

のためにヨークを訪れ､1116/7年には､カンタベ リー大司教ラルフ (在位､1114-22年)

に同行 してローマを訪問している [山代 『ノルマン征服』pp.50,197-238.]｡

ところで､12世紀に大陸で盛んとなる新宗派修道院であったアウグステイヌス派修道院

のイングランド進出とノリッジ司教との関係はどうであったのであろうか｡いま､ノーフ

ォークに限定すれば､アウグステイヌス派修道院の著名な事例にハーバー ト-ロシンガは

関与していなかったようである｡代表例は､1146年第2代アランデル伯 williamd'Albini

によって建設された PrioryofStJamesatOldBuckenham､また､征服前からチャペル

が存在 し､1100年直後に RicheldeofFervaquesが聖母マリアのために建設した聖所に､

1169年頃に建設された PrioryofStMaryatLittleWalsingham､さらに､1102/1126

年にRalphdeTosnyによって建設された PrioryofStMaryandAllSaintsatWestAcre

などであるが､--バー トはいずれの事例にも直接的には関係 していないようである

[Margeson,Normans,57-60.]｡

他のアウグステイヌス派修道院の初期の事例としては､1130年ころ建設されたPentney

(llolyTrinity,StMary&StMaryMagdalene)､1139年頃のThetford(HolySepulchre)､

1140年頃のCokford(StMary)､1189/99年建設の仙ountjoy(StLaurence)などがある

が､いずれもハーバー ト-ロシンガ死後のものである [HRH,EW,pp.180-1,185,161,176.]｡

したがって､ハーバー ト-ロシンガが､カンタベ リー大司教アンセルムが好意的に支持し

たようには､同時代の大陸で新たな改革派勢力となりつつあり､またイングランドにも進

出していったアウグステイヌス派律修聖職者たちに対して好意的な見解をもっていたのか

どうかを知ることは困難である｡

また､ハーバー トエロシンガ自身を積極的な教会改革者として位置づけることもできな

いであろう｡かれが､国王ウイリアム2世の信頼があつく､イース ト-アングリア司教位

を金銭の支払いと引き換えに獲得 したことはよく知られている｡その後､ローマ教皇のも

とに出向き､悔俊後に再叙任されている｡その限りでは､教会改革に賛同しているかのよ

うであるが､ノリッジ司教区で妻帯聖職者たちが多かった現実については､みずからその

問題を積極的に改革しようとした様子は見られず､むしろアンセルムに対して寛大な措置

を期待する始末であった｡したがって､少なくとも､積極的な教会改革者であったとは言

いがたいのであるが､逆に､大司教アンセルムの熱心な教会改革運動に積極的に反対した

という証拠もない [wollaston,Herbert,p.28. 山代 ｢教会改革運動とノリッジ｣〕Oハ
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-バー トエロシンガの次のノリッジ司教 EborardofCalneは､1121年司教に任命された

が､それまで国王チャプレンであった人物で､子供たちや多くの甥たちに取り囲まれてい

たという [Harper-Bill,Church&World,p.285.]｡このことは､前任司教--バー トの

教会改革における不徹底ぶりを前提にした事態であったと想定されるかもしれない｡

2 ノリッジ司教座の移動

ハーバー ト-ロシンガは､司教に就任 してから､1094/95年頃にセ トフォー ドからノリ

ッジ-と司教座を移動させている [Dodwell,Herbert,p.39.]｡ペステルは､--バー ト

の司教就任は司教座を移動させるためというよりも､司教区の確立に貢献するためであっ

たと評価している｡また､ ドゥームズディ-ブックを手がかりにして､司教座のための土

地 を国王が ノ リッジで授 与 した可能性 を示唆 している [pestel1,MFS,p,205;

Harper-Bill,Acta,p.xxvi.]｡ 国王ウイリアム1世は､司教ハーフアース トに司教座の

ために14屋敷地(dwellings)を与えていた [DB,ii,∫.117a;Harper-Bill,Acta,p.xxx.]｡

ハーフアース トは､征服以前､ノルマンディー公ウイリアムのチャプレンであった人物で

ある [wM,GP,p.150;Harper-Bill,Acta,p.xxvii.]｡ノリッジにおける土地の賦与は､

ウイリアム1世がハーフアース トに､ノリッジで司教座を設立することを期待 していたこ

とを示唆するが､他方でウイリアム 1世は､--ファース トの死 (1084年)後には､ベリ

ーニセント-エ ドムンド修道院長ボール ドウインに司教座を受け入れるよう説得を試みて

いることも無視すべきではない [Harper-Bill,Acta,p.xxviii.]｡ウイリアム2世と-ン

リー 1世の両者も土地を授与しているようである [saunders,FirstRegister,f.2d∴

Pestell,肝S,p.206.]｡また､-ンリー 1世は､Norwich,Lynn,Hoxneにおける定期市

に関するレン ト (rent)や諸権利を与えている [Wollaston,Herbert,pp.34,50.]｡

ノリッジは､アングロ-サクソン期から市場が存在しており､いわば行政､社会､経済

の中心地であったが､10世紀後半までに貨幣鋳造所 (mint)をもっていた｡また､ノリッ

ジには征服後､ウイリアム1世治世から王の城が設置され､イース ト-アングリアにおけ

る国王行政の拠点となった｡1086年までには､イングランドで第4位の大きさのバラであ

ったようである｡したがって､そこに司教座教会が建設されたとしても不思議ではなかっ

た [Ayers,Site,p.63;Pestell,MFS,p.205,]｡

ノリッジ-の司教座の移動に関しては､その原因をめぐって検討が加えられてきている｡

ペステルは､都市ノリッジ内部でもスペースが不足していた状況から判断して､セ トフォ
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- ドを離れた理由が､通説で言われるような同地でのスペース不足であったとは考えられ

ないとしている [Pestell,MFS,p.205.〕｡12世紀の歴史家ウイリアム-オヴ-マ-ムズ

ベ リーは､交易で栄え人口が多い町-の司教座移動をハーバー ト-ロシンガの ｢野心｣に

帰しているが､D.ウオラス トンは､発展する商業中心地-司教座を移すことは､ノルマン

的政策に一致した行動であったと指摘している｡さらにかれは､司教座教会の建設をハー

バー トのシモニア (聖職売買)をめぐる悔俊行為の表れであるとみなす必要もないと主張

して い る [WM,GRA, H,pp.385-6;Wollaston,Herbert,p.25;Dodwell,Herbert,

pp.36-40;Harper-Bill,Church&World,pp.28卜2;Harper-Bill,Acta,p.xxx;Saunders,

FirstRegister,f.4.].

S.マルゲソンは､セ トフォー ドと比べてノリッジは海に近く､経済的重要性が増大して

いったと指摘するO しかし､なかでも､司教座をサフォークのベ リーニセント-エ ドムン

ド修道院へと移そうとする前司教- レファース トやハーバー ト-ロシンガの試みが失敗し

た後､ハーバー トはノリッジを中心とするノーフォークを重視する戦略に転換したとする

ペステルの見解は注目に値する｡ベ リーニセント-エ ドムンド修道院は､前司教との対立

のなかで､1081年には司教支配からの免除特権を国王ウイリアム1世から得ることに成功

していたのである [Gransden,Baldwin,pp,70-1;Margeson,Normans,p.41;Pestell,Mrs,

p.205.]｡しかし､--バー トエロシンガのベ リーニセント-エ ドムンド修道院に対する攻

撃は続けられ､1101年ローマ-行く途中に奪われた身代金は､ベリーニセント-エ ドムン

ド修道院に対する自分の主張をローマ教皇に支援 してもらうために用意していた活動資金

であったといわれる｡結局､その企ては失敗に終わった [wollaston,Herbert,p.29;E,HN,

p,133.]｡

ハーバー ト-ロシンガは司教座教会と付属修道院の建設を開始 した｡かれの立場は､ノ

リッジ司教 と付属修道院長を兼ねるものであった [山代 『ノルマン征服』pp.172-80;

Harper-Bill,Church&World,p.282.]｡すなわち､ノリッジ司教座教会は付属のベネデ

ィク ト派修道院共同体をもつことになったのである [pestell,MFS,pp.207-8.]｡そこに

は60名ほどの修道士たちがいたようである [saunders,FirstRegister,f.1.〕｡司教座

教会 (-付属修道院)の建設に際して､ハーバー トは､司教 (-修道院長)として修道士

集団 (司教座教会参事会)の財産を確保するため､司教との財産分割を実行し､修道士た

ちのために自己の所領の一部を与えたりしている [saunders,FirstRegister,∫.1,∫.3d,

f.4;Harper-Bill,Acta,No.ll;WM,GP,p.152;山代 『ノルマン征服』p.188.]O
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ノリッジ司教座教会を建設するため司教ハーバー トは､国王たちの支援と市民たちの犠

牲によって建設場所を確保していった [pestell,MFS,p.205;Saunders,FirstRegister,

pp.24-5.]｡ハーバー トにとって､同時期に修道院教会堂を再建していたベ リーニセン ト-

エ ドムンド修道院との競争は何よりも重大な関心事であったようである｡教会堂の設計は､

お互いに競って､教会堂の長さを延長するために変更されていった｡しかし､ハーバー ト

の死亡時 (1119年)には､ノリッジ司教座教会堂はいまだ完成するにはいたらず､次の司

教のときに完成する [Dodwell,Herbert,p.42.]｡ライバル関係の厳 しさは､ハーバー ト

が､管轄司教であったにもかかわらず､1095年ベ リーにおける聖エ ドムンドの聖遺物の移

葬儀式に招待されなかったことからもうかがえる｡ペステルによると､--バー ト-ロシ

ンガのノーフォークにおける一連の付属修道院子院の建設も､サフォークのベ リーニセン

ト-エ ドムン ド修道院とのこうした競争の脈絡の中で理解されるべきである [pestell,

MFS,p,206.]｡また､ベ リーニセン ト-エ ドムンド修道院の教会堂再建のために納められ

ていた税 (土地 1カルケイ ト当たり4ペンス)の一部が､司教座教会建設-と回されたこ

ともあったようである [Dodwell,Herbert,p.43.]｡

司教座教会の基盤整備のために､司教ハーバー トは州長官 (シェリフ)ロジャーエビゴ

ッドと土地を交換している [Harper-Bill,Acta,No.21.]｡司教は､かつてセン ト-マイ

ケル教会の土地であり､現在 Tomblandと呼ばれる土地を､Taverhamの土地と共に入手し

た｡ロジャー-ビゴッドの側は､Silhamの 1カルケイ トの土地と､セ トフォー ド近くWykes

の1カルケイ トの土地を入手した｡その交換により､司教はノリッジに大規模な土地を獲

得することで司教座教会の建設が可能となったが､それはまた城に近い場所でもあった｡

さらに､ハーバー トは､1101年には-ンリ- 1世から郊外のソープ (Thorpe)荘園を賦与

されている [Saunders,Firstregister,f.2,f.3;Harper-Bill,Acta,No.12;Pestell,

Mrs,p.210;Harper-Bill,ChurchaWorld,p.284;Dodwell,HerbertLosinga,p.43.]o

B.エイヤーは､司教座教会と付属修道院建設のために､少なくとも1つの知られたアング

ロ-サクソン期の教会と､おそらく3つの教会が境内に取り込まれたと推測しているのに

対 して､N.タナ-は2つと考えている｡4教会とは､ChristChurch川olyTrinity,St

Ethelbert,StHelen,StMaryintheMarshであり､タナ-の場合は､市内で最重要の

stMichaelと､もう1つ ChristChurchを挙げている [Ayers,Site,p.72,p.67地図;

Tanner,Cathedral&City,p.256.]｡
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3 司教の耗拾戦略

1)司教区戦略

ノルマン征服後のイングランド教会で見られた注目すべき特徴として､修道士たちが構

成する参事会をもつ司教座教会の設立がある [山代 『ノルマン征服』pp,172-80｣｡ノリッ

ジ司教座教会もそうした事例のひとつであり､境内にベネディクト派の附属修道院をもっ

ていた｡こうして､ハーバー ト-ロシンガもノリッジ司教と修道院長を兼ねるという二面

性をもつことになった｡

それでは､ノリッジの場合､そこが修道参事会であるがゆえの特性や限界といったもの

を兄い出すことができるのであろうか｡カンタベ リー大司教ランフランクにおいて見られ

たように､修道士出身司教が､修道士たちのために自分の財産の一部を修道士集団 (参事

会)に寄進することがあった｡司教-修道院長であったハーバー トも同様の寄進を行って

いる [Harper-Bill,Acta,No.ll;Wollaston,Herbert,p.34;山代 『ノルマン征服』

p.188.]｡しかし､もし､ハーバー トの財産賦与と､12･13世紀にノリッジ司教たちが､

自分のハウスホール ドのクラーク (聖職者書記)たちのために､個人的に自由になる聖職

禄を十分にもっていなかったこととの間に､何らかの因果関係があるとしたら､それは司

教の司教区戦略に影響を及ぼしたと言わざるをえない｡当時の歴史家ウイリアム-オヴ-

マ-ムズベリーは､後続の司教たちが不満を言わないように､ハーバー トエロシンガが個

人的な財産から寄進 したと述べていることに注目すべきである [wM,GRA,Ⅰ,p,589.]｡

筆者は別稿で､ノリッジ司教区の司教たちによる小教区教会聖職禄の専有問題を検討し

たことがある｡1066年時点で､ノリッジには23-25の小教区教会が存在していたが [Ayers,

site,p.66.]､1086年の ドゥームズディ-ブック時点で､サフォークで364-422の小教

区教会が､ノーフォークで217以上の小教区教会があった｡13世紀末には､イース ト-ア

ングリアで 1349の小教区教会が存在することになったようである [Harper-Bill,Acta,

p.xxvii;Harper-Bill,Church&World,p.283.]｡別稿では､ノリッジのように修道参事

会をもつ司教たちが､自己のハウスホール ドのクラークたちのために自由になる富裕な聖

職禄を十分にはもっていなかったことに注目した [Harper-Bill,Benefjces,pp.129-30;

山代 ｢排除と寛容｣p.57,]｡

ハーバー トエロシンガにとっても､司教座付属修道院-の個人的財産の寄進と､自分の

クラークのための小教区教会の聖職禄専有とはどのように整合的に認識されていたのかが

問題になりそうであるが､ll･12世紀のかれの在位期間には､まだ司教クラークたちの数
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はそれほど多くなく､かれらのための収入や年金の問題もそれほど重大なものとはなって

いなかったのかもしれない｡ しかし､--パー-ビルは､ハーバー トが､司教荘園の十分

の-税を､ノリッジの修道士たちに賦与する際に､すでに司教チャプレンたちが保有して

いたものを除く措置を取っていたことを指摘 している [Harper-Bill,Acta,p.xlviii,

No.ll;Saunders,FirstRegister,f.4.]｡ノリッジ司教区において､小教区教会の聖職

禄を寄進された修道院パ トロンとして､修道院長でもあったノリッジ司教が､小教区教会

の管理をどのような戦略にもとづいて進めていくのか､さらに検討されるべき問題であろ

う｡ノリッジの 50ほどの小教区教会のうち半数が司教座付属修道院に専有されていった

[Tanner,Cathedral&City,p,269;Harper-Bill,Church&World,pp.292,295.]｡司

教が､聖職禄を財源としてみなし､クラークのための聖職禄として獲得 した可能性がある

が [Harper-Bill,Benefices,pp.130-2.]､その場合､司教区のノリッジ市民との関係が

問題となってくるであろう｡なぜなら､聖職禄の専有は､小教区教会や市民たちからの司

教座教会建設のための税の取 り立て問題や､小教区教会が保証すべき市民たちのための司

牧活動をめぐる問題を含んでお り､司教と市民たちとの関係に影響を及ぼしていたからで

ある [Dodwell,Herbert,p.43;Tanner,Cathedral&City,pp.273,277-80;Harper-Bill,

Church&World,p.291.]｡

ところで､ハーバー ト-ロシンガが､イース ト-アングリアのなかで付属修道院の子院

を設立していったノーフォーク重視戦略とはどのようなものであろうか｡たとえば､司教

座教会建設のために修道士たちが一時滞在 していたノリッジ市外にあったセン ト-レオナ

ル ド付属子院 (stLeonard)は､かれらが司教座教会-と移って後も残存 した [Harper-Bill,

Acta,No.ll.]｡司教座教会の建設は遅れがちであり､ペステルの言 うように､ハーバー ト

はノリッジ司教座教会 (-付属修道院)のシンボルとして､小さな付属子院を建設 し維持

したのかもしれない｡セン ト-レオナルズに付属 して聖マイケルのチャペルが建設されて

いたが､それはおそらく計算された行動であった｡なぜなら､以前に存在 していた St

Michael'schurchonTomblandは､ノリッジ司教座教会建設のために破壊されてきてお り､

同名のチャペルはそれに代わるものであったと見なされるからである｡セン ト-マイケル

教会はそれまでノリッジで最も富裕な教会であったようであり､司教座教会設立のための

基本財産を構成 した可能性がある [Saunders,FirstRegister,∫.3∴ Wollaston,Herbert,

pp.12-33;Pestell,MFS,p.208.]5)0
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2)経済的戦略

ノリッジ司教としてイース ト-アングリアの北半分のノーフォークを重視する戦略を取

ったハーバー ト-ロシンガであったが､それは交易 ･市場支配という点で､具体的には､

2つの主要港リン (Bishop'sLynn)とヤーマス (Yarmouth)を重視する戦略として現れた｡

ペステルは､両者の事例において､それらの発展の基礎として容易に理解できるような政

治的原理が存在 していたことが重要であると指摘 している [pesteュl,肝S,p.211.]｡H.

クラークたちも､リンとヤーマスでの修道院建設には共通した司教の動機が働いていたこ

とを指摘している [clarke&Carter,King'sLynn,p.413.]｡

ハーバー トは､リンにおいてはセント-マーガレット修道院 (StMargaret'spriory)

を建設 し､土地や市場開設権 とともに司教座付属修道院に賦与している [Harper-Bill,

Acta,No.15;Clarke&Carter,King'sLynn,p.1.]｡リンは､塩生産において注目され､

ミッドランドからイース ト-アングリアを経由して北海にいたる交易からの税収入が期待

されていた｡また､リンは海運面で､イーリー司教座教会 (-修道院)が保有するウイス

ベク(Wisbech)と競争関係にあった｡ノルマン征服後､ウイスベクの重要性は増大するが､

ノルマン初期には半島北部-市場が新設され､大きな小教区教会が建設されたOすなわち､

教会や市場 といったイ ンフラ整備 が行 われていったわけである [Pesteュl,MFS,

pp.21卜2.]｡

11･12世紀をつ うじてウイスベクとリンはライバル関係にあったが､リンはいくつかの

定住地との保有関係によって､ノーフォーク地方との結びつきを強めていく｡12世紀 リン

の陶器製造は､明らかに､南や西ではなく､東のノーフォークの方を向いていた [pestell,

MFS,p.212,]｡

両者の競合関係は､ウイスベクが早期に出発 したのに対して､リンが後から発展してい

ったと捉えることができる｡ リンの立地は､多くの支流によって特徴づけられており､南

側がナ-ル (Nar)川を含む多くの小規模河川によって横断された低い沼沢地にあった｡新

しい都市の初期のレイアウトからわかることは､まず､市場と歳市を司教が引き継ぎ､市

場を高低水位の中間の低地に開設して市場とみなされなくすることで､国王から通常の市

場税を要求されないようにしていたようである｡また､司教ハーバー トは､ベネディク ト

派修道院であるセン ト-マーガレット修道院をノリッジ司教座付属修道院の子院として､

波止場近くに建設することで通商をコン トロールできる戦略的重要性をもたせている

[pestell,MFS,p.214.〕｡
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リンは､内陸にある司教のゲイウッド (Gaywood)荘園に付属していたが､そのことによ

り､アングロ-サクソン中 ･末期の集配地と結びついていた｡ハーバー ト-ロシンガは､

ゲイウッドの粉挽場 ･教会 ･司教直営地の十分の-税 ･塩田等を司教座付属修道院に与え

ている [Harper-Bill,Acta,No.18.]｡南側は､他の荘園 (GodscroftあるいはWestAcre)

と境界を按していた｡そこには､1101年頃にAllSaintsに捧げられた小教区教会がすで

に存在していたにもかかわらず､同時期にハーバー トがさらにセント-マーガレット修道

院を建設 したことは､この地域全体での定住化が勢いを得ていたことを示 している

[clarke&Carter,King'sLynn,p.113.]｡12世紀初めまでには､リンの潜在的交易力が

開発されていったが､同修道院の建設は､経済的投資として､また､いくつかの潜在的ラ

イバルである交易場所や定住地-の対応として進められていった｡さらに､市場や歳市に

関する国王の認可を得ることは､商人-保護を与え､地方的独占を確立するのを可能にし

たであろう [pestell,肝S,p.215.〕｡1106年頃､聖マーガレット祭市の賦与は､-ンリ

ー1世によって確認されている [Harper-Bill,Acta,p.14.].

ハーバー ト-ロシンガは､港町ヤーマスではセン ト-ニコラス修道院 (StNicholas

priory)を建設した 6)｡ リンでの建設プログラムが競争的であったとすると､ヤーマスで

のそれは緊密な保有上のコントロールを許す立地利用が可能であった01086年 ドゥームズ

ディ-ブックによると､ヤーマスは､24名の漁民を有するバラで漁業拠点であった｡そこ

に司教は､1101/1119年セン ト-ニコラス修道院を子院 として建設 したのである

[pestell,MFS,p.216.]｡それは､ニシンの漁期にのみ用いられたチャペルであった｡教

会堂がすでに建っていたが､ハーバー トは国王-ンリ-1世から既存教会を再建する許可

を得ている｡司教は教会再建にあたって､既存のアングロ-サクソン教会堂を破壊したよ

うである｡かれは､建設したチャペルをノリッジ司教座付属修道院-と賦与 している

[Harper-Bill,Acta,No.ll.]｡ ヤーマスは､セ トフォー ドやノリッジに匹敵するほどの

教会収益を示していたが､それは通行税や漁業交易権からの利益にもとづいていたのであ

ろう [saunders,FirstRegister,f.3,f.3d,f.4d∴ Pestell,Mrs,p.217.】.

ヤーマスの南に隣接してサウスウオル ド (Southwold)という港町があったが､ 伝統的

なベリーニセント-エ ドムンド修道院も同所に付属地をもっており､そこから毎年 25000

尾のニシンを納入されていた｡その港町はヤーマスが興隆することによって打撃を受けた

はずである｡こうした問題も､ノリッジ司教とベ リーニセント-エ ドムンド修道院長との

対立関係の中で検討することが重要であるが､たしかに､サウスウオル ドに対するベリー
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-セン ト-エ ドムンド修道院の特別の配慮が認められる｡従来､サウスウオル ドの住人た

ちは､隣接する Reydon教会を利用していたのであったが､1206年ベリー修道院はサウス

ウオル ドに新たなチャペルを建設 しているのである [pestell,MFS,p,218;Scarfe,

Suffolk,pp.125-6.]｡

ノリッジ司教たちとの争いにおけるベ リー修道院長ボール ドウイン (Baldwin,在位

1065-97/98年)の対応をプロパガンダ的に述べている史料であるハーマンの 『聖エ ドム

ンドの奇蹟伝』(Herman'sDeMl'rcullsSanctlEadmund,1097年作成)に､｢1088年が困

難な年であった｣と述べている｡RobertdeCurzunという騎士が､ノーフォーク州長官ロ

ジャー-ビゴッ トの許可を得てサ ウスウオル ドを奪取 しようとした [Pestelユ,MFS,

p.218;Scarfe,Suffolk,p.125.]O しかし､かれは､聖エ ドムン ドの働きによって､自分

の計画を成功させることはできなかった｡このエピソー ドは､守護聖人エ ドムンドの奇蹟

的働きを強調しているのであるが､さらにそこから窺えることは､ヤーマス教会を所有す

るノリッジ司教からの圧力に対する警告であり､司教ハーバー トの介入が挑発的で､その

地域において歓迎されることのない競争をつくり出していたということであるOさらに､

ロジャーエビゴッドとノリッジ司教座教会 (-付属修道院)の発展との緊密な結びつきで

ある [pestell,MFS,p.219;Wareham,Bigod,p.225.]｡

司教座の移動先としてなぜノリッジが選択されたのかという問題に関しては､ノリッジ

のもっていた政治的 ･商業的重要性が指摘されるべきであろう｡また､ノリッジ-の司教

座の移動が時期的に遅かったことも無視できない｡付属修道院としてベネディク ト派修道

院が建設されたのは､ハーバー ト-ロシンガがベネディクト派修道士出身であったことが

原因であったとしても､かれは常に巨大なベ リーニセント-エ ドムンド修道院をライバル

祝せざるを得なかった｡ したがって､巡礼者を誘致し､経済的利益を増大させるための聖

人を是非とも必要としていたのである｡

ところで､ノリッジにはそれまでサフォークのベ リーニセント-エ ドムンド修道院の聖

エ ドムン ドに匹敵するような聖人がいなかった｡こうした背景において､1144年ユダヤ人

たちによって殺害されたとみなされた 12才の少年ウイリアムの話が､1169年ころノリッ

ジ付属修道院の修道士ThomasofMonmouthによって創作され喧伝されていく｡ トマスは､

夢の中にハーバー ト-ロンンガが現れ､以前は司教座教会の建設資金のために土地が必要

であったが､今では聖遺物をもって収入 をもた らしていると語った と伝 えている

[Margeson,Normans,p.68.]｡ノリッジ司教座教会 (-付属修道院)としては､ベ リーニ
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セント-エ ドムンド修道院や聖エセル ドレダ (Etheldreda)を奉るイーリー司教座教会 (-

付属修道院)のような著名な聖人が不可欠であった 7)0 1151年聖ウイリアムの遺骸の移葬

後には幻視 (幻想 visions)と奇蹟が起きた｡ しかし､聖ウイリアム崇拝は､1150/ 1年

ころをピークとして短期間でその推進力を失っていくQノリッジの修道院共同体では､最

初からウイリアムに関する疑問と留保 (reservations)が存在していたようである｡たし

かに､聖ウイリアム崇拝の事例は戦略的には失敗 したとしか言えないなのであるが､しか

し､一時的にではあれ､巡礼者たちの獲得と経済的利益をもたらすことにかなり成功した

とみなすことができるのかもしれない｡また､ノリッジ市民の側としては､聖人に関する

信仰対象の移行はあったかもしれないが､聖人崇拝における信仰心の衰退といった事態が

生じたわけではなかった [Tanner,Cathedral&City,pp.274-5;Farmer,Saints,p.438;

Harper-Bill,ChurchAWorld,pp.303-4.]O

3)社会的戦略

ハーバー トエロシンガは､ノリッジ司教としてイース ト-アングリアにおける象徴的な

地位の確立をめざしていた｡その場合､かれが､地域のほぼ中心に位置するセ トフォー ド

をどのように捉えていたのかが問題となる｡ハーバー トは､司教座をセ トフォー ドからノ

リッジ-と移動 したのであり､他方､州長官であったロジャー-ビゴッドは､セ トフォー

ドに新たなクリュニー派修道院を設立しているのである｡

アングロ-サクソン末期からノルマン期にかけてセ トフォー ドは大いなる重要性を有し

ていた｡1071年から94年までの間､そこにはイース ト-アングリア司教座が置かれてい

た｡しかし､ドゥームズディ-ブックによると､1086年までにセ トフォー ドの衰退が始ま

っていた｡そこには724人の市民 (burgesses)がいたが､224の空き家屋が存在していた

ようである｡それに反 して､ノリッジは興隆しつつあったことが知られる｡それでもセ ト

フォー ドは､依然として､各種の宗教施設をひきつける大きな町であった.何よりも地理

的重要性が注目される｡それは2州にまたがり､重要な戦略的 ･象徴的結びつきをもって

いた｡ノーフォーク ･サフォーク両州長官として､セ トフォー ドにクリュニー派修道院を

設立したロジャー-ビゴッドの決定事情は容易に理解できる｡同所に関連して､ ドゥーム

ズディ-ブックは 13の教会を記録している｡少なくとも1つの古いミンスター教会が存在

したことが知られるが､おそらく､前司教ハーフアース トが司教座教会として使用してい

たものであろう [Pestell,MFS,p.224;Wareham,Bigod,p.228.]｡

- 33-



州長官ロジャーエビゴッドは､司教座がノリッジ-移動した跡に修道院を設立したと推

測されている｡1101年ハーバー ト-ロシンガとロジャー-ビゴッドの間で行われた土地交

換のように､多くの取り引きが､両者の動きの回りにあったようである｡ペステルによれ

ば､ノリッジとセ トフォー ドの経済的発展は､部分的には国王やイース ト-アングリアの

伯たちによって刺激を受けてきていた｡ロジャーエビゴッドは基本財産を準備したのち､

1103/4年に修道院を設立する｡ルイス(Lewes)から12人の修道士たちが到着している8)0

他方､司教--バー トは､結局､セ トフォー ドでは付属修道院の子院であれ､それを建設

することはなかった｡そのことは､かれが､なによりもノリッジにおける司教座教会 (-

付属修道院)の建設を確実にすることをめざしていたと想定されるのである [pesteュl,

Mrs,p.225.]｡

修道院を建設 した州長官ロジャーエビゴッドにとって､セ トフォー ドは両州の統治を行

うために立地戦略的に重要であった｡それがイース ト-アングリアの中心にあり､ノーフ

ォーク ･サフォーク南北両地域の境界上に位置していたからである｡その意味では､セ ト

フォー ドは､イース ト-アングリアの世俗的あるいは宗教的権威の守護者であった州長官

や司教にとって共に重要であったと言えよう｡とりわけロジャー-ビゴッドにとって､セ

トフォー ド西側の修道院と東側の城をもつことで､その都市的定住地は､実際上､かれの

力と富という ｢双子のシンボル｣ [pestell,MFS,p,227.]の間に挟まれて位置すること

になったのである｡

セ トフォー ド修道院との関連で興味深いのが､地方有力者であったロジャー-ビゴッド

の埋葬をめぐるエピソー ドである｡それは､教会や修道院が地方有力者との関係をどのよ

うに維持 していくのかという問題でもあった｡ハンス-ヴェルナ--グッツは､｢司教 (聖

人)の埋葬地は､政治の対象となった｣と述べているが､地方有力者の埋葬も政治的対象

となったと言える｡ロジャーエビゴッドの遺骸をめぐって､かれの一族やセ トフォー ドの

クリュニー派修道院とノリッジ司教座教会 (-付属修道院)との間で､その埋葬場所をめ

ぐる対立が生じたのである [ゲッツ 『聖と俗』p.191;Pestel,Landscape,pp.189-92.]｡

ロジャーエビゴッドは､かれの意志に反 してノリッジ司教座教会に埋葬されることにな

ったと言えるのかもしれない｡家族はセ トフォー ドでの埋葬を希望していたO他方で､ノ

リッジ司教による埋葬が司教権威-の敬意を示すことであると主張された｡ハーバー トは

イース ト-アングリア地域における司教の力と影響力の増大をめざしていた｡かれは､司

教区内にある修道院の免属特権には否定的であった｡埋葬問題も､そうした司教の戦略と
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の関わりの中で引き起こされた [Harper-Bill,Acta,No.22;Wollaston,Herbert,p.29.]｡

結局､遺骸-の主張をめぐって､1106年国王法廷での裁判が行われることになった｡修道

院が設立される以前に､ロジャーエビゴッドが､自分自身と家族が司教座教会に埋葬され

ることを希望していたとする最終判断がなされた [pestell,MFS,p.228;Harper-Bill,

ChLIrCh&World,pp.30卜2.】｡ロジャーエビゴッドやかれの家族の魂の救済という面でも､

また政治的側面からも､セ トフォー ドはビゴッドの権力基地としての重要性をもち､一族

にとって象徴的重要性をもつはずであった [pestell,肝S,p.229.]｡ しかし､強引に遺骸

をもち帰って埋葬したノリッジ司教の戦略の前に､家族の意図は実現しなかったのである｡

ハーバー ト-ロシンガの社会的戦略のひとつとして病院建設を取り上げることもできる

であろう [orme&webster,Hospitals,p.71地図.]｡かれは､ノリッジとリンにおいて

2つのレバー (ライ病人､ハンセン病患者)用のホスピタルを建設 している｡ノリッジに

おいては､レバー用の病院 stMaryMagdaleneを建設したが [wollaston,Herbert,p.33.]､

ノリッジ市外のセント-ポールズ-ホスピタルは次の司教エヴェラル ド(Everard)の時に

なってから完成した 9)｡病院の共通の特性としては､最初から修道院的体制 (regime)が

導入されていたことである｡毎日8回の祈祷を遵守することが規定された｡こうした施療

院や病院の設立はノルマン征服後に流行していった｡ハーバー トエロシンガの病院建設は､

この新しい形の慈善活動を反映していたとも言えるが､それはノリッジ司教区の司牧者と

しての彼の立場にも合致 していたのである [Ravcliffe,Leper,p.233;Pestell,MFS,

p.221｣｡この後､ノリッジ市内と郊外で､12ほどの病院が建設されることになるが､も

うひ とつの大 きな病院 が StGile'S病院であった [Tanner,Cathedral& City,

pp.269-270.]o

修道院建設による統治戦略と呼べるほどに､ハーバー ト-ロシンガによるホスピタル(柄

院 ･施療院)建設戦略があったのかどうかは明白ではない｡ しかし､司教区における病院

建設は司教としてのリーダーシップが発揮されたとみなすことができるし､また､ハーバ

ー ト-ロンンガが､若い修道士や聖職者たちの教育にも熱心であり､｢司教の学校｣と呼ば

れる文法学校 (grammarschool)を建設 したことも､ベ リーニセント-エ ドムンド修道院

長とのライバル関係においてそれを見るとき､単なる修道院長とは区別される司教-修道

院長としてのハーバー ト-ロシンガの特徴的な統治戦略とみなすことができるのではない

か [Tanner,Cathedral&City,p.271.]｡
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おわりに

べステルは､ノリッジ司教ハーバー トエロシンガの修道院建設を分析することで､かれ

には､ノリッジ司教座付属修道院の子院建設のための立地戦略というものがあり､それが､

かれのイース ト-アングリア司教区統治のための政治的合理性をもつものであったと主蘇

している｡--バー トによる司教座教会 (-付属修道院)の建設規模からは､ベリーニセ

ン ト-エ ドムンド修道院と競争 しながら､かれがノリッジ司教座の権威を高める決意をも

っていたことが窺える｡その場合､かつて､富裕なベネディク ト派のラムゼ-修道院長で

あったハーバー トエロシンガは､同時代におけるベネディクト派修道院の影響力の大きさ

を認識 しながら政策決定を行っていったようである [pestell,Mrs,p.222.〕｡

ノリッジ司教座付属修道院は､ベ リーニセン ト-エ ドムンド修道院を例外として､イー

ス ト-アングリアにおける富裕な修道院となっていったo港町 リンやヤーマス港での海上

交易の増大は地域の中心的都市ノリッジの経済的拡大に貢献した｡地方的拠点を発展させ

ることにより収入増をすばやく実現できた｡可能ならば､拠点に隣接する既存の競合事業

を抑制することも実行された｡ハーバー トエロシンガのリンとヤーマス建設は､イースト

-アングリア (ノリッジ)司教区の東西における地域的重要性をもつものであったO司教

ハーバー トにとって､サフォークにあったベ リーニセン ト-エ ドムンド修道院-司教座を

移動する計画が失敗 したことは､ノーフォークを重視する戦略-の転換を余儀なくさせた

[clarke&Carter,King'sLynn,p.413.]｡かれは､まず､イース ト-アングリア司教区

の北半分を掌握すべく努力したのである｡そのためには､世俗的支配者が地域統治のため

に城を利用したのと同様に､司教は宗教施設である修道院子院を立地戦略的に重要な場所

に建設することで司教区統治をめざす戦略を採用 していったのである [pestell,MFS,

p.223.]｡

註

1) 本稿では紙幅の都合上､出典のみの註は本文中に表記する｡

2) ノーフォーク州のノルマン期修道院については､Cf,Margeson,Nomans,pp.40-60.

3) Nノ1トコック (NeilBatcock)は､ハーバー トエロシンガの行動 ･戦略を ｢司教帝国

主義｣'episcopalimperialism'と呼んでいる｡ Pestell,Mrs,p.204,∩.14;Batcock,

ParishChLll-Ch,p.188.
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4) ハーバー-ビルは､実際の移動を 1075年頃に想定 している｡Harper-Bill,Acta,

p.xxvii,∩.17,

5) 市内のTomblandには､ロジャー-ビゴッドやサクソン伯たち､そして司教の館が存在

していたようである｡Ayers,Site,p.71.

6) 現在､イングラン ド最大の小教区教会｡Harrod,Norfolk,p.186;Seymour,Guide,

p.113;Pevsner,NENorfolk,pp.143-5.

7) エセル ドレダは､679年に死亡したイース ト-アングリア王 Annaの王女であった｡

D.H.Farmer,ODS,pp.148-9.

8) ハーバー-ビルも 1103年頃の設立を示唆 しているが､D.ウオラス トンは､1107年に

設立されたとする｡Harper-Bill,Acta,p.xxx;Wollaston,Herbert,p.29.

9) 病院建設を含む死生観の問題については､山代 ｢生と死｣参照｡
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