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11世紀後期Crowland修道院の所領景観

宮城徹

TheLandscapeoftheEstatesofCrowlandAbbey
intheLateEleventhCentury

TornMIYAGI

要旨

本稿では、イングランド東部に位置するクローランド修道院を例に、土地経営の観点から11

世紀後期におけるその所領景観を考察した。10世紀中葉の再建以後、聖・俗の有力な士地所有者

を中心に複数の人々からの土地の寄進を通じて形成された修道院の所領は、多数の地所が複数の

州に跨る形で広範囲に亘って分散保有される当該期の封建所領に典型的な散在所領であった。そ

れぞれの地所は、村落という形をとりながらも、領主たる修道院によるその支配は必ずしも一様

ではなく、修道院が村落全体を一円的に支配する「一村一領主型」の地所よりも、一つの村落を

複数の領主が分割支配する「一村多領主型」の地所が圧倒的に多かった。それらの村落は、大部

分が領主直営地と農民保有地とで構成される荘園として経営され、領主たる修道院を経済的に支

えたのである。農村集落の周辺部に広がる広大な農耕地の存在によって立ち現われる農業的景観

は、牧草地と放牧地並びに森林地の存在によって牧畜的景観を加味され､全体として11世紀後期

におけるクローランド修道院の所領景観を形作っていた。

キーワード：修道院、所領、荘園、ノルマン征服、ドウームズデイーブツク

はじめに

イギリス史において景観(Landscape)を歴史学研究の重要なテーマとして探究するようにな

るのは、1950年代に始まるW.G.ホスキンズの先駆的研究を噴矢とする。ホスキンズは、政治史や

経済史の社会経済史的研究が歴史研究の主流であった当時にあって､景観が単なる「自然の風景」

に留まらず､人間活動の歴史的営為の所産としての｢文化の風景」に他ならないことを看破して、
（1）

それぞれの時代に展開する歴史的重層'性を持つ風景の特色を見事に活写して見せたのである。そ

の後、「景観」の歴史学的研究は、考古学等の周辺補助科学の研究を援用しつつ多くの成果を上げ

たが、それはまた同じく1950年代より本格化する地域史研究の、従来の研究に比べて遥かに精級
（2）

で個別具体的な種々の研究成果にその多くを負うものであった。わけても中世史の分野では、史

料が比較的豊富に残存する教会所領を考察の対象に優れて実証的なモノグラフが多数刊行された。
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E.ミラー（イーリー修道院）やR.ラフティス（ラムジー修道院)、F.R.H.デュ・ブーレイ（カン

タベリー大司教座教会)、E.キング（ピーターバラ修道院）等、1950年代から70年代にかけての

諸研究が、それぞれ個別の教会大所領に関して領主権の存在様態を中心に士地保有権の構造や所

領経営の動向を比較的長期のタイム・スパンで考察することで、多くの示唆と貴重な知見を提供
（3）

するものであったことは夙に知られているところである。

一般に、中世イングランドにおける封建社会の確立期と目される11世紀後期に関しては、当該

期の「景観」を歴史地理学的に探究する上で極めて重要な研究がH.C.ダービーを中心とする研究

グループによって実施され、その研究成果は1950年代半ばから60年代初頭に5冊の大著として
（4）

刊行された。ダービー等の一連の研究は、1086年の全国的な土地調査(DomesdaySurvey)を基

に作成されたドウームズデイ=ブック（肋"esdayBook)を基本史料として、土地や家屋等の不動

産や農民や家畜等の動産に関する圧倒的に膨大な量の記載内容を詳細かつ網羅的に分析し、国王

を始めとする封建領主層にとって所領資産を構成するそれらの諸要素が調査当時において地方

的・地域的に如何なる分布状況に在ったのかを明らかにするものであった。他方、ドウームズデ

イーブツク生誕900年に当たる1980年代後半には、J.D・ハムシヤーが当該史料を用いた新たな分
（5）

析方法の採用で、先のダービー等の研究を一層進化させる論考を発表した。周知の通り、広範・

多様で膨大な量の'情報を記載するドウームズデイ=ブックは、その史料的価値によりアングロ・ノ

ルマン時代初期に該当する11世紀後期のイングランド社会を解明する上で第1級の史料として

これまで多くの研究者によって利用されてきた。イングランド南西部を対象とするハムシャーの

研究は、ダービー等の研究成果を踏まえながらも、そこに新たに士地保有権という分析視角を持

ち込むことによって、当該期の重層的な土地保有構造の中に組み込まれた封建的士地保有者層の

所領を相互比較的に分析・考察し、それぞれの士地保有グループ間の違いによる所領構成上の地

理的特徴を鮮やかに解明するものであった。それは、ホスキンズやダービー等によって描かれた

11世紀後期のイングランドの「景観」に「土地保有地理」とでも言うべき新たな側面を付加する

ものであったと言えよう。

確かに、11世紀後期のイングランド社会を「景観」と言う観点から理解する上で、紛れもなく

これら従来の研究は､同時代史料であるドウームズデイ=ブックの分析を基に多くの極めて重要な

知見を提供するものであった。考察の対象を特定の地方や地域に限定し、その内部に包摂される

全ての保有権に連なるあらゆる構成要素を網羅的に分析するというその手法は、対象となる地理

的空間を空白部分のない面的「景観」として描き出すことを可能とした。もっとも、その結果と

して、これらの研究では、地方や地域を構成するそれぞれの個別所領内部における荘園群や村落

群の有機的な連関や地位・役割等がややもすると不明瞭となる嫌いがあったこともまた事実であ

る。個別所領を考察の枠組みとして設定した場合、そこでは如何なる「景観」が展望されるであ

ろうか。本稿は、かかる問題意識より、ベネデイクト会派に属する一修道院でイングランド東部

に位置するクローランド修道院に関して、ドウームズデイ＝ブックの記載内容の分析を中心に11

世紀後期におけるその所領景観を考察するものである。

ドウームズデイ調査が実施された1086年当時、クローランド修道院の所領は如何なる荘園群・

村落群より構成されていたか。その際、それらの地所は空間的に如何に配置されていたか。領主＝

修道院による経営組織の単位としての荘園と農民諸階層の共同体としての村落との関係は如何な

るものであったか。所領資産は如何にして利用されていたか。行論に際しては、このように当該
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修道院所領を構成する荘園や村落の存在様態を所領経営の観点を意識しつつ、その地理的特色を

析出することが本稿の中心的課題となる。それに加えて、1066年の「ノルマン征服」に伴うアン

グロ・サクソン系領主層からノルマン系領主層への支配権の大幅な交替という歴史的事件が及ぼ

した所領景観への影響に関しても、当該期に現出した「景観」を理解するための重要な分析視角

の一つとして議論の姐上に載せ、ドウームズデイ=ブックに記載された関連事項の比較検討に基づ

き考察を加えることとする。なお、筆者は、本稿の後を受けて今後イングランド東部に点在した

教会・修道院の所領景観に関して同様の考察を逐次実施して行く予定であるが、それら一連の作

業過程の中で、それぞれの所領間での比較・考察を可能とするミニマムの分析モデルを提示する

こともまた、本稿の重要な目的の一つであることを行論に先立ち予め付言しておく。

1．アングロ・サクソン時代のクローランド修道院（8-11世紀中頃）

クローランド修道院の所領景観をドウームズデイ調査当時（1086年）にまで遡って考察するに

先立ち、ここでは先ず修道院創設の8世紀前半から1066年の「ノルマン征服」に至るまでのその

歴史を特に所領形成の側面に焦点を絞って概観しておこう。

クローランド修道院の創設は、アングロ・サクソン時代の7王国興亡期に含まれる700年代前

半にまで遡る。当該修道院は、ベネデイクト戒律に従い修道生活を実践する一修道院としてイン

グランド中部は東海岸寄りのリンカーンシャー南部に創設された。その立地場所は、広大な湿地

帯（フェンランド）を包含するイースト・アングリア地方の北端に位置し、近隣にはピーターバ

ラやラムジー、イーリーといった大修道院を始めとする多数の宗教施設が比較的狭い範囲内に集

中的に点在した。イングランド全体として見ても一大宗教センターの観がある同地方に在って、

クローランド修道院は、小規模なりとはいえ数ある宗教施設の中でも比較的早い時期に創設され

た修道院として、アングロ・サクソン時代のキリスト教布教に重要な役割の一端を担う存在であ
（6）

ったと言えよう。

さて、クローランド修道院の守護聖人である聖グスラック(St.Guthlac,673-714年）は、7世

紀後半から8世紀初頭にかけて活躍したマーシア王国生まれのベネディクト会派の修道士であっ

た。当該聖人に関する同時代史料が圧倒的に乏しい中、おそらく8世紀中葉から同世紀の後半に

かけて執筆されたと思われる聖人伝「聖グスラックの生涯{VitaSanctiGu幼Zaci)」によれば、

7世紀末にクローランドの地に小さな礼拝堂を建立し、隠修士として清貧を旨とする宗教生活を

送ったグスラックは、その禁欲的で厳格な宗教実践により王国内で多くの信者の崇敬を集めたと
（7）

される。クローランド修道院は、714年のグスラツク没後、まさにかかる聖人の偉業を讃えるべ

く、生前彼と浅からず関係のあった時のマーシア国王エゼルバルド(AEthelbard,kingofMercia,
（8）

在位716-57年）の手によってその治世中にかの地に創設された王立の修道院であった。

創設以後、8世紀後半から9世紀中頃に至るまでのクローランド修道院で、その修道士団によ

り如何なる宗教的活動が展開したのかについては、史料的制約からその正確な詳細は良く判らな

い。確認できる明白な歴史的事実は、当該修道院における修道士達の宗教的共同生活が、デイン

人の来憲によって9世紀後半に頓挫したことである。8世紀末より始まるデイン人のイングラン

ドへの襲来は、広くヴァイキングの略奪活動として知られており、とりわけブリテン島の東部沿

岸地方を中心に身分の貴賎を問わず広範囲に亘ってアングロ・サクソン人の居住者達に甚大な被

－73－



害をもたらした。内陸部に位置するとはいえ、沿岸部より直線距離にして30キロにも満たないク

ローランド修道院は、加えてその近傍を流れるウェランド川によって東のウォッシュ湾に通じて

おり、喫水域の浅いヴァイキング・シップを駆使しつつ河川を遡上して内陸深く侵攻するデイン

人にとっては格好の襲撃対象となったらしい。866年、修道院はデイン人の襲撃を受け、略奪が

行われた最中に修道士達は虐殺され、その建物はそれら異教徒達の手によって完全に破壊された
（9）

のである。デイン人によって加えられたかかる破壊は､苛烈･徹底したものであったと思われる。

それと言うのも、その後、当該修道院が同世紀中に復興することは、絶えて久しくなかったから

である。

崩れ廃嘘と化したクローランドの地に再び聖グスラックを守護聖人に戴く修道院が建立される

のは、イングランド国王エアドレッド(Eadred,kingofEngland,在位946-955年）の治世期にあ

たる10世紀中葉のことである。クローランド修道院のこの再建に当たっては、復興後、初代修道

院長として就任することになるサーケテル(Thurketel,abbotofCrowlandAbbey,在位c.948-c.75
（10）

年）なる人物の尽力が決定的に重要であったことが知られている。サーケテルに関しては、彼が

ベネデイクト会派の修道士で、ダンスタン(Dunstan,bishopofWorcester,在位957-59年、

archibishopofCanterbury,在位959-88年）やオズワルド(Oswald,bishopofWorcester,在位

961-92年､archibishopofYork,在位971-92年)､エゼルワルド(Aethelwold,bishopofWinchester,

在位963-84年)といった当該期のイングランドを代表する著名で指導的な教会人と親交があった
（11）

ことを除けば、その人物像はほとんど知られていない。おそらく彼は、イースト・アングリア西

部からイースト・ミッドランズに広がる複数の州に大小多数の地所を保持する有力な土地所有者

であったと推察される。実際、クローランド修道院の再建以後、サーケテルの修道院長在任期間

を通じてその所有権下に在った多くの土地が当該修道院に対して寄進されている。ドウームズデ

イ＝ブックに記載されたクローランド修道院の所領を構成する土地資産の内、Wellingborough、

Elmington(以上、ノーサンプトンシャー在)、Beeby(レスターシャー在)、Wothorpe、Cottenham、

Oakington(ケンブリッジシャー在）の各地所は、修道院の基本財産として正にサーケテル自身に
（12）

よって寄進されたものであった。

再建後、クローランド修道院は、その守護聖人である聖グスラックヘの崇敬を集めることで、

かの地に土地を所有するアングロ・サクソン系在地貴族層を始めとする世俗の信者達から一定の

パトロネジを獲得することに成功したものと思われる。所領資産の追加獲得に関しては、上記の

サーケテルによる基本財産の形成後、1066年の「ノルマン征服」に至るまでの問に在地有力者2

名による当該修道院への複数の土地寄進が確認されている。この内、クローランド修道院から比

較的近い距離に位置するMorborne(ケンブリッジシャー在）の地所は、10世紀にイースト・アン

グリアの州太守（伯）であったエゼルウィン(Aethelwine,ealdormanofEastAnglia)より寄進
（13）

されたものであった。一方、11世紀前半に在地の有力貴族たる伯エルフガー(earlAelfgar)に

よって寄進されたのは、修道院の北側、リンカーンシャー南部の比較的狭い範囲内に散在する
（14）

Spalding、Pinchbeck、Ⅷaplode、Holbeachの一連の地所群であった。この他、当該期には、後

代のドウームズデイ=ブックに記載のあるLangtoft(リンカーンシャー在)、DryDrayton(ケン

ブリッジシャー在)､Addington(ノーサンプトンシャー在)､Dowdyke(リンカーンシャー在)､Sutton

Cheney及びStapleton(レスターシャー在)、Bucknall(リンカーンシャー在)、Baston(リンカ

ーンシャー在）の各地所が、それぞれフレギスト(Fregist)、オズウィ(Oswi)、ウルフノート
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(Wulfnot)、エルフガー(Aelfgarthedeacon)、ノルマン(Normanthesheriff)、ソロルド(Thorold

thesheriff)、エルガー(AlgarsonofNorlang)といった人々 によってクローランド修道院に
（15）

寄進されている。残念ながら、これらの士地を寄進した人々に関しては、前述の在地有力者2名

の場合とは異なり、当人の氏素'性を示唆する記述が欠落しているという史料上の制約から、その

正確な人物像を確定することは困難である。他方、ドウームズデイ=ブックの記述からは、Badby

（ノーサンプトンシヤー在）とRippingale(リンカーンシヤー在）の2つの地所が、同じく「ノ
（16）

ルマン征服」までに当該修道院の獲得・所有するところとなったことが確認できる。しかしなが

ら、これらの地所に関しても、土地獲得の経緯に関する一切の記述が欠如していることから、そ

れらが如何なる人々の手を通じて修道院にもたらされたのか推察することはほとんど不可能であ

る。

以上、クローランド修道院の創設・再建から「ノルマン征服」前夜に至るまでの所領の形成事

‘情を概観して来た。上述せる如く、当該修道院の所領を構成する全ての地所は、修道院長サーケ

テルによる再建後、新たに獲得されたものであった。サーケテルによる寄進を除けば、それらの

地所は、ほぼ全てが在地の土地所有者達の寄進によって修道院にもたらされたものであった。こ

こで重要なことは､後代のドウームズデイ=ブックに記載された当該所領を構成する全ての地所が、

1066年の「ノルマン征服」に先立つアングロ・サクソン時代末期までにその獲得が完了していた

ことである。所領構成という点に限って言えば、クローランド修道院は、既に「ノルマン征服」

前夜において、1086年のドウームズデイ調査時に記録された当該所領の全容を完全に具備する存

在としてそこに立ち現われていたのである。

2．クローランド修道院と「ノルマン征服」(1066-86年）

1066年10月14日、大陸よりノルマンの軍勢を大挙率いてイングランドに侵攻したノルマンデ

ィー公ギヨーム(Guillaume,dukeofNormandy,在位1035-87年）は、ハロルドーゴドウインソン

(HaroldGodwineson)率いるアングロ・サクソン軍を王国南部のへイステイングズに撃破し、同

年末の聖霊降誕祭(12月25日）にロンドンのウエストミンスター修道院で戴冠式を挙げイング

ランド国王ウイリアム1世(WilliamLkingofEngland,在位1066-87年）として即位する。イ

ギリス史上､所謂「ノルマン征服」として知られる歴史的事件がこれである。「ノルマン征服」は、

アングロ・サクソン人からノルマン人への新・旧支配階層の大幅な交代を結果し、新たに王国の

支配者となれるノルマン騎士の地方への定着と現地での土地の獲得に伴うその在地領主化は､｢征
（17）

服」後のアングロ・サクソン社会に極めて大きな影響を及ぼすものであった。イングランドを取

り巻く政治的・社会的諸状況が劇的な変化を遂げる中、クローランド修道院とその所領もまた、

多少なりともそのような外的変化の影響を免れることは出来なかった。以下では、ウィリアム1

世が即位する1066年からその死去により王の治世が終わる1087年までを考察の対象時期に設定

して、「ノルマン征服」後のクローランド修道院が如何なる状況下に前代までに獲得した所領を保

持することが出来たのかどうかを考察してみよう。

1066年の「ノルマン征服」によりイングランド国王として即位したウイリアム1世は、その治

世前半を通じてノルマンの実質的な支配権を王国全土に拡大・浸透させることに成功する。イン

グランド北部を中心に各地で勃発する反乱の鎮圧に費やされたこの10年間は､反乱に加担したア
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ングロ・サクソン系旧支配階層の没落が決定的になると同時に、それに替わるノルマン人の地方
（18）

進出と在地領主化の動きが急速に進展する時期であった。11．12世紀に執筆・編纂された各種の

年代記は、軍事的「征服」の混乱期に当たるこの時期に、新たな地域支配者となれるノルマン領

主による暴力行為を伴った非合法的な士地の墓奪がイングランド各地で頻繁に横行したことを記

録している。アングロ・サクソン系旧支配階層にとってこのように困難な時代を、クローランド

修道院は第9代修道院長ウルフケテル(Wulfketel,abbotofCrowlandAbbey,在位c.1061-85×6

年）の在任期間中に迎えることになる。

ウルフケテルは、「ノルマン征服」を挟んでほぼ四半世紀に亘りクローランド修道院長を務めた

人物であった。その在任期間は、「ノルマン征服」以前のエドワード証聖王(Edwardthe

Confessor,kingofEngland,在位1042-66年）治世末期の何年かを除くと、ウイリアム1世の治

世期とほとんど重なる。「征服」後、アングロ・サクソン系旧支配階層の度重なる反乱に手を焼い

たウィリアムが、反乱勢力の支持母体ともなっていた教会勢力を王権の支配下に統御すべく、大

司教や司教、修道院長といった教会指導者のアングロ・サクソン人から大陸出身者への大幅な交

代を断行したことはよく知られている事実である。かかる教会政策により、ウイリアムの治世前
（19）

半にはイングランド東部を中心に多数のアングロ・サクソン系高位聖職者が罷免された。ウルフ

ケテル自身も、その例に漏れず、1085年末から翌86年初頭にグロースターで開催された教会会

議において､国王への謀反の嫌疑で1076年に処刑されたハンテインドン伯ワルセオフとの関係を
（20）

答められて罷免されている。もっとも、当該期の教会を取り巻くそのように過酷な状況下におい

て、ウルフケテルが同王治世終了間際までクローランドの修道院長職に就き続けることが出来た

事実は特筆さるべきことであろう。修道院長ウルフケテルの指導の下、クローランド修道院は、

他の多くの教会・修道院が辿った運命とは決定的に異なり、その支配者の交代をおよそ経験する

ことなく「ノルマン征服」という混乱の一時期を乗り越えて行くことに成功したと言えるのであ

る。

修道院長ウルフケテルの在任期間を評価するに際して重要なことは、前代までに獲得された修

道院の所領を構成する一群の地所の内､一部を除きそれらのほぼ全てを「ノルマン征服｣以後1086

年のドウームズデイ調査の時期に至るまで失うことなく維持・経営出来たことである。この間、

クローランド修道院の支配権より失われた地所は、「ノルマン征服」以前にリンカーンシャーで獲
（21）

得されたRippingale唯一つに過ぎなかった。「征服」後の政治的・社会的混乱の時期にラムジー

やイーリーといった近隣の大修道院が所領を構成する多くの地所を喪失する中に在って、クロー

ランド修道院は極めて例外的な存在であった。当該修道院は、その位置する近隣諸地域に進出・

定着したノルマン領主層による激しい土地婁奪を免れることで、アングロ・サクソン時代後期に

形成されたその所領を「ノルマン征服」以後もほぼ完全な形で継承・維持することが出来たと言

えよう。

クローランド修道院がノルマン領主層の土地慕奪から所領を堅守出来たのは如何なる理由によ

るものであろうか。ここでは、当該修道院の所領維持を可能にした一つの要因として、国王ウイ

リアム1世による当該修道院への騎士役(knightservice)負担の免除に注目したい。

周知のように、ウイリアムは、1066年のイングランド国王への即位後、座下の封建諸侯との間

に忠誠誓約に基づく主従関係を取り結んだ。その際、ウィリアムは、国王直接受封者

(tenant-in-chief)として王の封建家臣となれる諸侯らに対し、所領=封土（んα〔伽jの授与並

－76－



びにその支配権の確認を行ない、それと引き換えにそれぞれの所領毎に割り当てられた一定数の

騎士を提供する義務を賦課したのである。主君に対するこのような騎士役の提供は、それが実際

に履行されるにせよ、あるいは軍役代納金(scutage)の支払いを以ってその代替とするにせよ、
（22）

課された騎士数の多寡に拘らず封建家臣にとっては大きな負担を強いるものであった。

国王への騎士役の提供義務は、大司教や司教、修道院長といった聖界諸侯にとっても大いなる

負担であることに変わりなかった。世俗諸侯と異なり、自ら鎧甲吉を身に纏い戦場に赴くことの

ない教会人に対しては、課された騎士役に見合う軍役代納金を支払わない限り、中間的主君とし

て多数の騎士層と封建的主従関係を取り結ぶことで調達された騎士役を更に上級の主君である国

王に提供するという方法が必然的に求められた。それは結果として、聖界諸侯がその豊かな所領

資産を大幅に減ずることを意味するものであった。それというのも、騎士役獲得の代償として授

封された所領の一部（＝封土）は、事実上、それを授けられた家臣の世襲財産として取り扱われ、

以後、主君たる聖界諸侯はそれに対する実質的な支配権をほとんど失ったからである。実際、当

該期の多くの教会所領で騎士役の賦課に伴う所領資産の大幅な低減が生じていたことが報告され

ている。例えば、ピーターバラ修道院では、「ノルマン征服」を機に60人分の騎士役が課された。

その結果、所領の46パーセントに相当する地所が俗人に対して授封され、それらは騎士采封地
（23）

(knightfee)として当該修道院の直接的な支配から切り離されたのである。

これに対して、クローランド修道院では、国王による騎士役の賦課はなされなかった。修道院

の所領の規模が比較的狭小であったからなのか、騎士役免除の理由は全く不明である。いずれに

せよ、これによりクローランド修道院は、他の多くの教会・修道院が被った騎士役賦課より生ず

る所領資産の大幅な散逸を上手い具合に免れることが出来たのである。

もっとも、クローランド修道院は、ウィリアム1世の治世期全般を通じてその保持する所領資

産を大幅に損なうこともない代わりに、「ノルマン征服」後、地域権力者となれるノルマン領主層

を新たな信者として獲得することで、彼等より多くの寄進を受けて飛躍的な発展を遂げることも

なかった。ウイリアム1世の治世期である11世紀後期に限っていえば、アングロ．サクソン人の

地方的な聖人であり当該修道院の守護聖人でもあった聖グスラックは、大陸はノルマンディーよ

りイングランドに侵入・定着した多くのノルマン人から「征服」以前のような篤い崇敬を集める

ことは出来なかったらしい。イングランドで新たな土地を獲得したノルマン領主達は、故郷のノ

ルマンディーに彼等のパトロネジを行使すべき対象となる教会．修道院を既に有していたのであ

り、むしろイングランドにおいてはその分院を建立して、「征服」を通じて獲得した多くの土地を
（24）

それら大陸系の修道院に対して寄進する場合も少なくなかったのである。そのような状況下にお

いて、当該期のクローランド修道院が、新たな土地を寄進という形で獲得する余地はほとんどな

かったと言ってよかろう。かくして、11世紀後期のクローランド修道院は、「ノルマン征服」以

前のそれとほとんど変わらぬ姿で以ってドウームズデイ=ブックの中に立ち現われるのである。

3.Crowland修道院の所領景観(1086年）

11世紀後期のクローランド修道院に関しては、ドウームズデイ=ブックに記載された関連する

記述内容の分析より、その所領景観の特徴をある程度再現することが可能である。以下では、修

道院のそのような所領景観の特徴を幾つかの分析項目に分けて検討・考察してみよう。
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（1）所領の地理的分布

クローランド修道院の所領は、イングランド東部の複数の州に散在する多数の地所の集合体で

ある（図1参照)。それらの地所は、大部分が村落を単位として構成されており、多くの場合、領

主たる修道院が経営・管理する荘園(manerium)という形に組織されていた。このような荘園の

集合体である所領は、その地理的分布から以下の4つの所領群に区分することが出来る。

第1所領群：リンカーンシャーに位置する所領群である。南側をネン川下流、西側をローマ時

代のアーミン街道(ErmineStreet)、北側をリンカーンとソルトフリートを結ぶラインで囲まれ

た地域内に、修道院の所領全体の約半数に当たる12の地所が点在した。

この内、当該所領群の南部に相当するウェランド川下流域からグラン川下流域にかけての一帯

には、Wothorpe、Spalding、Whaplode，Holbeach、Dowdyke、Burtoft，Algarkirk，Drayton、Wisbech

といった地所が集中的に分布した。クローランド修道院が位置しているのもこの領域内である。

これらの地所が点在する場所は、その全てが海抜17.5フィートから12.1フィートの範囲内に在
（25）

る比較的低い沖積平野であった。第1所領群の西南端に位置するのは、LangtoftとBastonの二

つの地所である。海抜22．9フィートから21．9フィートに在るその一帯は、ノーサンプトンシヤ
（26）

－の石灰岩台地の尾根の端に連なる地域であった。

一方、第1所領群の北部に当たるウイッタム川中流域には、Bucknallの地所が点在した。かの

地は氷成粘士質士壌(boulder-clay)の域内に在り、海抜37フィートと南部の地所よりも一段と
（27）

高い場所に位置したことが特徴である。

第2所領群:ノーサンプトンシャーからハンテインドンシャーにかけて点在する所領群である。

ネン川上流の渓谷沿いには、Elmington、Addington、Badbyの3つの地所が点在した。一方、青

色石灰岩の尾根近在に点在したのは、Wellingborough(海抜228.7f)、Thurning(海抜223.3f)、

Morborne(海抜101.1f)の3つの地所で、先の第1所領群に包含された地所よりも遥かに海抜が
（28）

高かった。

第3所領群：レスターシャーに位置し、4つの所領群の中でも最も海抜の高い場所に分布する

所領群である。ソア川並びにその支流の渓谷に点在する3つの地所で構成され、それらは更にレ

スターを中心に東・西に分かれる。ノーサンプトンシャーの石灰岩地帯に連なる東側には、海抜
（29）

278.1fのBeebyの地所が点在した。他方、レスターの西側に広がる泥灰士地帯には、全所領中最

も海抜の高いSuttonCheney(海抜395.2f)とそれに次いで海抜の高いStapleton(海抜390.1f)
（30）

の2つの地所が点在した。

第4所領群：ケンブリッジシャーに位置する所領群である。ハンスタントンからサリスベリー

にかけて走る青白泥層(gault)の縁上に、海抜30.9fのCottenhamとOakington、そして海抜

114.9fのDryDraytonの3つの地所が点在し造：

以上、所領の地理的な分布状況から受ける印象は、それぞれの地所がクローランド修道院を中

心に比較的遠距離かつ広範囲に亘って分散し、所領全体として経営・管理上必ずしも効率よくま

とまっていないように見受けられることである。このような所領の分布状況は、所領を構成する

それぞれの地所が聖・俗のパトロンから寄進という形で当該修道院にもたらされたものであった

という土地獲得時の事’情が大きく影響したものと思われる。そこには、土地の獲得を購入という

手段を通じて行う場合に見られるような、効率的な所領経営・管理を念頭に購入する土地を選択

するといった極めて戦略的な思考は､そもそも入り込む余地がなかったと考えられるからである。
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図1クローランド修道院所領(1086年）

もっとも、広範囲・遠距離に分布していたとはいえ、修道院の所領は、そこから得られる印象に

反して、その経営．管理上必ずしもまとまっていなかった訳でも、また分断・孤立していた訳で

もなかった。所領を構成するそれぞれの地所は、特定の地域毎に一定のまとまりを持った所領群

として経営．管理が行われていたのであり、それぞれの所領群は、その近傍を流れる大小無数の

河川や古来の陸路を交通手段として、遠く離れた修道院の所在地と緊密に結びつけられていたと
（32）

考えられる。
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（2）所領と村落との関係

所領を構成する地所の多くが村落という形をとり、領主たる修道院によって荘園という経営組

織に編成、その管理下に置かれていたことは、既に述べたところである。ここでは、そのような

村落と荘園の関係について検討してみよう。

まず、ドウームズデイ=ブックの記載内容から判明するのは、クローランド修道院の所領におい

ては、村落と荘園が空間的に必ずしも完全に一致しない場合が圧倒的に多かったことである。多

くの村落では、一つの村落が当該修道院を含め複数の荘園領主によって分割され、それぞれの領

主の支配権の下に荘園の管理と経営が行われていた。このような所謂｢一村多領主型の村落｣は、

所領全体では実に過半数を占める16の地所において確認することが出来る｡具体的に村落名とそ
（33）

こに支配権を有した領主の数を列挙すれば、以下の通りとなる。

Oakington(5人)、Cottenham(3人)、DryDrayton(5人)、Wisbech(5人)、Thurning(2人)、

Wothorp(3人)、Addington(3人)、Wellingborough(3人)、SuttonCheney(2人)、Stapleton(3

人）、Holbeach(4人)、Whaplode(4人)、Spalding(3人)、Baston(2人)、Drayton(4人)、

Bucknall(3人)。

なお、村落ではないが、ドウームズデイ=ブックの記載内容からは、クローランド修道院が一家屋

を有していたレスターの町では､当該修道院を含め11人の領主が何らかの支配権を保持していた
（34）

ことが判っている。

これに対して､領主が村落全体を一荘園として完全に一括支配する所謂「一村一領主型の村落」

は、所領全体の3分の1に相当する8つの地所においてのみ確認されるに過ぎない。Morborne、

Elmington､Badby､Beeby､Langtoft､Dowdyke､Algarkirk､Burtoftの各地所がこれに該当すざ3
以上、村落と荘園の関係をドウームズデイ＝ブックの記載内容を基に検討してきた。村落の管

理.経営という点では､農村労働力の編成や領主裁判権の行使の面からも､｢一村多領主型の村落」

よりも「一村一領主型の村落」の方が比較的効果的で影響力の強い村落支配を荘園領主に提供す

るように思われる。もっとも、ドウームズデイ=ブックにはそのことを直接的にも間接的にも裏付

けるような記述がある訳ではない。そのため、ここでは、「一村多領主型」・「一村一領主型」の

いずれかの形態を村落がとる場合、領主の数の単・複と村落の規模に何か一定の傾向が認められ

る訳ではないことを確認するだけに止める。同様に、村落の分割に際しての村落規模と領主の数

の多寡に関しても、必ずしも両要素の間に緊密な相関関係があった訳ではないことを付言してお

く。

（3）所領の土地保有構造

所領に対して行使される支配権の強弱という点では、土地保有権の存在様態もまた極めて大き

な影響力を持つ重要な要素である。ここでは、所領を構成するそれぞれの地所が、クローランド

修道院によって直接経営された直領地であるか、あるいは第三者を介して間接的に経営されたサ

ブテナント保有地であるかに注目して、所領に対する修道院の支配権の問題を検討してみよう。

クローランド修道院の所領を構成する地所の中で、ドウームズデイ＝ブックに直領地として記載

されているのは、総計21の地所である。具体的に地名を明示すれば、
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Oakington(6)、Cottenham(6)、DryDrayton(310s)、Morborne(5)、Wothorp(2)、

Elmington(l16s)、Addington(2)、Wellingborough(6)、Badby(8)、SuttonCheney&

Stapleton(1)、Beeby(2)、Holbeach&Whaplode(1)、Spalding(1)、Langtoft(3)、

Baston(2)、Drayton(年価値の記載なし)、Burtoft(年価値の記載なし)、Bucknall(110s)、

Wisbech(3人の漁師(piscatores)による鰻{anguillas)4,000匹の支払い）

ということになる。それぞれの末尾に付してある数値は、後述するサブテナント保有地との比較

の助けとなるよう、それが1年間に産み出し得る富（＝年価値）の大きさを金額等で表示したも
（36）

のである。

他方、1086年のドウームズデイ調査当時、サブテナント保有地として貸与されていたのは、
（37）

Thurning(1)、Dowdyke(2)、Algarkirk(年価値の記載なし)の各地所であった。

以上のことから明らかになるのは、クローランド修道院の保持する大部分の地所が直領地とし

て当該修道院の手元に留保され、その直接支配下に管理・経営が行われていたことである。第3

者に貸与され、サブテナント保有地として間接支配に付されていたのは、僅かに3つの地所を数

えるに過ぎなかった。しかも、この場合、サブテナント保有地として貸与された地所が年価値2

ポンド以下の小規模な保有地であったことは、十分に銘記されねばならない。年価値3ポンド以

上の比較的大きな地所は、例外なくその全てが当該修道院の直領地としてその直接支配下に管

理・経営がなされた保有地であった。

所領全体に占めるこのようなサブテナント保有地の比重の低さは、前述の国王ウイリアム1世

によるクローランド修道院への騎士役賦課の免除による影響もさることながら、何よりも、所領

資産の豊かな他の大規模修道院とは異なり、多数のサブテナント保有地を創設することが相対的

に困難な当該修道院の比較的小規模な所領資産そのものに起因するところが少なくなかったと推
（38）

察される。注目されるのは、Thurning以下、これら3つのサブテナント保有地が、経営管理の拠

点であるクローランド修道院から比較的遠距離の地に位置した訳ではなく、どちらかと言えば寧

ろ相対的に近い場所（半径20マイル以内）に位置したことである。経営管理に不都合な遠隔の土

地がサブテナント保有地として第3者に対して貸し出されるといった一般的傾向に対して、当該

修道院の所領においては、中心地からの距離よりも該当する士地の規模（比較的小規模）や年価

値（比較的少額）がサブテナント保有地の選定に際して考慮されたように′思われる。

（4）所領の土地利用

ドウームズデイ=ブックの記述からは、修道院直領地、サブテナント保有地を問わず、所領を構

成する大部分の地所が、その内部において更に農奴の賦役（労働地代）等により領主（＝修道院）

が直接経営する直営地(demesne)や､封建地代や‘慣習的貢租の納入を条件にウイラヌス{villa"us)

等の農奴身分やソケマヌス{sochema""us)等に貸し出される農民保有地(peasantholdings)に

区分され、それぞれの経営主体及び経営方法に従った土地の管理・経営が行われていたことが分
（39）

かる。以下では、クローランド修道院の所領上で展開したそのような土地利用の実際について検

討してみよう。

土地利用に関してドウームズデイ=ブックの記述内容から先ず推察されるのは､大部分の地所で

領主と農民の保持する耕作用の華隊(caruca)がそれぞれ別個に記載されていることから、直営
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地と農民保有地が共に小麦や大麦等の穀物を生産する農耕地として利用されていたことである。

ドウームズデイ＝ブックでは、計算上、牡牛8頭立て2列縦隊の役畜で牽引される重量有輪華の総

体を華隊一組と見倣しており、複数の農民が1チームとしてその操作に従事したものと考えられ

ている。今、直営地または農民保有地のいずれかに華隊の記載がある地所を列挙すれば、以下の

ようになる。なお、地所名の末尾に付された数値は、直営地と農民保有地のそれぞれに付属した
（40）

華隊の数である。

Oakington(2:6)、Cottenham(2'-6)、DryDrayton(2:4)、Morborne(2:7)、Thurning(1:0.5)、

Wothorp(1:2)、Elmington(0:1)、Addington(1:3)、Wellingborough(i:il)、Badby(4:6)、Sutton

Cheney&Stapleton(0:1.5)、Beeby(1:6)、Holbeach&Whaplode(1:0.5)、Spalding(0:3)、

Langtoft(1:5)、Dowdyke(1:1)、Baston(1:2)、Bucknall(1:1)。

ここでとりわけ注意を惹くのは、地所の土地が農耕地として利用される場合、11世紀後期のク

ローランド修道院の所領においては直営地と農民保有地の両要素を備えた所謂「荘園型」の地所

が圧倒的に多かったことである。このカテゴリーに分類される地所は、全体の過半数を優に超え

る15荘園にも及んでいる｡当該所領の耕地経営においては､直営地のみで構成された｢非荘園型」

の地所は記録されていない。逆に、農民保有地のみで構成された「非荘園型」の地所は、上記の

数値に示される通り、Elmington、SuttonCheney&Stapleton、Spaldingの3つの地所で記録さ

れているに過ぎない。

「荘園型」の地所における直営地と農民保有地の比重に関しては、概して当該修道院から遠距

離（凡そ30マイル以上）に位置する荘園で農民保有地の比重が高いものが多く、逆に修道院の所

在地の近くで相対的に直営地の比重が高い荘園が多い。これは、領主の居住地＝所領経営の中心

地からの距離と荘園内部の耕地経営の在り方の一般的傾向として多くの所領で広く指摘されてい

る事実と一致している。所領経営の中心地から遠隔の地に位置する荘園で比較的農民保有地の経

営規模が大きいのは、当該荘園で直営地の耕作を負った農奴層に課せられた運搬賦役の量的問題

に起因するものと考えられている。荘園領主にとって、遠隔の地に在る直営地で生産された収穫

物を、農奴層に定められた一定量の運搬賦役を超えて長途移送することは、‘慣習上、困難であっ

た。そのため、そのような遠隔地の荘園では、直接的な利益を約束する直営地経営よりも、むし

ろ間接的な利益獲得に秀でた地代取得型の農民保有地経営が重視されたものと思われる。クロー

ランド修道院の所領中、遠隔の地に位置する地所で実施されたのは、正にこのような農民保有地

経営重視型の荘園経営であったと言えよう。実際、Wellingboroughでの華隊11組を筆頭に、

Oakington(6組)、Cottenham(6組)、Badby(6組)、Beeby(6組)、DryDrayton(4組)といった遠隔

地に在る複数の荘園では、比較的大きな農民保有地が経営されており、先の年価値の数値に重ね

てこれを考察すれば、直営地収入以外にも農民保有地からの地代収入が領主の収入源として少な

からず貢献したであろうことが推察されるのである。

散在所領の‘性格が強いクローランド修道院において、極めて重要な問題となる所領内での物資

の運搬に関しては、かの地を縦横に走る河川を利用した水上交通路と、ローマン・ブリテン期に

敷設された軍道等の陸上交通路を相互補完的に利用することで、所領経営における距離の問題を

克服したように′思われる。とりわけ、遠隔地の荘園と修道院所在地との間では水上交通路を利用
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した可能’性が高い。例えば、当該修道院から最も遠距離の地に位置するにも拘らず、Badbyの荘

園では、その直営地に関して比重的にもまた実際の経営規模においても所領内で最大の数値が記

録されている。これは、当該荘園がネン川沿いに位置し、直営地生産物の運搬に際してその水上

交通路を最大限利用出来たことが大きく影響しているのではないかと推察されざ:多数の地所が
複数の州に広範囲に跨って拡散するクローランド修道院の所領では、それぞれの地所が水・陸両

方の交通路で緊密に結ばれた所謂「物流ネットワーク」の中でおそらく一体的な経営が行なわれ

ていたのである。

（5）牧草地・放牧地・森林地

農耕地と並んでクローランド修道院の所領景観を構成するもう一つの要素は、牧草地や放牧地

等の牧畜に関連する土地空間である。ドウームズデイ=ブックの記述からは､1086年の調査当時、

当該修道院の所領を構成する多数の地所で農耕地とは明確に区別される形で家畜を飼育するため

の士地の利用が行われていたことが窺える。所領全体の中で牧畜関連の記載がある地所を列挙す
（42）

れば以下のようになる。

Oakington(m2p)、Cottenham(m8p,pa)、DryDrayton(m2p)、Morborne(m40a,wla)、Thurning(m6a)、

Wothorp(m6a)、Elmington(ml8a)、Addington(m6a)、Wellingborough(m30a)、Badby(m28a,w4×2f)、

Beeby(m30a)、Holbeach&Whaplode(ml2a)、Langtoft(mlOOa,w2s)、Baston(m45a)、Dowdyke(m20a)、

Drayton(m6a)、Bucknall(ml20a,w&pa50a)

※m(牧草地),p(華隊),pa(放牧地),w(森林地),a(エイカ),f(フアーロング),s(シリング）

残念ながら、ドウームズデイ=ブックの記録中、当該諸州に関しては家畜に関する具体的な記述

は存在しない。しかしながら、上記のように牧草地や放牧地等、牧畜関連の記述が多数の地所で

確認されることから、それらの地所においては穀物生産のための農耕地の経営と共に、牛・馬・

豚・羊等の家畜の飼育を伴う有畜農業が展開されていたことが推察される。おそらく、牡牛は、

三圃制（あるいは二圃制）農法で経営された当該期の農耕地で重量有輪華を牽引するための重要

な役畜であり、それに対して、比較的数の少なかった馬は、ウイラヌス等の農奴身分の農民達に

課された運搬賦役を履行する際に欠くことの出来ない有用な家畜であったであろう。牝牛からは

乳製品（乳や乾酪）がもたらされ、森林地で共同放牧された豚は冬用の貴重な保存食となる塩漬

肉や腸詰を産した。一方、羊は、頭数的には豚と並んで当該期の多くの村落で多数飼育されたと

,思われる。7月から8月にかけての収穫後、刈り株の残る農耕地（冬用穀物である小麦・ライ麦

の播種地＝冬畑、夏用穀物である大麦・燕麦の播種地＝夏畑）を囲繰して共同放牧された羊は、

麻織物と並ぶ中世ヨーロッパの主要な衣類たる毛織物の生産に原料となる羊毛を提供する大切な

家畜であった。

これらの家畜の役割は、単に農耕用の労力や食料として消費される酪農製品、あるいは衣服等

の原料を提供するだけに止まるものではなかった。中世を通じてヨーロッパの農地が極めて生産

'性の乏しい痩せた土地であったことはよく知られている事実である。この問題を解決すべく開発

された耕地経営の方法が三圃制（または二圃制）農法であった。三圃制（または二圃制）農法は、

3年（または2年）一輪作のサイクルの中に休閑地として1年間土地を休ませる時期を設けるこ
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とで、低下した地力の回復を図るものであった。もっとも、地力の速やかな回復には、農耕地と

して利用して来た土地を定期的に休閑地へと経営転換することは勿論のこと、更にそこに肥料を

投入することが必要不可欠であった。その意味では、効果的な肥料の確保がなお十分ではなかっ

た当時において、村落で飼育された多数の家畜は、そのような農耕地への施肥に際してその排池

物を提供する重要な役割をも担わされていたのである。換言すれば、一定の広さの農耕地の経営

を可能とするためには、施肥の問題から必然的にその面積に見合う一定数の家畜を飼育している

ことがある程度必要であったと言えよう。クローランド修道院の多くの地所で記録された牧草地

{pastura)や森林地(silva)は、二重の意味で重要な役割を担ったこのような家畜を飼育する

ための必要不可欠な場であったのである。

牧畜関連の土地空間の中でも、当該修道院の上記17の地所全てで経営が行われた牧草地は、冬

季に家畜小屋に収容されて屋外に出ることの出来なかった村落の家畜に対し、飼料として供給す

る干草を栽培するため通常の穀物畑とは別個に維持・管理が施された特別な土地であった。地所

によっては、そのような牧草地に利用可能な士地面積のかなりの部分を割くことで、農耕地より

もむしろ牧畜に重点を置いた土地経営を行なう場合もあったことが注目される。農耕地の経営規

模が全体的に見ても小規模であったBucknallの地所（華隊総数2組）において、120エイカの比

較的広い面積の牧草地が経営されていたことなどは､その好事例であろう。そのことからすれば、

クローランド修道院の所領では、それぞれの地所毎に特徴ある士地経営に基づくある種の経済的

分業体制が存在したとも言えるのではなかろうか。

一方、Morborne、Badby、Langtoft、Bucknallの4つの地所でその経営が記録された森林地は、

家畜の中でもとりわけ豚の放牧に利用された。一般に、森林地は、その所有権を保持する（とり

わけ世俗の）荘園領主にとって、鹿や猪あるいは狐や野兎等の野生動物を狩るための排他的禁猟

区としての狩場であった。それと同時に、入会地としてその利用を容認された支配下の農民諸階

層にとっては、家屋や柵・垣根等の建築資材や燃料である薪炭を提供する頗る有用な資源に富む

重要な場所でもあった。クローランド修道院の支配下にある農民達は、広く所領内に分布する森

林地をそれぞれの村落で飼育する豚の共同放牧地としても大いに利用したのである。森林地の広

さをしばしば放牧可能な豚の頭数によって表示するドウームズデイ=ブックの記載様式からは､当

該期の森林地が豚の放牧地として広く利用されていたことが比較的容易に看取される｡森林地は、

農村集落を取り囲む広大な農耕地の外縁部に在って、穀物生産に特化した農耕地の経営を牧草地

と共に補完しつつ､当該修道院の所領景観に特徴的な風景を付加する重要な要素の一つであった。

おわりに

以上、11世紀後期のクローランド修道院の所領景観をドウームズデイ=ブックの分析を基に考

察して来た。設定した幾つかの検討事項に関し、改めてこれまでの史料分析から得られたそれぞ

れの考察結果をまとめれば、凡そ以下のようになろう。

先ず指摘されるのは、1086年のドウームズデイ調査に現れるクローランド修道院の所領景観が、

1066年の「ノルマン征服」に先立つアングロ・サクソン時代後期におけるその所領形成事’情に少

なからず影響を受けるものであったことである。10世紀中葉の再建以後、当該修道院の所領は、

同地域に土地を保持する聖・俗の有力な土地所有者達を中心に複数の人々からの士地の寄進を通
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じて形成された。そのため、所領を構成する多数の地所は、必ずしも経営効率の観点から修道院

の所在地周辺に凝集する形で配置された訳ではなかった。むしろ、それらの地所は、複数の州に

跨る形で広範囲に亘って分散保有されたのである。その点、修道院の所領は、当該期の封建所領

に典型的な散在所領であった。

次に、修道院再建以後、ドウームズデイ調査の時期に至るまで、所領に経営戦略に基づく土地

購入の追加もなければ、「征服」後のノルマン領主による寄進を通じての新たな土地の獲得も行な

われなかった。他方、クローランド修道院の所領に関しては、「征服」の混乱に伴う土地の墓奪も

最小限度に止まり、王権による騎士役賦課に起因する土地支配権の大幅な縮小も全く経験しなか

った。所領を取り巻くそれらの状況は、必然的に修道院の1086年時点における所領景観を規定す

ることとなった。結果として、当該期の所領景観は、前代に形成された地理的空間上で展開する

ことを余儀なくされたのである。

散在所領でありながらも、それぞれの地所は、幾つかの地域的なまとまりを保ちながら、隣接

する河川・陸路の交通網を通じて修道院の所在地と結び付けられ、おそらく所領全体としてもあ

る程度一体的な経営が行われたものと考えられる。当該地域に散在するそれぞれの地所は、村落

という形をとりながらも、領主たる修道院によるその支配は、必ずしも一様ではなかった。修道

院が村落全体を一円的に支配する「一村一領主型」の地所も見られたが、むしろ数的には一つの

村落を複数の領主が分割支配する「一村多領主型」の地所が圧倒的に多かった。いずれの形態を

とるにせよ、それらの村落は、大部分が領主直営地と農民保有地とで構成される荘園として経営

され、穀物生産に重点を置く農耕地の経営から生み出される農業利潤は、牧草地や放牧地・森林

地を経営・管理することから生み出される牧畜収入と合わさって、領主たる修道院を経済的に支

えたのである。農村集落の周辺部に広がる広大な農耕地の存在によって立ち現われる農業的景観

は、牧草地と放牧地並びに森林地の存在によって牧畜的景観を加味され､全体として11世紀後期

におけるクローランド修道院の所領景観を形作っていたと言えよう。
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