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彰
る︒

沿って︑第一ベンチから第四ベンチまでの席が設けられ

上級財務府では︑中央に置かれた長方形の卓の四辺に

れている︒同書に従って︑上級財務府の人的構成を箇条
＾3︶
書きにまとめてみることにしよう︒

ので︑財務府の人的構成に関しても︑詳しい説明がなさ

物は︑財務府の実際の運営に関する諸手続きを記したも

と呼ぱれる書物が書かれている︒周知のように︑この書

対話﹄︵皇邑ざ寒防き讐§§ミo︶︹以下﹃対話﹄と略記︺
＾2︺

イングヲンドでは︑十二世紀後半に﹃財務府についての

った︒それはある意味で当然のことといえる︒なぜなら

という問題は︑従来あまり議論の対象となることがなか

期の財務府が具体的にいかなる人的構成をもっていたか

十二世紀イングランドの王家政と財務府

はじめに

丙誉5ρ亮︑二星9彗旨昌−我国では一般に﹁財務府﹂

という名称で呼ぱれる︑このイギリスの財務行政機構に
ついては︑殊にその成立を繍る議論において︑数多くの

研究が公にされてきた︒その制度としての先進性から
ぱかりではなく︑成立期における財務府が︑単に財政に

という認識からである︒古くはマドヅクス・リーベルマ

止まちず︑イングランドの統治構造の中核を成していた

ンから近年の諸研究に到る財務府成立に関する諸説の変

遷については︑我国でも佐藤伊久男氏の詳細な研究がこ
＾1︶
れを明らかにしている︒

しかし以上の財務府の成立という問趨に比して︑同時
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の諸職が財務府と王家政に共通する︒それ故︑財務府は

王家政の高位諸職によって構成されるという認識が一般

第一ペンチー王国行政長官︵冨亘冨＝ω宅邑葦こ目ω．
ま一胃︶︒ウィンチェスタ司教︒尚書︵o彗8＝串ユ豪一9彗−

﹁財務府の役人は王家政の高官︵艘oo目冨go爵oo易o︷

㎞ざミ呉向ミ屯sミ︑の中で次のよ

的なものとなってきた︒例えぱW・スタヅブズは︑その
﹃ぎ9婁ミミ︸§ミ兵

8＝昌︶︒厩長︵8冨冨巨一邑冨一〇昌黒印⊆⑦︶︒二名の侍従

第二ペンチー侍従書記︵〇一①ユo冨8昌o冨二〇昌poぎ．

；oぎ畠oぎ巨︶である︒王国行政長官を主宰者として︑

うに述べている︒

昌σo註まがΩ胃汗︶︒計算係︵邑ε一9030巴昌軍O﹃︶︒記

尚書・厩長・二名の侍従・厩番・財宝庫長が︑王が公務

ω臣一︶︒

︵S目宰邑冨一〇訂目σ邑巴目︶︒厩番︵昌害窃S＝畠一峯胃．

録監督書記︵〇一〇ま畠ρ邑弔霊9眈冒一冥Oユ99邑O︷

に就くようにと指示した他の地位と経験ある人々ととも

以上の一般認識︑殊にスタヅプズの理解に対して異論

に︑財務府のバロン︵■胃o畠o申；o内曽ぎ︷o﹃︶の称
＾6︺
号を分かちもっている︒﹂

︐第三ベンチー財宝庫長︵亭富昌昌ユ冨一⇒sω膏o﹃︶︒

旨oミ﹃旨品O哉8︶︒他に王によって派遣される人々︒

財宝庫記録筆記係︵m邑冥O；O巨こ①巨嵩眈彗員ωOユσOO︷

次のような重要な認識がある︒すなわち十二世紀のイン

リチャードソンーセイルズのこうした主張の背後には︑

は別の存在である︑というのである︒

は一定の場所に固定されており︑移動する宮廷の法廷と
＾ヱ

ものではない︒財務府とは王国行政長官の法廷で︑それ

府はスタヅプズの見解とは異なり一王家政から派生した

ドソンとG・O・セイルズである︒彼らによれぱ︑財務

を提起したのが︑イギリスの中世史家H．G．リチャー

艘o⇒s竃q肉o＝︶︒尚書記録筆記係︵ωoユ冥昌﹃o巨一
まo彗8＝彗ぎω9旨①o︸艘oO巨彗8q肉o二︶︒厩長書
記︵2邑昌唖8嘉冨巨一胃ぎΩ宰斥o︷書①Oo冨註σ巨彗く︶︒

＾4︶

第四ベンチートマスHブラウン︒州長官︵く一88．
冒員uoぎH罵︶︒州長官書記︵2邑o富・Ω①寿︶︒

﹃対話﹄が成立した同じ十二世紀の前半には︑oo島色．
ε饒o−︺o昌富宛晶尉と呼ぱれる︑王家政︵Uo昌冨丙？

＾5︶
○目芭の人的構成を記録した文書が作成されている︒両者
を比較照合すると︑尚書︑財宝庫長︑侍従︑厩長︑厩番
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配地を常に巡回する存在である︒従って王とともに移動

グランド王は︑イングランドのみならず︑大陸を含む支

立したかについては︑いずれの説も決定的な同意を得て

まで︑どの王の下で︑またいかなる経緯を経てそれが成

という言葉が始めて現われるヘンリ一世治世初期に到る

いない︒

する﹁家政﹂と固定的役所としての﹁財務府﹂は︑そも
そもその基本的性格を異にするはずである︑と︒

いて筆者は王家政の人的構成を検討したが︑それに引き

＾8︺
ルマン王朝下の王家政に関する研究を試みた︒そこにお

て︑﹁州請負とその請負料の試金による支払との結合の

府の成立を纏る学説を三つに分類され︑そのひとつとし

務府︵■曽ざ︷胃︶の成立について﹄のむすぴで︑財務

佐藤伊久男氏は︑氏の論文﹃イングランドにおける財

続きこの小稿では︑財務府と王家政の関係いかんと・いう

過程が財務府の成立と不可分の関係にあるとみる学説﹂

筆者は先に︑OO畠葦暮OOO昌易勾晶一蜆をもとに︑ノ

問題を︑リチャードソンーセイルズの主張の再検討とい

＾9︺
を挙げておられる︒

されてきた︒

り︑その聾言の信鰯性を饒って︑藷研究者の議論が戦わ

州請負の起源については﹃対話﹄に周知のくだりがあ

う形で考えていきたい︒王家政と財務府という問題は︑

単に一方が他方から派生したか否かという制度史的な町
題に限定されるのではなく︑この時代のイングランド王
の統治の本質に関わる問題であると考える︒

すなわち﹃対話﹄によれぱ︑ヘンリ一世の治世に到る

府そのものの成立とその任務についてである︒ノルマン

ち︑どうしても述べておかなけれぱならないのは︑財務

財務府と王家政との人的構成の関連を検討するに先立

そこで王は王国全土に特使を派遣し︑現物貢租を貨幣に

た傲兵の給与に充てるため多額の貨幣が必要となった︒

王の治世になり︑主にフヲンスにおける反乱鎮圧に用い

直接宮廷︵邑o胃討昌︶に運ぴこまれていた︒しかし同

まで︑王の家政が必要とする物資は︑王領地のマナから

王朝下にその成立時期を求めるのは︑ほぽ諸研究者の一

換算させ︑それに基づく固定額の財務府への︵邑眈S8−

1 州請負について

致する見解であるが︑﹁ノルマン征服﹂以降︑ωS8彗巨昌．

36j

胃ζ昌︶納入を︑州長官の責任において行うよう命じた
＾10︺

がその時代に存在したかといえば︑それはまた間趨が別

である︒財務府の主たる機能は︑州請負料の徴収とその

うとする政策が財務府の中に体現されているのであって︑

会計監査にある︒すなわち州請負制を中心から制御しよ

のである︑と︒

﹃対話﹄は︑現物貢租の金納化と州講負制度がヘンリ

を示す直接の証拠がない以上︑その成立時期を異論の余

下において財務府は成立するはずである︒財務府の成立

従ってこうした監査を必要とし︑また可能にする条件

そこには明確な中央集権化の意志が存在している︒

一世の手によって一挙に導入されたと考えているわけで
あるが︑この点は︑J・Hニフウンドらの批判によって︑

ラウンドによれば︑現物貢租の金納化については︑既

地なく確定することは不可能であるが︑状況証拠から判

現在では疑問視されている︒

にウィリアム征服王が︑古来の慣行である﹁一日分の請

断して最も可能性の高いのは︑ヘンリ一世治下であると

＾11︶

ドゥームズデイuブヅクから指摘しうる︒また州講負に

負︵睾旨葭冒一冨ま昌﹂の金納化を進めていたことが︑

考えられる︒そしてその場合︑︑ω8昌睾巨冒︑︑ーチェ

る︒

の出現と財務府の成立

のは︑征服王治下︑或はそれ以前から存在していたと言

ラウンドを始めとする研究の結果︑州請負制度そのも

主として次の二点である︒

考えるが︑その具体的根拠としてまず挙げられるのは︑

の諸研究の多くに共通している︒筆者もまた同じように

財務府の成立をヘンリ一世治下に求める見解は︑近年

蜆88弩昌昌

財務府成立の決定的な契機を成したと考えられるのであ

ス盤に似た格子縞模様の布1の導入が︑役所としての

関しても︑スティーヴン治下の州長官Ω8串2ま雪臼．
己oく⁝①の同名の祖父がミドルセックス・エセヅクス．

ハートフォード諸州を請負っていたことを示す証書史料︑

更にウォーリク・ウースタ両州による貨幣納入を示すド
ゥームズデイuブックの記事等によって︑征服王或はそ

れ以前から︑慣行として存在していたことが明らかであ
＾皿︶

わなければならないが︑しかしだからといって︑財務府

る︑ と し て い る ︒
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は︑王ヘンリから﹁財務府のバロン︵σ彗9窒まω8？

令状においてである︒ウェストミンスタ発給のこの令状

現われるのが︑一一一〇年頃と推定されるヘンリ一世の

ている︒その内容から判断しても︑現存はしないが︑そ

以降のものと殆ゼ変わらぬ程度に完成された形式をもっ

また一二二〇年のパイプーーロウルは︑ヘンリニ世治世

が行われ︑他の者は審判を務める︒それがまさにチェス
＾η︺
の試合を連想させる︒−から推︒察することができる︒

第一に︑︑㎝S8彗巨目︑︐という言葉が始めて記録上に

8ユO︶﹂に当てられており︑証人の一人として︑ソール

れ以前から連続する何巻かに続いて作成されたものであ

＾H︺

ズベリ司教ロジャの名が記されている︒

ることが明らかである︒

︑︐ωs8胃ζ目．︑の導入とともに︑州講負制のチェック

第二に︑財務府における州長官等の会計監査を記録す
るバイプーーロウルズ︵宝零射O豪︶の現存する最古のも

機能を果たす役所としての財務府が成立し︑その時期は

ヘンリ一世治世であったと考えられる︒この結論は︑ヘ

のが︑ヘンリ一世治世三一年目︵一二二〇年︶のもので
＾＾︺

ある︒

導き出される︒ここでは︑近年ヘンリ一世の統治に関す

ンリ一世の統治の革新性に対する諸研究者の認識からも

﹃対話﹄の周知の記述によれぱ︑上級財務府で中央の卓

︑ωS8胃巨昌．．とは本来︑﹁チェス盤﹂の意味である︒

上に敷かれる格子縞模様の布が﹁チェス盤﹂に似ている

＾珊︺
つ︑検討していく︒

る一連の研究を公にしているC・W・ホリスタに拠りつ

れるが︑同時に財務府のバロンによる州長官の審問の導

わゆる﹁アバカス﹂に基づく計算方法の開始を示すとさ

称となったのである︒この．．ωsg胃ざ昌︑の導入は︑い

リスタによれば︑一一〇六年ヘンリによってノルマンデ

り︑ヘンリ一世の場合でもそれは変わらない︒しかしホ

グランドを往復して統治を行うという方式は一貫してお

﹁ノルマン征服﹂以来︑王とその宮廷とが大陸とイン

＾蝸︺

ことから︑この名が用いられ︑遂には役所そのものの呼

入をも意昧すると見られる︒それは財務府の名称の由来

ィとイングランドが一人の支配者の下に再統合され︑海

○

のもうひとつの説として︑﹃対話﹄が語っている説明i

峡を挟む支配が改めて要請されるに到った時︑王は支配

＾1 6 ︶

中央の卓を挟んで財宝庫長と州長官の間で戦い︵審問︶
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一橋論叢第95巻第3号（54）
れが︑国王代理制度︑記録の作成と保管︑中央からの代

の所領しか持たない王の側近に限られていた︒ルーファ

成するのはイングランドの大諸侯ではなく︑中程度以下

間の対立が激化した︒その結果︑ルーファスの宮廷を構

理官の派遣︑そして財務府である︒これらのうちの或も

スが彼ら側近を大諸侯に育成するという方法を採ること

のための遺具として︑新たに四つの発明を付加えた︒そ

のは︑既に先王達の下でその萌芽形態が見られるが︑そ

もなく︑王と﹁征服﹂諸侯の対立も解消されないまま治

ヘンリ一世もまた即位直後︑ロベールを支持する諸侯

世末まで続いた︒

れらが確固たる統治理念の下に制度化されるのはヘンリ
一世の治世において で あ る ︒
ヘンリ一世の統治理念とは﹁築中化．︵o竃9彗・簑冒︶﹂

による反乱を経験するが︑それを克服した後は︑旧﹁征

一

に外ならない︒すべての権カは移動する宮廷に築中し︑

服﹂諸侯の家門を積極的に宮廷に取込み︑一方では反乱

〇

そこからイングランドを含む﹁帝国﹂の諸地域に放射さ

諸侯に対して︑その所領を没収し︑自らの腹心に与え︑

新たな有カ諸侯を育成するという二面的な方法を採用し

．れる︒

このような申央集権化を可能ならしめたのは︑ヘンリ

た︒彼ら﹁宮廷人︵O胃邑9︶﹂を通じて︑宮廷を中心と

在である︒この点においても︑同王の治世は先王達とは

スタによるヘンリ一世の統治の特徴的な諸点に関す谷理

したヘンリ一世の集権的な統治が実現した︒以上がホリ

＾19︺

一世がその宮廷に豊富に抱えていた信頼すべき腹心の存

際立った対照を示している︒

に参画した彼の腹心に征服地のかなりの都分を分与した

の王の側近は即大諸侯であった︒これは︑王が﹁征服﹂

らの新人︵目姜旨昌ぎ昌艘①号5﹂も含まれている︒

政の諸職保有者であり︑そこには︑いわゆる﹁塵の中か

ホリスタのいう﹁宮廷人﹂の中心となったのは︑王家

解である︒

ことの当然の帰結である︒しかし続くウィリァムHルー

また彼ら﹁宮廷人﹂は︑王に同行するぱかりではなく︑

すなわち︑ウィリァム征服王の治世においては︑宮廷

ファスの治世中は︑王兄のノルマンディ公ロベールを支

展々地方の行政官︑殊に州長官に任命され︑派遣された︒

一20︺

持する諸侯との間に数度に亙る抗争が起こるなど︑両者

364
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ているが︑財務府との関連で重要と考えられるので︑簡

いては︑W・A・モリスの研究を始めとしてよく知られ

ノルマン朝における州長官の歴史︑その性格の変化につ

変革の要というべきものであったと考えられる︒そして

き性格のものである︒財務府はその中にあって︑まさに

リ一世の意図した中央集権化政策の一環として捉えるべ

したものであった︒それはホリスタがいうように︑ヘン

州長官に関しても︑征服王の時代には︑その職を掌握

化が︑国王財政の確保という極めてフィスカールた形で

更に付加えれぱ︑ヘンリ一世によるそのような中央集権

＾2ユ︶

単に整理しておくことにしたい︒

していたのは︑概ねバロン身分の人々である︒しかしヘ

行われたところに︑著しい特徴を見出すことができる︒

＾22︶

移動する宮廷と財務府との関係

リチャードソンーセイルズの主張の史料的根拠となっ

の対比を念頭に置きつつ︑具体的に検討していく︒

本節では十二世紀の財務府の人的構成を︑﹃対話﹄と

㎜

ンリ一世治世に到ると︑数多くの州長官の交替が見られ︑

その多くは王側近への交替である︒例えぜ一二〇年に
ウィルトシャ・ハンプシャの州長官に任ぜられた≦⁝・
印昌ま勺O鼻O巴．＞﹃〇一詰は︑いわゆる﹁新人﹂の一人で︑

王の侍従として財宝庫に勤務した︒ヘンリの下で八州の

州長官を兼任した＝品巨o︷田；＝彗oなども同様の例

殊に王の治世晩年には︑州に対する中央の統制が極端

トである︒それらの中で︑特に初期の財務府の活動を示

そこで財務府のパロンとして記載されている人物のリス

ているのは︑十二世紀の財務府における訴訟記録であり︑

に強化されたことが︑一；一〇年のバイプHロウルから

す史料として知られる二葉の文書を︑ここでも取上げる

＾邪︶
として挙げられる︒

窺える︒一一州に及ぷ州長官職を︑王の側近である＞亨

ことにしたい︒いずれもアビンドン修道院の年代記に書

ω一

一年頃の同修道院所有のマナ︑の負担に関す

き写されていた文書である︒

巨︷ま＜o冨・雪o巨邑氏凹ωmgの二名が共同で勤めてい
豪︶一
るのである︒

州長官職における在地の諸侯身分から王側近への交替
は︑同時期における財務府の成立と発展と平行して進展
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する次の人々である︒ソールズベリ司教肉ooq宵︑リン

での宮廷に出席した人々は︑王妃マティルダを始めと

チェスタの財宝庫︵岩邑ミ巨昌サ冒二目巨・o竃昌o︶

ルズの指摘通り︑﹃対話﹄に書かれているほどには︑王

記の人名表を見ると︑それらが︑リチャードソンーセイ

である︒後者も同様の理由による︒以上を前提として上

訟内容から︑財務府の法廷であろうと推定されているの

が﹁ウィンチェスタの財宝庫﹂であること︑及ぴその訴

カン司教射oσo津︑ロンドン司教雲o臣邑︑峯⁝p昌

る訴訟を記録したもの︒ここに記録されているウィン

（56）
宗09邑︑＞3冒ま勺O津︑H昌邑P書ΦO臣旦巴目︑

家政職保有者を含んでいないことがわかる︒両史料を

叶ヴo

通じて王家政職保有者と確認しうるのは︑厩長である

o−o冒oogo︑串①﹃σ①暮

ミ算o﹃o︷goε窃註﹃︑侍従匡害σo津︑尚書射彗皇の三

o︷

45昌凹旨o．O昌−︑ Ooo串冨＜ 津N主胃σo﹃庁︑ミ⁝ぎ昌

名のみである︒

妻巴冨H

＞篶︷︑射巴吾田竃切9︐08串︷ま竃彗まく⁝⑦︑ΩO−

ヘンリ一世治下で︑はっきりと財務府法廷であること

が記されている史料も−但しノルマンディの財務府で

人物との訴訟記録︒判決を下したのは財務府のバロン

③一一三〇年頃の国王書記︸實冨aとω邑oなる

あるが−存在する︒

訴訟記録︒この訴訟が扱われた法廷の裁判官を務めた

︵田胃昌鶉まωs8胃ざ︶である︒その名は次の通り︒

勺o昌睾良︑老旨ぎ昌o︸g震ε目σ膏く︑峯耐凹目艘Φ峯胃−

匡①自﹃くρΦ5

上記の二葉の史料は︑これらの法廷が財務府で開かれ

ω罫一︑射oσ宰け；o9岩巨目︑エヴルー司教勾oσ胃叶︑

ミ⁝ぎ目饒冨O創o︑

た︑或は出席者が財務府のバロンであると明記している

峯害ユ■艘①眈oユσ①の八名︒またそれ以前の審理に加

射oσo昌︷①Oo目﹃o−︑

わけではない︒ωの史料では︑この法廷の開かれた場所

亀け︑射彗邑︷書09竃8＝冒︑射顯百︸田窒m9の四名︒

＾％︶

のが︑ソールズベリ司教肉oo冒雪︑リンカン司教民Oσ−

ω一一一九年頃の同修遣院のデiン税免除に関する

五名︒

＾鴉︶

○津睾聖忌一︑オクスフォード助祭長峯巴註H︒以上一

ρo

o＝臼目σo二巴目︑

＾η︶
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（57）十二世紀イングランドの王家政と財務席

のいう﹁国王代理団﹂とは︑ヘンリ一世が大陸に渡航す

固定した行政官の一群である︒彼らは﹁宮廷人﹂の中で

＾28︶
oo−芭曽巴oo

この史料では比較的多くの王家政職保有者が︑財務府

は︑その活動が主にイングランドに限定されている点に

わっていたリジュー司教旨葦︑射oσo津

のパロンとして挙げられている︒内膳官射oσ①二まOO−

特徴があり︑その指導者はソールズベリ司教ロジャであ

る際に︑イングランドに残していった︑比較的顔ぷれの

膏9︑同射oσ①津宗厨︸巴o︑厩長︵補佐︶ミ⁝顯目算・

る︒彼らは王不在の際︑王に代わつてイングランドを巡

行し︑統治を代行するが︑王がイングランドに滞在中は︑

Ooo︑同︸雪q急厨勺o昌雪巴︑侍従ミ⁝凹昌o︷9甲

ggg︷︑厩番≦樹彗の六名である︒しかしここでも

ジ目ンである︑という︒

についても同様に︑この場合はノルマンディにおける
．﹁国王代理団﹂の会議であり︑その中心はリジュー司教

による会議の特別の場合﹂と性格づけている︒㈹の史料

れにより構成される財務府を︑ホリスタは﹁国王代理団

王に随行し︑宮廷に吸収される︒そしてそのような顔ぷ
．

﹃対話﹄に書かれている財務府の人的構成とは大きな隔
たりがある︒

それではここに名前が挙げられた人々は︑いかなる資
格のもとに財務府のバロンを務めているのであろうか︒

この点について︑再ぴホリスタの所論を取上げることに
＾29︺

したい︒

統治者として︑従来展々いわれてきたように︑ソールズ

ホリスタの見解は︑ヘンリ一世のイングヲンドの代理．

ニハ名︵マティルダを合む︶のうち︑九名ーリンカン

ペリ司教ロジャ一人を強調するのではなく︑彼を含めた

ホリスタによれぱ︑ω・ωの史料にその名の記された

司教勾oσ胃叶︑射巴暑因富叩g︑ロンドン司教室o巨a︑

集団指導体制の存在を想定する点に特色がある︒史料の

制約もあって﹁国王代理団﹂の活動が︑必ずしも具体的

ミ葦雪o︷9昌89胃︑尚書射彗目冒︑マティルダ︑ソー
ルズベリ司教射ooq彗︑妻⁝曽昌まoo膏9︑＞旨昌o︷

に充分検討されているとはいえない面もあるが︑氏の研

究によって︑ヘンリ一世治世の財務府の中核を成した人

勺o津ーは︑イングランドにおける﹁国王代理団︵亭Φ
■目o口＝㎝巨三〇〇冨o月巴o有8目勺︶﹂のメンバーである︒ホリスタ
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人の多くが︑王家政職保有者ではなく︑むしろその活動
がほぽイングランドに隈定されていたということが明確

ド一人である︒

ここまでリチャードソンーセイルズ及ぴホリスタの諸

た︒彼らの主張︐の根底には︑冒頭でも触れたように︑十

研究に拠りつつ︑財務府の人的構成について検討してき

ここまで間題としてきたのは︑ヘンリ一世治世の財務

二世紀イングランド諸王の統治の構造に対する基本的な

にされた︑といえる︒

府についてであった︒ヘンリニ世治世に関しても︑リチ

認識が存在丈る︒すなわち﹁ノルマン帝国﹂更に後の

﹁アンジュー帝国﹂においては︑単一の中央統治機関と

＾30︶

ャードソンーセイルズは財務府に関係する史料を多数挙
げて︑それらから得られる財務府のバロンのリストが︑

して︑王とその宮廷︵9ま宛①o口色が存在する︒営廷

ω一一八三年頃のウェストミンスタの財務府におけ

廷を中心とした﹁帝国﹂全土における中央集権的統治は

中心を成している︒しかし不断の移動という制約上︑宮

＾31︺

﹃対話﹄の記述と一致しないことを立証しようとする︒

には財務担当の部局として宮廷財務部︵9∋o轟9ユ富︶

る国王法廷︵ぎO膏鼠Uo目−己射晶床岩邑ξo黒冒o−

ありえず︑せいぜいそれはイングランド・ノルマンディ

次に挙げるのはその一 例 で あ る ︒

冨箒﹃旨8邑ωS8胃巨昌︶︒出席者は︑ウィンチヱス

個々において実現しえたのみであった︒財務府はヘンリ

＾羽︺

が付随し︑︒金銭の受領と消費の部周として︑国王財政の

タ司教ヨoぎ邑︑イーリイ司教o8串︷︑ノリッジ

えられる︒従ってこのような二重の統治構造をとる以上︑

一世によるそうした築権化政策の要として成立したと考

勾ooq雪宰・射9巨﹃巳︑峯⁝ぎ昌︸鶉眈g︑宛彗邑申o＆2轟︑

司教旨ぎ︑o8串 ︷ 宗 ■ 暮 一 ︑ 財 宝 庫 長 雪 o 劃 a ︑

王家政と財務府の人的構成が一致する機会は︑ごくまれ

＾珊︺

﹃財務府についての対話﹄の検討

なものであったはずである︒

肉oσo津ま峯ま宣ρ︑冨−9竃−田色9の一〇名︒

ここに挙げられた財務府のバロンのうち︑王家政職保
有者は︑﹃対話﹄の作者と見徹される財宝庫長リチャー

w
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（59）十二世紀イングランドの王家政と財務府

にこの問題を取上げておかなけれぱならない︒

両者のずれをどのように説明すれぱよいだろうか︒最後

﹃対話﹄におけるそれとは異なることを我々は確認した︒

前節で︑諸史料から得られる財務府の人的構成が︑

れぞれ異なっている︒財宝庫︵財務府︶管理官と財宝庫

財務府との繁がりの度合は︑その職務内容において︑そ

また﹃対話﹄によれぱ財務府に席のある諸職の間でも︑

者によって構成されるものではないことは明らかである︒

としても︑財務府が必ずしも王家政の最上位の諸職保有

長とは︑その職務内容から判断しても︑むしろ財宝庫

まず今一度﹃対話﹄における財務府の人的構成を︑
○昌ω幸暮oUo冒身射晶尿における王家政のそれと比較

ても中心的な役割を果たす︒厩番の職務も彼らの補佐と

︵及び財務府︶の専従役人と見られ︑財務府の業務におい
＾舶︶

の諸職︑すなわち各﹁部局﹂の長に当たる諸職を挙げる

して︑極めて具体的である︒これらの諸職に対し︑尚書

してみることにしよう︒後者において︑王家政の最上位

と︑尚書︑内膳官︵3官宥芦ω訂老彗象︶︑侍従長︵目晶一−

＾餉︶

9串8冒雪ぎε呂舅8﹃O巨目σ邑巴目︶︑財宝庫長︑首

と厩長は宮廷から出向するのであって︑彼らが王の許を
＾η︶
離れることのできない場合には︑代理が出席する︒また

＾桝︶

席献酌官︵昌晶卑胃且昌雪昌・昌βω庁g︸呈宰︶︑厩長で

ある︒一方﹃対話﹄に記載されている諸職のうち王家政

以上の人々も︑王によって派遣された人々の地位が高け
＾鵡︶
れぱ︑彼らにその席を譲ることになる︒こうした王によ
＾ヨ9︺
り派遺される人々の席は第ニベンチにも指定されている︒

の成員と見倣されるのは︑尚書︑財宝庫長︑厩長︑侍従︑

厩番である︒この中で︑財務府の侍従というのは︑財宝

従って財務府の人的構成も実際はかなり流動的でありう

﹃対話﹄の記述の解釈のみによっては充分に説明しきれ

務府の人的構成と﹃対話﹄におけるそれとの乖離は︑

しかし前節で明らかになった︑証書史料等における財

できる︒

ることを︑﹃対話﹄自体からもある程度推測することが

庫管理官︵畠昌①轟ユ畠ま艘⑦竃膏90ブ葭ヨσ邑巴目O二冨

⇒窒豊q︶であって︑明らかに侍従長ではない︒また内
膳官と首席献酌官とは︑まったく財務府に席をもたず︑

むしろ最上位の諸職には属さない厩番が財務府に出席し
ている︒

以上の比較から︑﹃対話﹄の記述をそのまま受入れた
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わったであろう財務府の再整備の結果が﹃対話﹄の中に

以上の経緯から︑ナイジェル或はリチャード自身も携

も反映しており︑財務府のいわぱ一種の理想形がそこに

ない︒殊に﹃対話﹄を財務府運営のための厳格な﹁手引
き﹂として見る場含には︑この﹁ずれ﹂は閑却し難い︒

描かれているのではないかという推測が成立つ︒

ここで改めて﹃対話﹄の成立の事情とその性楕について︑
検討する必要がある︒

ではない︑という指摘は︑既にR・W・サザーン等によ

いわゆる﹁十二世紀ルネサンス﹂の潮流の中で︑﹃ヘン

ってなされている︒すなわちイングランドにおいては︑

＾柵︶

﹃対話﹄−が単に役人の利用に供するためだけの手引き

﹃対話﹄の著者として現在一般に承認されているのは︑
＾仰︺
後のロンドン司教リチャードHオヴー−イーリイである︒

ナイジェルを父にもつが︑周知のように︑このリチャー

彼はソールズベリ司教ロジャの甥にあたるイーリイ司教

リ一世の法︵5恕㎞串雨ミミ︑ミ§

Ωざse§邑竃§§︑︶﹄のよ

︶﹄或は﹃王国の法と

ドに到るソールズベリ司教ロジャの家門は︑十二世紀イ

慣習についての論述︵箏§§竃きト轟き§ミoo葦ミ．

＼ミ曳︸§邊ミ

うに︑法実務に関する一連のラテン語著述が現われる︒

雨§きsきミ吻ミ寒

ングランドの行政発展︑とりわけ財務府と分かち難く結

ぴついている︒ナイジェルはヘンリ一世治世中期より財

宝庫長職にあったと推定され︑最初の聖職者の財宝庫長

こうした著述が出現した背景には︑イングランドの統治

の精激化に伴い︑宮廷に勤務し︑世俗の統治諸制度に通
＾竺
暁するに到った聖職者達の存在があった︒彼らは︑彼ら

として︑同職を宮廷の第一級の官職にまで高めた人物と
＾色

ナイジェルは伯父ロジャとともに︑スティーヴン治下

の知的創作の題材として︹彼らが熱知し︑また複雑では

見倣されている︒

の一二二九年に一旦は失脚したものの︑ヘンリニ世の即

あるが極めてルーティーン化していたが故に格好の素材
＾棚︶

位に伴って宮廷に復帰し︑新王の要請に基づいて財務府

でもあった︑王の統治の諸制度を選んだのであった︒従

イングランドの進んだ統治諸制度という二つの要素の合

ってこうした著作は︑世俗の統治に携わる聖職者達と︑

の再建に従事したといわれる︒リチャードはこの父の尽

カにより︑一一五八年頃にヘンリニ世の財宝庫長の地位
に就いている︒
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一によってはじめて生まれたものである︒

こうした一連の著作の中に﹃対話﹄を位置づけること
によって︑我々は﹃対話﹄もまた単なる﹁実務書﹂では

ないこと︑そして財務府の実態が必ずしも﹃対話﹄その

ままであると考える必要のないことを認めることができ
る︒

結語
宮廷と財務府は︑﹁ノルマン帝国﹂・﹁アンジュー帝国﹂

の統治の二つの核であって︑この時代の国王の統治を問

のような観点から︑王家政と財務府との関係を検討して

題にする場合︑常に念頭に置かざるを得ない︒本稿もそ

きたのだが︑縞果としてリチャードソンーセイルズの所
論の確認作業に終わり︑それ以上の議論の優開を試みる
には到らなかった︒例えぱ一口に王家政といっても︑そ

の中で仮に宮廷財務部に焦点を絞れぱ︑また異なった問

題視角が生まれてくるはずであるが︑それは後日に譲る
外はない︒

また﹃対話﹄の検討という間題においても︑充分な立

証もなく臆測めいた推論の羅列に終始してしまった︒合

わせて今後の課題とすることにしたい︒

佐藤伊久男﹁イングランドにおける財務府︵向曽ぼ︷−

三二七−三五五頁︒

胃︶の成立について﹂︵服藤弘司・小山貞夫繍﹃法と椀力の

︵1︶

史的考察・上﹄創文社︑昭和五二年

夷§由ミoミ溶§oミミb

ミ轟§軋雨吻§s■

︵2︶Oこoぽ冨昌−⊆1竃二・J§き§帖ミ募S㎞ミ§ミ募
い§sミミbぎ

財務府は︑下級財務府︵まぼユ冨朋88胃ζ員一巨o■o毫o﹃

ミざ︵■o自oopH8o︶一

︵3︶

向曽臣名宰︶と上級財務府︵豊潟ユ畠蜆冨8彗旨昌二−odマ

して扱われ︑後者において︑財務府のバロン︵冨8畠ωま

喝﹃向曽5毛雪︶から成り︑前者では︑金銭の受領が主と

蜆畠o8ユo︶による州長官の審間が行われる︒財務府の機構

と業務の詳しい内容については︑佐藤氏の前掲論文及ぴ次

昭和四三年︶︑三一七−三二七頁︒なお︑以

の書物を参照のこと︒小山貞夫﹃中世イギリスの地方行

下﹁財務府の人的構成﹂という場合︑もうぱら上級財務府

政﹄︵創文社

︵4︶﹄9冨昌二P皇き寒夕電．宝1−︒︒．

を指す︒

︵5︶ この史料については︑次の拙稿を参照のこと︒﹁o昌−

餉幸自庄oUo昌易宛晶ポとその作成の背景﹂﹃史学薙誌﹄第

︵6︶奉ω；豆§9姜ミミ︸§一曽冬ミ呉嚢曳§呉

九三編第六号︵一九八四年︶五七−七七頁︒

江・O・勾ざ旨與H旦眈o目與自邑◎．01ω閏ヱ窃一§雨Ωooミま筥s§

ωく〇一岨・︵℃竺oa一Hooミー轟N00︶く〇一．ゴラω葛1
︵7︶
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亀

︵向⊆︷目σ自Hooσ−

o勺−

N壮oIoo蜆o．

三五四頁︒

一〇〇いy

ミミ帖§§邑婁廼§軋︑o§ き雨o§ミ蔓 ざ ミ晶§
os︑

佐藤氏の前掲論文

︵8︶ 註︵5︶参照︒

︵9︶

︑↓サ蜆Oユo筥ヲ良Rすo同宍o匡oρ自0H二一ま

︵10︶﹄oぎ閉昌二P皇・冨葦弓・♂1傘い・
﹄．匡．宛o自自戸

掌雨o§§§雨♀卜§軋§§︑9ミ9ミ︸雲︵冒己員

︵u︶

Ho︒遣︶一〇■＄．佐藤氏の前掲論文︑三四四頁︒穿目雪冒−冨

のこと︒−￠．肉o自自♀︑§軋ミ向ミ防ぎ曽軋︵■o−巳op一〇〇8︶一

29或は津目寧⁝一嘉昌o巨㎜に関しては次の藷研究を参照

O雨ミミミ

︵O罧6﹃♀

−o竃︶一富勺﹃

一〇Nμoや

嚢罫曇♪事8上oo．一肉1■﹄8一9掌㎞寒o鳶ミ雨・
軋ミ§雨Hざ雨ミ
〜ひ1ω−一

︵12︶ 射o目自戸︒︑HすoOユσqまoh叶︸o向肖o＝耐o畠o﹃︑一︑やNNlNu・⁝

冒．一9§ミききミ§§1﹄9ミξミミき§ミ

亀雨恥雨包s勾雨軸ミ§

︵■o邑o自一冨罵︶一暑．量o﹂宝一一ま1HS︒佐藤氏の前掲

Ol﹄oチ目閉o目彗−o串．＞一〇﹃o自自9oo

論文︑三四四−三四五頁︒
︵13︶

き菩−き§§ミ§§O−ミトき＝−・︵Oき邑一−婁︶・

︑虫§ミー︵5・．

の免除を与えたも

ヘンリ一世の娘マティルダとドイツ皇帝

目o﹄3．内容はリンカンの聖メアリ教会に対して︑結婚援

助金︵匿o︶

ハインリヒ五世との緒婚に際しての
の︒

︵14︶﹄．︸昌員＆−一掌雨︑膏きミ呉

ま貝畠お︶一﹃︷﹃

εS1同パイプー−ロウルに関する最近

の研究として次の諭文がある︒﹄．＞．o冨害一︑︑軍塞o司昌∋

g寿︒・姜o⁝ξ亘旨蟹け尿巨o昌墓鼻冒．；黒冒まg

︵HoooN︶

oo．

一1−N．

ω旨き夏勺富雰＝．．一寒§§呉§−婁§一雨呉雪・．

バイプーーロウルは︑ヘンリニ世の治世二年目より連続し

︑o︑︷os︑完雨㎞雨筥︑o￥−くo−．︼﹁＜

て残されており︑風ooo﹃︷◎o冒冒尿色op〜号o射o＝ωoag︸

記＆boo赤ミ§雨寒oぎ内s雨︑一すく国・匡邑Fω

から公刊されている︒またヘンリニ世治世一年目分の一部
は︑§軸

く〇一眈︑︵射O亭ωOま9HO︒ま︶の第二巻︵勺？塞O．1けO︒︶に収

またノルマンディの財務府記録のうち︑一一八○年︑一一

録されている︒

八四年及ぴ一一九五年分が各々都分的に残されており︑公

刊されている︒↓︒ω冨旦g昌一＆︒き味ぎ勾o§ミ吻§sミ3

≧ミ§§§§婁︸き菩姜き思昌㎞しき一蜆・︵5邑昌一畠♂

軋雨

㌧くo︑§sミ︑

雨

︵勺四H−9

一〇〇α10N︶

H自け﹃oρoo庄o自−

雰註§ミこト§こ︑き誉ミミ

1宝︶．更に一一八四年分の一都が︑■．U〇一邑o彗o戸︸串．

軋ミo

胴員筆一完§き雲き
軸

皇き軸§ら・N一

勺や﹈塞−室戸に収められている︒
︵b︶言巨冨g二ρ

肉o自目戸．︑↓ブoOユoq巨艮庁巨o向共oげ〇一自呂︑．一勺やN＋1N㎞・

佐藤氏の前掲論文︑三四五頁︒

︵16︶

以下の叙述は︑主として次の二諭文に基づく︒O︒ミ・

︵ーア︶言巨冨昌一＆．一bミ轟書ら・N・
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宍ぎ窃巨勺一︸昌︷−彗O勺ま一一甘＞品畠巨蜆︑︐一掌雨﹄§ミ㌣

ホリスタのいう﹁宮廷人﹂とは︑国王証書における証

．︐︸昌︷−︑︑︑と略記︒︺

§s1串軋包ミ § 司§膏§く〇一・o︒い︵6N00︶一i勺−ooS1岨8．

︵19︶

︹以後国o豪m箒

人活鋤の一年当たりの回数が一定数値を趨える人々のこと
ヘンリ一世治世における﹁新人﹂の活躍に関しては︑

である︒国o旨蜆冨■︑︸o自︷−．．一勺looo0N一

︵20︶

次の論文に詳しい︒佐藤伊久男﹁集権的統治の構造﹂﹃西

ミ・＞・峯昌﹃貫掌雨§§§ミ向翁茅

婁ミ§こoご§

洋史研究﹄新輯第一号︵一九七二年︶︑一−二八頁︒また
拙稿七四頁を参照のこと︒
一
︵21︶

︵罵p目g窃註■5ミ︶一冨勺﹃JH漂oo．

きミ一や昌︑小山貞夫﹃中世イギリスの地方行政﹄︑

二二一頁︒

︵22︶

︵23︶ 竃o昌グ喜一ミ 一一勺やミーNp
︵24︶さ鼻一〇・．︒︒α．一︸o≡箒・一︑匡彗︷−︑︑一君﹂︒︒ω−o︒︒︒︑．

両名が管理した一一州のうち七州までが︑前任者による州
謂負料の納入が滞っており︑それがこうした特別の措置の
原因であったという︒o冨昌一〇勺．g︒弓．畠．

︵鴉︶﹄・ω冨く︒自蜆昌一＆ 9§ミo§き§冬・辻きき§覧§
︵宛︒二閉ωoま9■昌o昌一冨畠︶一毛．−εi＝N∴き咋婁や

望睾昌眈冒一＆1一〇ミ§

き二で．︒oも．

o§一〇〇−旨o−−2．

︵26︶

き−1貝昌−H8◎．

星g彗穿昌葭邑ωミ一鶉一冬

﹄・︸・勾o⁝戸︑︑炭o冒彗戸旨oら轟︑叩ωoユ訂；一掌雨
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︵28︶

§︸完§む§一ぎく︵一〇〇昌︶一？志α∴o−匡−
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向ミ曳︸急§亀ミ

︵29︶

まo旨咀訂■︑靹昌︷H二一〇〇1ooごIooooo．

g蜆一H胃oo︶一語o﹃ 宅8一やoooo．目．冨1

スティーヴン治世下︵一ニニ五−一一五四︶における

財務府に関しては︑一一四一年頃に皇妃マティルダから財

︵30︶

務府のバロンに当てた令状が現存するこセなどから︑ある

程度の活動の形跡が認められる︒しかしバイプH回ウルそ

＞・O︑︒昌二自O宛・甲ρ冒身呉鳶雷一S尋昧§

の他の記録は現存せず︑その実態は明らかではない︒ 声

昌・§一ρ﹄・＞・O旨昌︒一§§ミ呉9意§二﹇︒．

﹂s曳o．峯ミ§§§ミ§sg−ミミ一く〇一−自−．︵o肖δaし8oo︶一

H・旨邑員一掌聰曇暮ミ§軋﹂富喜ミミ婁県ミ耐嚢一

里9彗島昌彗qωξ一遷o ーミ

PN禽．
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目oo戸−oNo︶一勺やNNα1N〜oo
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〇ぎミミ県§雨宍ぎ砦ミ向s曳昌ミ一Nく〇一咀．︵HΣご〜邑−

嘗い︑昌︑回チェスタ修遭院長と旨＝閏量急2①ξ筈固昌及
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雲oぎ邑蜆昌彗oω占一〇9喜・ミJ電・Ns−8ω・

保管する︒−−・また債務者が滞納によって逮捕さるぺきと

の判断によって収監される︒また州長官等の会計報告が終

見徹された時は︑彼の監視下に置かれ︑財務府開廷後︑彼

わると︑彼らから︑法にかなった報告を行った︑という宣

宮廷財務部と財務府の間では︑前者に勤務する侍従職
を一人の人物が保有する場合がある︒例えばヘンリ一世の

︵s冒o轟ユ冨︶と後者の管理官職︵o嘗昌o墨ユ富ま亭o眈彗︑o︶

誓を受ける︒−・⁝また次の財務府の召集令状をその管理者

言；8貝＆．一bざ︑品蕎一勺o・富18・

申■1勺oo亙暑．9ゴo勺・企ーひ・

き註﹄甲ミ・

︵38︶ §ミ一︑勺ーま1旨・

︵37︶

昌．︶

から受取り︑−王国全土に発送させる︒L︵きミ■ら勺・81

侍従婁⁝串目ま勺o鼻ま一︑苧o臣は︑一二二〇年パイプ
ー−ロウルによれ・ぱ︑昌ざげ訂ユ昌自S目胃害O膏−塞ととも

に︑財宝塵管理宮職と思われる肉o幕津峯彗き岸の職を購
入している︒︵§雨︑書雨由oミミ讐きsミト勺・讐・︶

︵39︶

またヘンリニ世の侍従峯≡討目峯彗φ自岸は︑一一五四

︵40︶

︐o

射§︸§一曽旨︵5葛︶ら勺・

ρ婁一呂o旨朋冨﹃一︑弓げ血Oユσqヲ蜆oh一−o向目o日＝蜆ヴH﹃o串．

ミoーミー︑拙稿六五−六六買︒

碧ξ．．一§軸向ミ募専雲包ミ札§

︵41︶

年の証書において︑彼がそれまでに保有していた∋巨県．
や企室・︶

害ζ∋s冒胃彗武oに加えて8昌彗胃討亭雷彗ユを付与さ
れた︒︵冒g彗爵昌彗oωξ一8一〇︑ミ
︵34︶ 拙稿︑五九−六二頁を参照のこと︒

︵43︶

︵棚︶ −旨冨op＆ bぎざ寒卓o・吐く・

戸峯．ω昌艘o冒一︑．↓5里9oo−向轟−彗qぎ

その任務は余りに重要で︑財務府開廷中はそこを離れるこ

︵∬︶ ﹁下級財務府・上級財務府を問わず︑そこにおいて行
われるあらゆることに彼︵財宝庫長︶の注意が必要である︒

︑ooo1︑

H0No︶一勺やHいooIHooo・

sミ匙Oきミ吻︑ミ軋ミ㎞︵O嵩δHP

O冒目o＝き向s伽︑s竃︑亀ミ軋註帖弟S言︑餉

︵学術振興会奨励研究員︶

N

↓ミ賢旨o竃巨︷射昌巴蜆咀昌8．．−三§き§邑§§§㌻§

︵44︶

とはできない︒﹂︵﹄o旨冨op＆︒b︸良奈§一〇〇一N00−s一︶﹁︵財

結ぴついており︑財宝庫長の権威と責務を彼らも分かちも

務府の管理富s冒血量ユ畠の︶職務は︑財宝庫長のそれと

︵O洪ざHPH旧ooω︶一勺や一αooーミo・

峯■↓

っている︒﹂︵ト①まJラNOI︶

﹁︵厩番は︶州長官が持参する割符を扱う︒また召築の

際︑州長官によってもたらされる王の令状を小箱に入れて
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