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1 はじめ に

ツールの司教グレゴリウスの叙述した通

称Historia Francorumと言われ

る歴史叙述(以下H. F. と略記する)は，

歴史叙述それ自体としても大変興味のある

ものであるが，その記述の内容を詳しく追

跡してみると当時の社会の状態や社会意識

をよく伝えてくれて，初期中世史を研究す

るものにとっては， またとない好史料であ

るのでゐる。しかしH.F. K対する歴史的

研究対象としての評価は，乙れまで必ずし

も良かったわけではない。表現万法は拙劣①

でゐり，記述は簡単であり，宗教人が著者

であるためK宗教的価値判断が強く②宗教

的な意味での理非善悪が史実を選択する尺

度となっているため，客観的な近代歴史学

の研究対象とはなり Kくいという意見が多

かったのである。だが， 乙のような評価自

体が正鵠を得ているものかどうかという反

省も近時しきりになされているところでゐ

る。③すなわち H.F.が記述された 6世紀

後半と言えば通説的評価によれば文化の低

落現象がはげしい時代と言われ，その好例

としてH.F.の表現方法の劣悪性が言われ

るのであるが， これは， ローマ的古典文化

の衰退ということであって，価値基準の変

動した中世初期においては，むしろローマ

文化は否定されねばとEらなかったわけであ

り，修辞的言動は拒否され，麗々とした美

文の中氏非宗教的なものを感じているので

あり，抽象的な非現実的な叙述こそ中世的

なのであり，従って中世的歴史叙述におい

ては表現が劣悪で記述が抽象的になってい

るほど高い価値を持つものであったのであ

る句つまり近代歴史学による近代的価値判

断のみによって考証されてはならないと言

う反省がなされたのである。例えば，記述

の内容に宗教的色彩が強いと言っても，そ

れは現代的感覚において言っている乙とで

あり，グレゴリウス自身の意識によれ品

むしろ世俗の事件を忠実にとりあは真実

を後世に伝えて，神へのあかしにするつも

りであった乙とからも知られるように，時

代をへだてた価値判断は充分に慎重K行な

われなくてはならないのである。 ζのよう

に考えてくると， H.F は， こんにちの限

からみれば多くのゆがめられた側面を非常

に多くもっているため， 乙の叙述内容を基

礎として発言するときには慎重な態度が必

要とされるが，初期中世という時代的諸条

件の申で考えれば社会構造や時代意識を伝

えるもっともすぐれた史存ト ゐるいはかけ

がえのない史料と言うことができると思う

のでゐる。
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と乙ろで，よく言われるように， 乙の時

代は内乱ゐいつぎ，近親相食み，兄弟相争

うとし、う大混乱の時代であり，⑤乙れはキリ

スト教に充分教化されていないフランク族

の非行とグレゴリウス自身言っているので

あるが， 乙の混乱状態は，歴史研究の立場

に立てば， まさに好個のデータを提出して

くれるものではないかと思うのである。つ

まり混乱した状況は，まさに新しい時代へ

の移行状態の反映であり，新しい社会，新

しい秩序形成のために必然的K要求される

旧制度の破嬢の状況であろうと想定される

のである。乙れまでは自己矛盾を合ひ混乱

した叙述内容の故K史料的価値を疑われて

いたわけであるが.まさに乙の混乱乙そ時 一

代を如実K反映していると言わねばならな

いと思うのである。新しく中世的秩序が形

成されるための苦悩を含んだ準備期こそ，

ζのH.F.が叙述された時代であり，メロ

グインガ時代であろうかと思うのである。

多くの悲劇的抗争ふ封建制のための土壌

をなしているのであり H.F.のfこと了こど

しい叙述の申から新時代形成のための苦悩

のニュアンスを汲みとらねばならないと恩 f

うのである。乙のような立場に立って史料

iζ密着して考察を進めて行けば， 乙の時代

の混乱の主要な原動力となっているのが

「有力者」と一括して呼ぶ乙とのできる階

層ではなし、かと思うのである。以下， 乙の

仮定にもとづいて，次の四つの作業仮説を

設定してみたのである。

第 l作業仮説

H. F.において「有力者」と呼ぶにふさ

わしい表現については別の機会にふれた ζ

とがあったが'⑥乙の 12種の表現をもっ貴

族の前駆的形体と予想せられるものの全体
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的，総括的把握を試みたいという ζ とであ

る。すなわち，貴族制成立にいたる前駆的

段階Kおいてその原型と予i慢させるものを

深し出す試みは，問題意識としてはかなり

魅力的なものである。 ζの問題意識に関し

てもっとも古い言及は，レーベルのもので

はとEいかと恩われる。⑦

「グレコールは nobiles という語を

フランク人に対して用いなし、。一回の例外

を除いて。そ ζ でSen i 0 r e s， Proceres， 

Princeps などのような別の表現を用い

ている。しかし， 乙れらの表現は多僚であ

り，流動的であり，一つの身分として名づ

けることができ伝L、しかも Adelとも言

えずGetreuen とも言えとEい。せいぜい

社会的経済的にすぐれたもの，または国王

の側近として政治的K高い地位にあるもの

という程度の漠然とした ζ としか言いよう

がない・..っと言ってい るのである。や

がては時代の担い手となるはずの「貴族」

の前駆的形体については早くから多くの関

心が寄せられながらも，史料的制約によっ

て，今まで明らかな姿を示すにいたってい

ないのである。

いま，再び乙の問題を取りあげるという

乙とは， レーベルが持っていなかった新し

い史料を入手したということではない。そ

うでは伝くて新しい立場から考えなおして

みようとしているのである。すなわち，前

述の有力者をあらわしている 12揮の表現

Kついて，その一つ一つを定義し，その定

義を積みかさねて，貴族の前駆的形体の社

会的，経済的，政治的状況を概念規定する

乙とが不可能な場合Kは， それtとかわる次

善の策として， やひを得ず，個々の表現上

の差異や内容の差異についてはいっさいふ

れない ζ とにして，個々の関では矛盾する



ものも包含していても， トータルとしては

おのおのの表現が全体の社会的機能を分有

しているものと想定し， あいまいではあっ

てふ有力者層の社会的役割りをとらえて

みたいという作業仮説をたててみたのであ

る。個々の表現杭具体的位置づけを困難

にしているとき，個個の表現の相互聞には

時間的地域的誤差もあり，果している機能

の間にも多くの矛盾を含んでいながらも，

なおきたるべき Adelsherrschaftの意

義の重要性のために，多くの疑問点を保留

しながら，有力者層の実態Kせまってみた

いという作業仮説を設定してみたのである。

、

第2作業仮説

H.F.における個人名を全部網羅し，カ

ード化して，その申から次の 4条件すべて

のものに該当する個人名を抽出してみた。

イ 国王の家系 K属していない乙と

乙の条件Kついては，ゲルマン的な社

会意識によれば国王と貴族の聞に決定的

な差異はないという乙とも言えるかも知

れないが'@~はり国王及びその一族附

してはフランク時代Kは一般の貴族とは

決定的K相違がある⑨と想定した万が妥

当であると思って慰定した条件である。

ロ 司教，僧院長などのよう K宗教界に関

係しないこと

ζの時代の有力者層の中で，宗教界K

関係ちるものと世俗界lζ関係するものK

区分するととは必ずしも妥当でないかも

知れない。すなわち， 乙の両者は現実の

身分関係においても，また意識面におい

ても栴互K流動性のある乙とは事実とし

て認めぎるを得ない。しかし，今の場合

は一応の作業仮説として世俗に関係する

もののみの動きをとらえてみたいと思っ
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たから，多くの異論は承知の上で設定し

たものである。

ハ 6位紀lζ関係する人物でゐる ζ と

ζれは，多くの人代納得していただけ

る条件であると思う品 H.F.も「中世

的歴史叙述」である限仇先人の歴史叙

述を継受しとfければならな t¥，，'百つまり H.
可10)

F.は 10巻で構成されているが，グレ

ゴリウスの直接・間接の経験にもとづい

て記述された 6世紀の記事は，第 s巻以

降である。もちろん第 3巻以降にも 6世

紀以外のものが混入しているのであるが，

まず伝説的な人物を排除する意味で設定

したものである。

ニ 妻の記述のある人である乙と

乙の条件は，特に積極的な理由があっ

て設けた条件ではない 。消極的な理由と

しては妻の記述があるという乙とはいわ

ゆるHau sh e r r s ch a f tを持っていると

予怨せられるということとか，記述が比

較的くわしく内容を分析したときの誤差

が少ないとかと言うことがあげられると

思う地主決定的な理由づけにはならない

と思う。乙れは，やはりデータを整理す

るときの任意の作業仮説であると言うの

が妥当性が高いと思う。

その結果s 第 2表でみられるように 26

例を抽出することができたのである。

第 3作業仮説

5 8 7年 K， Andelot において分国聞

の争乱を調停すべく条約が締結された。乙

の条約の内容については， H. F.の第 9巻

第 20章iζ全文が掲載されている。と言う

のも乙の平和条約の締結K際し，著者グレ

ゴリウスの努力が大きかったからであ ~o

乙の条約に対する通説的評価は，国王権力



と貧族権力の抗争の歴史の申で，始めは圧

倒的に優位に立っていた国王権力を，貴族

権力が次第に成長するに従って凌駕して行

くという基本的過程の中で，決定的に貴族

権力の優位を認めさせるのは 614年のク

ロタール 2世の勅令⑪て・あるが，アンドロ

ーにおける条約も，その前段階を示す史料

であるという乙とであった。@

しかし，今問題としたいと乙ろは，王権

と貴族権というこつの権力体系が搭抗関係

にあり，次の時代のヘゲモニーをにぎるた

めの争いを していたとい う通説の申tとみら

れる仮定がはたして妥当なものかどうかと

いうことである。二つの権力体系がめり，

それぞれ相対立しているという前提は中世

全体の権力構造を，ゲルマン的諸関係の中

において考察したとき，はたして有意義な

成果を得る乙とができるかどうかという疑

問が出てくると乙ろである。むしろ権力者

の聞では相互に利用し合い，合流し，一つ

の核心K収欽しがちな支配布毒造を持ってい

たという前提に立つ万が事態を理解する上

で自然な解釈ができるのではないかと思わ

れるのである。乙のような立場で，本来で

あればH.F・全体を網羅的に扱うべきであ

ろう科今の場合はその中でもっとも象徴

的に両権力構造の関係を示しているアンド

ロ一条約の内容を再検討することによって

考察を進めてみたいと思うのである。これ

を第sの作業仮説としたい。

第4作業仮説

乙れまでの三つの作業仮説は，いずれも

有力者層の形成の動向をとらえようとする

ものであった@ しかし，われわれは支配

階級の形成状況に対応する被支配階級の動

向にも重大な関心を払うべきであろう。支
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配階級の形成と被支配階級の形成と出つ

ねにコントラストさせて，一種の対応関係

においてとらえるべきでゐろうと思うので

ある。もっとも被支配階級の動向をみるた

めの史料は，史料の量から言えば，はなは

だ心もとないものであり，その少ない史料

を駆使して一体どれだけの ζ とが言えるか

ということを考えれば，やや前途tζ暗いも

のを感じるのでゐるが，問題意識自体の魅

力にひかれて，あえてとりあげてみたいの

である。

2. Historia Francorum Iとあらわれ

た有力者群の動向について

(その 1) 

すでに述べた第 1作業仮説にもとづいて作

業を進めた結果ぞ表にまとめてみた。第 1表

である。 ζの表は横軸lζ年号をとり，縦軸lζ

有力者層を表わすと考えられる 12種の表現

を，頻度の多いものからj頓に並べたものであ

る。なお，図表の中の(P)はその行動が親国王

権力的なもの， ωは国王権力K積極的Iζ反抗

する場合と消僅的に変節する場合.(N)はどち

らとも言えないと思われるものをそれぞれ示

している。また， ωはそれぞれの行為が地域

を代表して，あるいは地域の利害を代表して

行なわれる場合を示している。

乙の結果.次の ζ とが言えると思う。

(1) 一般に， 有力者層が貴族権力を形成して

行くとき，既成の鼠王権力に反抗し，それ

を打倒して形成するものであると主張され

ているが，有力者層が親国王的な行為をす

る頻度と反抗的態度をとる頻度と比較して

2 6，..，.. 1 8 
みれば，一一対一ーであり，必ずしもそう4 8 / '~ 4 8 

は言えない乙とが判るのでゐる。また単に

頻度だけの問題でなく，その行為の内容か

らも同ーの結果に到達するようでゐる。乙



の結果からみると，国王権力を中心とする

政治体制が基本的な体制Jであり，国王権力

と共!L.有力者層はアリ ストクラシーを形

成したのであり，有力者層が国王権力をけ

おとして成長して行ったとは考えられない

という乙とを示しているようである。

(2) 仮に(1)の結果が正しいとすれば，有力者

層が，何故に反乱，反抗，変節のような行

為をとるのであろうかという疑問が当然生

じてくるのでゐる。そ乙でかれらの行為の

動機づけを，個人的動機(血縁関係等も含

めて)と地域の利害関係の代表者としての

動機と K分けてみたのである。すると次の

ようになったのである。すなわち 48例中

地域の代表として行動する場合は 13肌約

27パーセントであるが， ζ の 13例が反

抗的行為 18例と関係している場合が 7例

すなわち約 39%であり，申立的行為 4例

中 2例が地域の代表的動機によるものであ

る。乙れに対して，親王権的行為 26例中

地域代表として行為しているのは，わずか

に4例すなわち約 15パーセントにすぎな

いのである。中立的行為を地域代表として

行なうのは，いずれも裁判機能を果してい

る場合であるから 50パーセントの高率に

なるのは，いわば当然の乙とであり，考察

の対象から除外してよいであろう。すると

4 4例を考察の対象とすべきであり，その

うち 11例が地域の代表として行為してい

る(2 5パーセント)が，そのうち反王権

的行為と関係している地域代表行為は 39 

ノマ一セント，親王権的行為と関係する地域

代表行為は約 15パーセント lζすぎないの

であるから反王権的行為が地域代表行為と

極めて高い相関関係を有しているζ とが確

認できると思うのである。

乙のことは，いみじくも Seniores 

Populiという表現からも推定3れるよう

民有力者層は，やはり地域の代表として

国王権力に対応しているという一面を持っ

ていたのではないだろうか。すなわち，地

域の不満や不安を背景として国王と争った

のではないかと予想させるのである。もち

ろんζ 乙で言いたい乙とは，地域の不満を

国王iζ要求するのは有力者層の利害関係と

合致したときのみであり，利害関係不一致

のときには国王とともに地域の要求を踏み

にじるのは極めて明らかな事であろうと思

うのである。では， さらにすすめて‘ 乙の

地域の不満の内容は何かという ζ とになっ

てくると思うが，今の段階では説明できな

い。乙れが第 2. 第 3の作業仮説を設定し

なくてはならない理由であり，順次明らか

にしてゆきたL、。伝お付言するに.ζ の地

域という言葉を用いるとき， 乙の時代にす

でK人的結合関係よりも地域的結合関係の

万が強かったとか，後のラン ト(テリトリ

ウム)の原型がすでにあらわれているとか

という乙とを言いたいのではない。乙の時

点、での地域とは，大はばな人的結合関係を

前提としながらも，なお予想できる地域的

条件という意味で用いているという乙とを

お断りしておきたいのである。

(3) すでにのべたように貴族権力は国王権力

とともに，いわばそれに寄りそいながら成

長したのであるが.その貴族抗いわば自

立的な行為をし始めた時点は，第 1表を見

るかぎりでは. 5 8 5年という乙とができ

ると思うのである。無論正確な年代決定が

できる性質の問題ではないので，今の場合

言える乙とは，紀元 6世紀の第 4・4半期

には貴族権力はすでに国王権力K対抗して

自立的に行為できる能力を持つにいたった

という乙とが確認できる⑬という ζ とでは
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t.J.いかと思うのでゐる。

3. Historia Francorum Iとあら わ

れた有力者群の動向について

(その 2) 

第 2作業仮説にもとづいて第 2表を得る ζ

とができた。乙の表の各欄について年次Cと

に考察をすすめていくべきであろうが，今の

場合 26例全部について記述するべきではあ

るまいと思い，比較的記事の多い二人の人物

Y. 1 4 jー 57 6年一

分国王シギベルトスの死後，ブルニキルデ

皇后はキルペリクス王の子のメロベクスと再

婚した。これは甥と伯母の結婚なので人倫上

からも，キリスト教の立場でもすべての人が

反対した杭中でも、分国聞の領土争いの点か

らは決定的に許す乙とのできないものであっ

た。そこでキルペ リクス王は乙の結婚を反乱

とうけとり， メロベクス ・プルニキルデの追

討を命じた。乙の儀相をみていたボソは. ラ

Gunthramnus BosoとMunmolus の行 ンスの司教エギディウスと共謀してメロベク

動を代表的K追っでみたいのである。 スを推戴して王とし，キルペ リクス王に対す

Gunもhramnus Bosoの場合 る反乱をお乙した。乙の反乱は失敗した。

かれの社会的地位は，はじめはポアテエの

グラーフ Comesであったが，のちに将軍

dux IL任じられている⑭わけでメログイン

ガ王家の内紛の時代の代表的な有力者層のひ

とりであるという ζ とができょう。

かれの経歴をH.F.に出てくる順序で追っ

てみよう。

iV 50 j(以下ローマ数字はH.F.の巻数

をアラビア数字は章をあらわすものとする。)

-5 75年一

メロヴィンガの分国王シギベルトスとグン

トラムヌスが連合して，いまひとりの分国王

キルぺ リクスを攻めたとき，ボ、ソは連合軍側

の将軍として指揮をとり，キルぺリクスの子

テウデベルトスを敗死させた。

V.4;-57・6年一

翌年，キルペリクス王は武将ロコ レヌスを

ポソ追討K派遣し，ツールにきた。ポソは危

険を感じて聖マルチヌス教会に庇護権(アジ

ール)を求めて逃げ込んだ。すなわち，分国

王シギベルトスの命令でテウデベルトスを殺

害 したのに，父キルペリクス は息子のラフへ

を個人的にボ ソに向けている 乙とに注意すべ

きで~事 ラ 。

-G-

Y.18 -f>77年 一

メロベクスは敗死し，ボソと司教エギディ

ウスは敗走した。

v・24j -577年一

ボソは，私兵と共tζキルデベルトス王のもと

におもひき主従関係を設定しTこ。すなわち父

王シギベルトスの死後から二年間は一応フリ

ーの立場にあったわけである。しかしキルペ

リクス王の追求がきびしく (息子の二人まで

はボソのために殺害されたのであるから)あ

らためて主従関係を明らかにする必要に迫ら

れたようである。

V.25j-578年一

ボソは，仲間の将軍ドラコレヌスと私闘を

行なった杭ボソには多少の私兵 (cum

paucis arma七is )や私的友好関係 (ami-

c i )におかれている援軍のあった乙とを知る。

Vl・24 ー 58 2年一

メログインガ家系の血統でめると自称し，

コンス空ンチノープルにいたグンドヲルドス

という人をガリアに招ふ王家をたてさせよ

うとしたが失敗し，逆Kグンドワルドスを追

放し，残した財産を掠奪した。



VI・26:-583年一

ボソはグンドワルドスの乱に加担した嫌疑

をはらすため(事実は加担していたのである

が)グントラムヌス王のもとに妻と子供を人

質lとおいて，共謀者ムンモルスを攻撃に出か

けた。しかし結果は引き分けの状態Kしてい

る。

四 o 1 4 ー 58 4年一

ボソは，ランスの司教エギディウス達と一

緒巳キルデベルトス王の使者としてグント

ラムヌス王のもとに行き， フレデグンデ女王

を倒すため同盟を結び， さらに領土の一部を

キルデベルトス王K分与するよう懇願した。

しかし， グントラムヌス王は矩否したので.

「王よ!私は汝の兄弟の頭を砕いた斧がゐる

ζ とを知っている。間もなくその斧があなた

の頭を砕くであろう。」と脅迫的な言葉を残

して去った。

四・ 32 ー 585年一

グンドワルドスが再びドルドーニュ地方で

兵をあげ，グントラムヌス主に王国の一部を

正当に割譲するよう K要求した杭乙の挙兵

の中心人物がボ、ソであった。

租・ 36:-585年一

グンドヲルドスは戦いにのぞんでガリァIL

上陸するまでの経過を次のように言った。

「私はクロタリウスの子であるが父 K憎まれ

追放され， コンスタンテノープルにいた。そ

ζ ヘボソがやってきて，今やメロヴィンガ家

系の危機である。キルぺリクスの子供はまだ

若く，キルデベルトスは力がない。グントラ

ムヌス Kは子供がいなく将来が不安である。

そ乙で是非ガリアに帰って王家を安定させて

くれと懇願した。そ乙でボソIL贈物をし，祭

壇の前で誓約した。しかしガリアに来てみる

とボゾは誓約を忘れ令財産を奪った。」と。

VI・21:-585年

ベスリンゲンの宗教会議でボソは墓荒しの

容疑で審査されたが事実は未確認のままに終

っfこ。

OCo 8:-587年一

キルデベルトス王iお母ブルニキルデがボ

ソのためしばしば辱しめられたので，そのラ

コへのため全国の司裁貴族にボソの追討を

命じた。そ乙でボソは洗礼父であるヴ zノレタ

ンの司教アゲリコクスに庇護を求めた。そし

てキルデベルトス王の脚下に身を投げ出して

許しを乞うたのである。

OC.10:-587年一

グントラムヌス王とキルデベルトス王はボ

ソの死刑iζ同意し. トルエルの司教マグネリ

クスのと ζ ろに逃げ乙んでいたボソを殺害す

る乙とができた。かれの財産はすべて国庫に

没収された。ボソ凶行為Kおいて軽卒，他

人の財産を奪取し，すべての誓約を破った。

占いを信じ， くじをヨ|いて方針を決めるとい

う不信な男であったという。もちろん乙の価

値判断は司教グレゴリウスによるものである。

反面で言えば，まさにゲルマン的心情にみち

あふれているとも言えよう。

医・ 23;-588年一

ボソの洗礼父アゲリョクス司教は， 乙んな

悪業をかさねたボソでも，やはり惨殺された

ζ とKは深くなげき，断食をはじめ，間もな

く死んだ。

以上がポソの一生の略伝である。乙の乙と

から考えられる ζ とを次のようにまとめてみ

fこ。

ポアテエ出身のグラーフとしてのボソは忠

実な武将としてシギベルトス王の命に従って

戦い，勝利を収めたにもかかわらす: ζの戦

いは分国聞の争いであったため2 対立する分

国王の個人的ラコへの対象とされ。教会lζア

ー 7-



ジ-}レを求めなくてはならとfくなり， ポアチ

エの自領は綜奪されてしまったのである。分

国王の命令!?:忠実に従って戦った乙とが個人

的ラコへにすりかえられ命生命の危険にさら

され.経済的大損害を招いたわけである。乙

のラ?へは，対テウテ‘ベルトス戦の直後にシ

ギベルトス王の暗殺事件がおこり(5 7 5年 )

わずか 5才のキルデベルトス王が即位して統

治を始めた乙とにも関係して生じたものと思

われるが，いずれにしてもボソは乙のとき以

降自分の生命・財産は王権に依存していたの

では守れなくて，自衛の必要があると思った

ようである。 ζれからのボソの行動は一貫性

に乏しく「軽卒な行動をい他人の財産を奪い

誓約を破った Fuit autem hic in actu 

1 evi号 avariciae inhians.. rerum 

al ien.arum u 1 t ra modum cupidus. 

omnibus iurans et nulli promissa 

adimplensJと酷評される⑮ような一生

を送ったのである。

これは自分の生命・財産を守るため，い

わば自由な意志によって主従関係を設定しよ

うとしたのではとEいかと思われるのであるが，

大体次のような変節のくりかえしを行伝って

いるのである。

μ) シギベルトス王の dux であったボソ

は王位を継承したキルデベルトス王Iζ主

従関係の更新をすぐには行なわなかった。

(吋 かえって対立しているキルぺリクス王

の子メロベクスを擁立して反乱をお乙し

Tこ。

付 グンドヲルドスをガリアに招いて反乱

をお ζ させた。

や) その間にキルデベルトス王と主従関係

を更新した。

榊グントラムヌス王のもとに領土分割交

渉tζ行ったが，結果的Kは不成立であっ

一8一

fこ。万一成立した場合には主従関係の変

更が予想される。

大体以上のようとf変節ぷりである。しかし

それだからと言ョてメロヴィンガ家系のカリ

スマ的血統権については伺の疑問ももってい

ない。つまり王位の血統権を信じながらも，

王位への絶対的服従は毛頭考えていないので

あり，主従関係は自領経営の手段と考えてい

ると言ってもよいかも知れないのである。た

だ， 乙の際注意しておかねばならない ζ とは，

ボソの一生の始めからそうであったわけでは

なし分国聞の内乱の激烈化』とともなって，

愛節が多くなっているという乙とである。権

力交代の着るしい中で，その権力と無関係に

なることを許されないポアテエの有力者が，

激動する時代を必死K生きぬいている様相を

ζの中に見ることができるのではないであろ

うか。そして， 乙のボソの生き方は， まさに

ゲルマン的心情にあふれている乙とも同時に

理解されねばならないと思うのでゐる。

Mummolusの場合

ムンモルスの父はオーゼル地方のグラーフ

であり，本人もその地位を継承した杭のち

ドゥクスとなり，やがてグントラムヌス王の

重臣として活躍し Patricius⑮という最

高の官職を与えられたという 「有力者」でゐ

った。かれの経歴をH.F.Kそって列記して

みよう。

lV . 4 2 ー 571年頃一

ランコ'パJレド軍がガリアtζ進出してきたと

き，初めアマトス将軍が迎撃したが敗れ，ブ

ルグンド地方は大虐殺された。 ζのときムン

モルスはPatriciusという宮臓を与えられ

反撃の総指揮をとった。そしてランコ・パルド

軍をガリアから追い出 した。続いてザクセン

人の進入があり， 乙れも撃退した。



IV'44: ー 574年一

ランコeパルド軍がふたたび侵入し，ガリア

南部(マルセーユ地方・アルル地方等)を侵

略したのちアヴィニヨン地方にも進出した。

これは第一回の対ランゴパルド戦争の戦勝の

功績のためグントラムヌス王よりムンモルス

に与えられていたものであるが，そ ζにラン

ゴパルド軍が攻撃を加えたため，ムンモルス

は兵を集め撃退し，勇将の名をとどろかせfこo

IV'45:-568年一

分園聞の争いにもグントラムヌス王のドヲ

クスとして， ツール・ポアチエ地方杭本来

シギベルトス王の支配下にあるべきものを不

当にキルペリクス王が占領したので， 正しい

支配権を確立するためにキルペリクス軍と戦

い戦勝を得たこともあった。

V • 1 3 :ー 576年一

キルペ リクス王が再びツール地方に侵略し

てきたのでグントラムヌス王の命令K よって

ムンモルスは軍を出し，撃退した。ツーノレ地

方は今は幼年王キ Jレデベルトスの支配下にあ

るため統制がうまく行きとどかず，秩序維持

のためグン トラム ヌス王が代って兵を出した

のである。その軍隊の指揮をとったのがムン

モルスであり，敵将はデシデリウスであった。

乙のデシデリウスはやがてグンドワルドスの

反乱のときには同盟者となる人であるが，今

の時点ではムンモルスの勝利K終ったのであ

る。

vl・1 ー 581年一

シギベルトス王の死後の分国間の勢力関係

は， グン トラムヌ ス王が幼年王キルデベルト

ス王の後見人となり，両国がキJレペリクス王

と対決するというものであったが， 乙の年』ζ

乙の関係が崩壊し，キルデベルトス王はキル

ペリクス王と同盟を結んだ。乙れをみたムン

モルスは， グントラムヌス王のもとをはなれ

てァヴィニヨンの自領に閉じ乙もってしまっ

たのである。分国関係のもつれ出ムン主ル

スのようにキルペリクス軍と戦い，グントラ

ムヌス王の命令K忠実に従っていたものに対

して，非常に脅威を与えるものであったもの

と思われるo 今や力を回復したキ Jレペリクス

軍の追討を懸念したムンモルヌはグントラム

ヌス王のもとを去って自領K城壁を構築し，

自衛の方向をとったものと 思われるのである。

vl・24:-582年ー

すでに述べたよう 1<:，ボソによってガリア

に帰ってきたグンドヲルドスはアヴィニヨン

のムンモルスの城に入ったが，ボソが裏切っ

たため城を出た。しかし， 乙の時以来ムンモ

ルスはグントワルドスの反舌LK加担する乙と

になった。

vl・26 ;一 58 3年ー

ボソの項参照の乙とo

vn'10:-584年一

ムンモルスはアグィニヨンの城にグンドワ

ルドスを迎え，盟約関係tとあるデシデリウス

と共犯グンドワルドスを績に乗せ，巡回して'

人民の賛同を得るというゲルマン的慣習によ

って王位Kつけて，いよいよ本格的な戦闘体

制に入って行った。

vn・27;ー 585年一

ムンモルスとデシデリウスはツールーズの

町まで進撃した。

四・ 34;-585年 一

コマンジェの町まで進出したo

w・36 -585年一

グンドヲルドスはムンモルスとボソのー要望

によってガリアに帰ってきた乙とが明らかに

なった。

四.3 8 ー 58 5年一

ついにグンドワルドスの反乱は失敗した。

-9一



VII・39 ー 585年一

ムンモルスは必死で逃亡を計ったが信頼し

ていた家臣のレウデギジルスの裏切りにあい

槍で刺殺された。

VII・40 :ー 585年一

ムンモルスの財産は一部はレウデギジルス

によって略奪され， また他の部分はアグィニ

ヨンの城にかくしていたものをムンモルスの

妻の告臼 lとよりグントラムヌス王のもとにと

どけられた。

VI・3 一 585年一

グントラムヌス王の告自によれば，ムンモ

ルスから没収した財産は.今後長く王家を養

って行くのに必要な量は充分にあるというこ

とでゐった。

乙の経歴をまとめてみると， ムンモルスの

行動は次の三つの時期に区分することができ

るのではないかと恩われる。

第 l期 C?-580年まで )

乙の時期はグントラムヌス王の有能で忠実

な武将として幾多の戦舌LKすべて勝利を収め

patricius という名答ある称号を与えら

れていたときである。

第 2期( 5 8 1年 - 58 3年)

分国間の勢力分野杭分国王聞の窓意的な

盟約関係の変動によって大きく変化し， グン

トラムヌス王K忠実であった武将としては個

人的にラコへをうける懸念から主従関係を解

消し，自領のアビニヨンの城K引退した時期

である。グンドヲルドスも頼ってきたが動か

ず，ポソも攻めてきたが引き分けに持ち込ん

でいる。

第 3期 C584年-58 5年 )

ついKグンドワルドス軍の武将として反乱

軍の指揮をとり，グンドヲルドスの王位就任

の儀式を行ない，北上してガリァの中心部に

進出を狙ったが挫折し，敗死し，莫大の財産

nu 

'
E
4
 

を国庫に没収された時期である。

乙のようなムンモルスの一生をみて，前述

のボ、ソのように，初めはグントラムヌス王の

忠実な武将であったものが，やがて分国聞の

争いにまきこまれ，一時引退したが，それも

長くは続かず，反乱計画を指導する 乙とにな

り，失敗するという乙とでゐる。

さて， これらの結果，次のことが言えるよ

うである。

(1) 国王権力は，カリスマ的11:も実力的lとも

なお強い影響力を持続している ζ とは否定

できない。しかし.その国王権力 K対応し

ている有力者層との聞に設定された主従関

係は次第にゆるくなり，時には主従関係を

有力者側の意志により中断したり，変更し

たりする結果となっている杭その契機と

なったのは，ゲルマン的相続原理の基本で

ゐる兄弟分割相続@による分国統治という

乙とであり，その分国統治を行なう国王聞

の窓意的な同盟関係の設定でめったと思わ

れるのである。

(2) 分国閥の騒乱が有力者代非常伝不利益を

与えたという乙とは直接的には一人の国王

に忠実である乙とが他の国王の復讐を準備

させるという事実のほかK，有力者層の土

着的要因と背反するという意味もあったの

ではないかと予想させるのである。その地

域性が有力者層の軍事的・経済的実力の基

礎となっていると予想される場合には一層

ζ の傾向が強いと考えられるのである。

(3) その結果，実力のめる有力者層は結合し

て自主的権力構造を形成しようとする計画

となってくるものと恩われる。すなわち，

グンドヲルドスという実力はないがカリス

マは持っているという人物を利用して有力

者層にとって有利な権力構造を意図する乙

とになったと思われるのでゐる。乙れがグ



ンドワルドスの反乱であると思う。

(4) 国王権力の窓意的行為rc対する有力者層

のラテ‘ィカJレな反乱は一応 58 5年をもって

終り，乙のような反乱は失敗するという教

訓を得たが，分国原理の矛盾K対する有力

者層の要求が乙れをもって終ったわけでは

あるまい。今度はその要求を実現させるた

めに別の万式がとられたものと思う。それ

がアンドロ -Kおける講和条約の内容では

ないかと思うのである。つまり乙乙で第 8

作業仮説にとりかからねばなるまい。

4. 587年の Ande10 t 条約の再検

討

メロヴィ ンガ・フランクの混沌とした社会

情勢が分国聞の争いの中に有力者層が巻き乙

まれた結果として生じたものであると言う乙

とができるとき， アンドロ一条約K単K貴族

権力の拾頭の一里塚としての意義を与える。

だけでは不充分な解釈であると言わざるを得

ないと思われるのである。つまり分国原理の

矛盾に直面して，国王側としても旧習を株守

することの無意味さを思い知らされている⑬

い世俗の有力者層 lとしても各種の反乱はす

べて失敗して， 自力 ICよる権力構造再編成の

試みは挫折したのであるし， グレゴリウスを

含む宗教貴族lとしても乱世を鎮静させ，平和

な状態を作り出したいと思っている⑬のであ

るから， 乙の中から権力関係の再編成の動き

が出てくるのは当然のことと言う乙ともでき

ょう。つまり問題の焦点は，乙の権力関係の

調整，再編成が具体的にはどのように展開し

ているかという乙とであろう。

乙の点Kついて， とりあえず二つの手がか

りから始めてみよう。まずH.F.の中tとみら

れる 4つの条約の成立にいたる諸事情及び内

容を通観し， アンドロ 一条約の性格について

考え，次いでアンドロ一条約の本文の中にあ

る主従関係の固定化と自由通行問題を規定し

た条文をどのように解釈するかという乙とに

手がかりを求めてみよう。

H. F.における 4つの講和条約の性格につ

いて

フランク史の中で分国王の聞で結んだ講和

条約についてのべられているものは 4固める。

第 1回@は 57 7年にグントラムヌス王と

キルデベルトス王の聞で締結されたものであ

るが，実際はキルデベルトス王が 7才の幼年

王であるため proceres の意志Kよって

締結されたものと言ってよいと思う。内容は‘

グントラムヌス王には相続人がいないため，

王位継承者ICキJレデベルトスを指名し，両国

関の無用のトラブルを避けるととも K協力し

てキルペリクス王の侵略を防衛しようという

もので， この条約の締結は同時にキルぺリク

ス王K対する宣戦布告でもあったのである。

第 2回@の条約は 581年に結ぼれたが，

これは 57 7年の条約の内容を破棄し.今度

は乙れまた相続人のいなくなったキルぺリク

ス王@の相続者をキルデベルトス王K指定し，

同時にグントラムヌス王を共同の敵とするも

のであった。乙のときは初めからキルデベル

トス王(1 1才)は参加せず.司教エギディ

ウスと有力者(Proceres)の代表がキルペ

リクス王のもとにおもむき， 条約K署名して

帰ったものである。

第 3回⑫の条約は 58 5年tζ結ぼれたもの

である杭 乙の前年lζキルペリクス王が死1(，

生まれたばかりのクロタリウスが一応王位を

継承しているが実権はないので，あらためて

第 1回の 577年の条約が回復する ζ とにな

るのであるが， 乙のときすでにしばしば述べ

たグンドワルドスの反乱がおこり， 乙の鎮圧

を目的Kしてキルデベルトス王とグントラム

-E目企''A 



ス王の聞で結ぼれたものである。

第4回@の条約が 587年のもので， アン

ドローという地でキルデベル トス・グントク

ラムス両王が会見したため， アンドロ一条約

と通称されるものでゐる。内容は，一応ラウ

キングス@の反乱の鎮圧を目標とするもので

ある杭その他K，相続権の三度目の確認，

両国間の領土の確認有力者層の要求の確認

という乙とであった。

乙のような 4回の講和条約を通してみると

前年の 2回の条約は分国聞の領土争いに際し

て， キJレテdベルトス側の有力者たら (Proce-

res)が，時tζ応u，てグントラムヌス王と結

托したり，キ Jレペリクス王と結托したりして，

それぞれキルペリクス玉グントラムヌス王

を敵とする攻守同盟的要因を持っている乙と

を知るのである。つまり前半 2回の講和条約

は幼帝キルデベルトスを擁立する有力者層の中

にグントラムヌスと結んだ万が有利なクコいープと

キルペリクスと結んだ方が有利なク〉レープカ主あり，

時に応じて変化したとみる べきであろう。

乙れに対し，後半2回の条約は分国王の死

によって分国聞の争いは事実上終仇相続関

係も安定してきた時点で，有力者たちの反乱

を鎮圧する目的で制定されたという性格をも

ら前半 2回の条約とはやや性絡を異Kする

乙とを知るのでゐる。つまり前半 2回の条約

が国王聞の対立を利用して有力者層が自領の

平和・安定を計ろうとしたのに対し，後半 2

回の条約は国王閣の対立が解消した時点で，

新たに国王権力とラデイカルな有力者層との

対立関係が発生した乙とを利用して，国王権

力と一般の有力者層の間にあった諸懸案を解

決しようとするものでゐるという見方が成り

立つようである。

以上のような整理の仕方に立ってアンドロ

一条約を読んでみると， 乙の条約を締結する
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ために参集 した国王，有力者層(宗教貴族を

含む}の関心は大きく言って二つに分かれて

いるようでゐる。つまり条約の前半では領土

関係の安定化を定め，後半部分で有力者層の

要求を国王達が確認するという形式をとって

いる乙とが 2つの関心にぴったり合致して

いるのである。乙れがアンドロ一条約を読む

場合の基本的態度であると思う杭乙の ζ と

をすでK記した有力者層の動向とからませて

説明しなおすと次のよう tとも言えるかも知れ

ない。前半 2回の条約のように分国間の争い

を利用して有力者層の勢力の安定化を計るこ

と 出 ボ ソ Kしてもムンモルスにしても不可

能でゐり，自領tζ引退したり，分国争いの他

に別の騒乱を作り出したのでめった。そして

かれらはいずれも悲劇的な結果に終ってしま

った。分国間の争いは王権のみならず有力者

層にも決定的に不利な ζ とであるという認識

を明らかに抱いたのであろう。また後世の研

究にしても，分国聞の争いによって王権が弱

体化し，相対的K有力者層の勢力の噌大につ

ながったという単純な発想は避けなくてはな

るまい。分国争いは王権のみならず有力者層

の権力の弱体化にもっとEがっているのである。

乙の乙とは 6世紀後半にも多くの犠牲によっ

て教えられ。分国争いlζは関係のない第 3の

国王を推戴しようとするグンドワルドスの反

乱も鎮圧された後で出現存するメログイン

ガ王家の支配権力の安定化を計り，その体制

の中で有力者層の位置を安定化させて行くと

いう方法以外には可能性はないという乙とを

アンドローに参会した関係者はすべて強く認

識していたに違いないと恩われるのである。

アンドロ一条約Kおける主従関係の固定

化と自由通行問題について

すでに述べたようにアンドロ一条約の関心

は大きく分けて二つゐる。一つは分国王閥の



領土の安定化であり，今一つは国王K対する

有力者層の要求の確認という部分である。ア

ンドロ一条約の本文について言うと，協定内

容は全部で 11項目あり，前半 7項目が領土

関係であり，後半4項目が有力者層の要求し

た部分である。

と乙ろで前半7項目の領土関係の部分はい

まの場合あまり重要な関係がないと思われる

ので割愛し@後半4項目についてのみ考慮を

進めてみたい。まず条約本文の第 8条から第

1 1条までの全文を訳出してお ζ う。

第8条 同僚にして以下の乙とが協定されfこ。

すなわち，グントラムヌス王と故シギベル

トス王の閥で締結された条約により，国王

クロタリウス C1世}の死低まずグント

ラムヌス(分国)王K忠誠を誓った家且

le叫 es 杭後lζ他の分固に変節

tradere した時は，かれらは現在の地

(分国)からは退去を命じられるべきであ

る。辰初tζ シギベルトス王tζ忠誠を誓った

(そして今は他の分国tζ変節している)場

合も同様である。

第9条 同僚に，前述の諸分国王が教会や家

臣 fi de 1 i 8 1<:授与したもの， または将来

神の恵みのもとに供与せられるであろうも

の叫すべて何ら侵害される乙となく保持

される。 もし家臣のうちの誰かが，何の過

失もないのに分国間の争いのため per

interregna 奪われたなら叫同一人

K対し審理の後K反還されるべきであり，

また故クロタリウス王の死までに取得して

いたものは各人が完全に所有し続けるので

あり，家臣でありながら奪われたもの出

今や返還されるべきである。

第 10条前記の諸分国王の間で真の融和・協

調が神の御名において形成されているがた

めに，人びとは以下のことを協定したので

ある。すなわち二つの分国を通行するこつ

の分国の家臣は，公用・私用を問わず，何

ら妨害される乙となく通行で、きるのである。

第 11条同僚に以下の乙とが協定された。す

なわち，相互に他国の家臣をそそのかして

変節させたり，また何ぴとかが他国に逃亡

してきた時には，かれらを許してはならな

い。もし何らかの罪業のためK他の分国K

保護を求めて入国した場合出引き渡され

るべきである。しかも，何らかの罪状に応

じた肉体的，精神的苦痛を与えずに確実に

引き渡されるべきである。

内は筆者挿入

大体以上である。まず，注目しておきたい

乙とは，第 10条の書き出し部分と他の条文

とが異t.J.っているという ζ とである。実は第

1 0条の書き出し部分は当時の法令には多少

の表現の相違はあってもすべてのものにある

のだが，各条文においては Similiterとか

Simile modoとか省略して表現しているも

のなのである。無論アンドロ一条約も例外で

はなく，条約文の前文の部分で丁寧に書か打

ている。しかし，それが突然条約の条文の中

途の第 10条の書き出し部分で再び出てくる

という乙とは一体何を意味しているのであろ

うか。つまり第 1条から第 9条までに規定し

ている乙とと第 10条と第 11条で規定して

いる乙ととの間1<:，質的に違ったものがある

に違いないのである。実は，第 1条から第 9

条までの内容は 2人の分国王相互間の関係を

調節したもの，第 10， 11条は両分国王と

家臣の聞の協定であって有力者層の動向に関

係すると思って訳出した4つの条文の中でも

前のニっとあとの二つでは関係者の相違のあ

ることを当時と してもはっきりと意識してい

たととを知ることができると恩う。

条文の内容について考えてみよう。第8条
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においては変節家臣の追放について定められ

ている。すなわち. 5 6 1年にクロタリウス

一世が死去したときフランク王国は 4分割さ

れ4 カリベルトス，グラントラムヌス， シギベ

ルトス，キルぺリクスの 4人の分国王ができ

たが.このうちグントラムヌス， シギベルト

ス(5 8 7年には，すでに息子のキルデベル

トスに継承されているが)両分国王に震初に

忠誠を誓った家臣が，後lζ他の分国 (in

parte alia) に移った場合は，その地か

ら(de loci)追放される乙とが協定されて

いる。つまり人格的紐帯を形成する忠誠の誓

い(sacramenta)を破ト変節した家臣は

他の分国王の領土内に移住している乙とが予

想される。乙の時代は人格的結合関係が中心

になって主従関係が設定されていたはずであ

る。ところが国王とその直属の家臣 (leu-

des)との主従関係においても， レウデース

とその下の従臣の間の主従関係にしても，そ

れを土地関係におきかえて考えてみれば，所

領の散在性@が強かったはずである。とすれ

ば一人の国王によって統治されていたときの

主従関係から複数の分国王によって，いわば

一方的に機械的K分割されて統治されるよう

になった場合，家臣の所領が分断され， 多 く

の矛盾が出てきた乙とが予想されるのでゐる。

つまり所領が一分国内にのみ散在している場

合は何の問題もないが2複数の分国Kまたが

って散在している場合には変節の可能性とか

分国王暗殺の可能性は極めて高くなってくる

のである。また隣国侵略をするとき，国王の

侵略の野心K迎合する家臣団のエネルギーも

単に主従関係から出ただけではなかったかも

知れないのである。もっと極端な表現をすれ

ば所領の散在性と分国統治の矛盾が端的に出

てくるのは散在所領を所有する大豪族におい

てであり，乙の大豪族たちがそれぞれ自己の
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所領の経営に有利な分国の支配領域を設定す

るために争われたのが分国間戦争であったか

も知れないのである。このような矛盾を調整

するためにとられた方策杭変節家臣の追放

であったのである。分国統治というゲルマン

的社会意識および現実的利害関係よりも誠実

関係の維持の万に社会秩序の基準を求めるゲ

ルマン的社会意識をその中に充分に汲みとら

ねばぼらないと恩うのである。

第 9条では，家臣の所領が，分国争い

(per interrgna)のために不当な取り扱い

をうけたとき，正当に返還されるべき ζ とが

規定されているが乙れは前述の所領の散在

性を前提にして考えれば一層明瞭になると思

う。すなわち，所領が複数の分固にまたがっ

て存在するとき.人格的主従関係は不変であ

ってもそれに見合う土地関係の万が自然に変

更になるわけで.それがやがて人格的関係に

も微妙な影響を与えてくると思われるのであ

る。そ乙で，その所領は正当に返還されるべ

きであり，その正当性の根拠は分国前のクロ

タリウス一世の統治下における状態を基準に

するということが定められている。

前述のCとく第 10条・第 11条は分国王と

家臣の関に協定されたものでゐる治主その第

10条において両王国の家臣凶両王国を通行

するとき公用 ・私用を間わず何の妨害 もうけ

ないことが定められている。乙れはむしろ家

臣の要求を国王が妥当なものとして受け入れ

たという万が正確な表現でゐると思うが， そ

の家臣の要求の正統性の根拠はやはり分国聞

にまたがった家臣の所領の散在性を前提にし

て考えた場合K正しく理解できるであろう。

散在する所領の経営のために分国闘を自由に

通行できるように要求しているのである。乙

れは事実上は第 9条の分国聞の所領の正当 tζ

して安全な確保を国王関で規定したことに対



して， その内容を裏付けしているものとも言

えると思うのである。乙の家臣の要求は極め

て正当なものであり，国王も協定文の申にと

りゐげざるを得なかったと思われるのである。

第 11条においては，家臣が変節をするの

はあくまでさけねばならないが，その変節の

責任を一方的に家臣K押しつけられてはたま

らないのであって，一半の責任は国王の側の

変節教唆の申にもゐるという乙とを認めさせ

たものと言うことができると思う。すなわち

また所領の分国間での散在性を前提とするな

らば，その所領の散在性を根拠1<:. 複数の分

国王が主従関係の設定を家臣の側K要求して

くることは充分に予惣できる乙とであり，乙

れに対し，一人の分国王との忠誠関係を維持

するために他の分国王の要求を矩否すること

は， その分国王の支配領域内にある家臣の所

領は事実上放棄させられることであり， これ

はとてもできることではない。つまり分国原

理R変節の原因が潜んでいるということを国

王側K認めさせた条文であると思うのである。

無論，家臣の側tとも乙の関係を悪用したもの

がいたであろうことは想像に難くない。つま

り国王の側からも家臣の側からも不利な乙と

が認められて乙の条文ができあがったものと

言えると思うのである。

さて， 乙の 4つのアンドロ一条約の条文を

通観したとき，多くの推論が可能であろう。

例えば有力者層の実力の上昇の実例であると

か，内乱を通じて所領の散在性が明らかにな

ってきたとか等であるn H. F.の申で乙れら

の推論の史実を探し出す乙ともそれほど困難

なζ とではとEいかも知れない。しかし，今の

場合は次のただ一点にのみ集中して注目して

おきた L、。すなわち，分国統治ということは，

ゲルマン的な兄弟均分相続という社会慣習か

ら出てきているものである払 乙の社会意識

と権力自体のもつ一点収数性の自己矛盾を意

識したとき，国王の側にも有方者の側にも大

きな不利益を及ぼす分国原理を是正しようと

はせず，権力の一元的一円的支配を貫徹しよ

うとはせず1;:，ゲルマン的社会意識の枠内で『

乙の困難な問題を解決しようとしている ζ と

に興味を覚えるのである。今日的感覚で言え

ば分国統治をやめ，例えば男系長子相続市UR

切り変えれば一挙tζ解決する問題であろう。

しかし，それをしないで当時の社会意識の枠

内での解決を志向している点に注目したいの

である。

国王側は，目前の混乱の原因は有力者層の

変節にあるとみている。乙れに対し有力者側

の意見は，分国を一万的tとして家臣の領土を

懇意的』ζ分断したのでは変節せざるを得ない

ではなし、かと反論する。そこで乙れの対策と

して人格的紐得に立脚する主従の忠誠関係を

基本として，分割相続によって生じてくる分

国聞の地理的境界線を事実上無意味なものtと

するというのがその対策であったように思え

てならない。第 10条の境界の自由通行許可

の条文乙そこの意味で決定的に重要なものと

言わざるを得ないのである。有力者側から言

えば王権の相続権の所有者の数の変動がどん

なになっても，つまり分国の数がいくらであ

っても，人格的関係と所領関係の変動が生じ

ない方法として分国というものに地域的境界

を設定しないというのが第 10条の精神であ

り，第 11条においては裁判権行使の場合も

人格的原理を申心K考えるべきであって地理

的原理ほ無視したいと考えているものと読み

とれるのである。第8条・第 9条は分国とい

う乙とが地理的原理を呼ぴおこしたために生

じた不都合を整理するため，分国前の人格的

原理K立ちかえり，時点、を分園前K遡及させ

る乙とにより混乱を鎮静させようとしている
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と言う乙とができると思うのでゐる。このよ

うにゲルマン的分国統治の原理の確認を行な

い，同時lζゲ Jレマン的忠誠関係を基縫として

の国王支配の実現を計り， その条件の中で有

力者は所領経営の安定化を工作しているとい

う政治的配慮を乙のアンドロ一条約の中で生

き生きと感知する乙とができると思うのであ

る。有力者層の一部が行なったグンドアルド

スの反乱の目的も， 乙のアンドロ一条約の目

的も， 目的とするところは全く同ーのもので

あったと思われる。しかし，グンドアルドス

の反乱の過激な方法は失敗したのに対し，ア

ンドローの条約においてはかなり政治的取引

も加味されて，穏健な方法で有力者層の目的

を勅令の申に実現する ζ とができたと思われ

るのでゐる。

5. Iフランク史 JIとおける下層階

級の動向について

メロヴィンガ時代抗封建社会の支配階級

である貴族階級の統一的階級への準備期であ

るとすれば， 乙れと同僚に被支配階級でゐる

農奴層が対応的に形成されつつあった時期で

もあるはずである。つまり身分としての固定

性をみせないときが準備期であるならば，身

分の関の流動性が予想されるし，同時に低い

身分K伸し下げられる乙とへの不満が暴発す

る可能性も予想される時期でもあろうと思う

のである。乙のような予想のもとに史料をみ

て行くのである由主今用いている史料は下層

階級について確定的な発言をするのに充分な

データを与えτくれる性格のものではない。

セナトール出身の大貴族の一人であるグレコ

リウスの記述の中にはどうしても彼支配属の

部分的に伝えられているものを総合的にとら

えて行くという前出の万法論K立って，乙の

非常に困難伝第 4作業仮説をすすめてみたい

のである。

第 3表にまとめているように，奴隷をゐら

わすと恩われる mancipi a 4例 servus

6例(ただし，家臣という意味で用いられて

いるものが l例ゐり， これは除いた。)

servire 2例(封建的主従関係を示すもの

が 2例あり， 乙れは除いた。 servi

もium 5例(封建的主従関係をゐらわすもの

が 2例，貢納関係をあらわすものが 1例，計

3例は除いた)と解放奴隷をあらわすと恩わ

れる libera2例と身分の低い階層と言う意

味をあらわす fami 1 i a 7例 inf日rlo一

res persona 1例 inferiores et 

pauperes 1例 (pauperes 1<:は教会人を表

わす場合が多いのであるが乙れは除いた)， 

matriculari eも reliqui pauperes 

1例，minori populo 5例(王家の人以外の

人という意味で，乙の表現が用いられている

場合があるが除いた)， pagense s 3例，

rustica 9例(乙れにはつまらないん未

熟な人という意味で用いられている場合も三

例あったが，乙れは除外した。)の計 46例を

考察の対象にしたいのである。

さて， 乙うした下層階級が存在したという

乙とだけであれば，極めて当然の乙ととして

確認しておけば良いでゐろうが，封建社会形

成期において，その下層階級が形成されると

きの状況を追ってみると，そこに次の時代を

規定した多くの特徴がみられるようである。

その第一の特徴は階級閣の流動現象がいくつ

かみられるということである。すなわち w・

4 6のアン夕、Jレキウスは奴隷身分から成り上

動向への関心は多く入り乙み得ないというこ って国王の下で重要な職につき honoraもus

とは当然の乙とであろう。断片的K記述され と呼ばれているし， v・48ではレウダステ
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前;払 ア

L 

スは奴隷身分から最後にはグラーフにまで立

身しているのでゐる。もっともこの二人とも

グレゴリウスによれば無礼で非道な男で非業

の最後を遂げることになってはいるが奴隷身

分から身をおこして立身出世したかなり有能

な人物であった乙とは否定すべくもないと乙

ろである。乙れとは逆に高い身分のものが低

い身分に転落して行ったものも少なくなL、。

例えば VII・45において農民 (pauperes)

でゐったものが飢鍾のために身売りして奴隷

( s er v i t i um) IL転落したもの， .DI. 1 5 

のように条約締結の時人質としてセナトール

の子を交換していたが，条約が破棄されたた

め人質の子供はまず国家奴隷 Cservitium

publicum) になり，やがて有力者の聞で

配分されて servusIとなったもの，また E・

1 5のように自分自身を金銭のために奴隷K

売るもの x・24のように司教が捕えられ

て奴隷lとなるものもいた。乙れらからみても

理解できるように乙の時代の身分関係はかな

り流動的で下から上ヘ上から下へとそれぞ

れおおきな動きをしていると言えると恩うの

.である。

さて，次の問題は下層民の不満が蓄積され

たとき，又は下層民が何かの要求事項を持っ

たとき， それを具体的に表現することができ

たかどうかという問題である。乙の問題は問

題意識としては興味のあると乙ろである杭

実例は乏しく多くの記述もなきれていない。

vl・31ILおいては， mi nor i p opu 1 0 と

呼ばれるものが，分国閥の争いを指揮してい

た司教エギディウスや seniores の方法IL

不満を持ち，異議をとなえ，暴動をお乙して

いる。また珊・ 18においてはシャンパーニュ

地方で duxの支配を不満として追放している

例もみられる。しかし.いずれも下層階級の

要求は中途で挫折しているのであり， duxも司

3 

教も間もなく実力を恢復し下層民の反乱は鎮

圧されている。だが実例も少なく，要求も実

現していないとは言え，なお，そこに歴史形

成的な役割りを果していたのではないかと思

うのでゐる。すなわち，下層民は微弱ではあ

ってもいわゆるゲルマン的な社会意識の中核

部分であるべき誠実関係を持っていたわけで

あり，指導的立場にある有力者層の指導が不

満のときには個有の抵抗権@を行使している

乙とを如実K示しているわけである。乙の抵

抗権の神聖なる行使があり得る社会において，

支配・被支配の関係が形成されたという ζ と

乙そ，申世社会lζ決定的な意味を与えたであ

ろうと恩うのである。 ζの被支配階級即農奴

階級かどうかという乙とは今の場合直接指示

する乙とは史料的制約のためK困難であるが

その可能性は極めて高いのであり，フェーデ

権が農民の手中tζ留保されつづけていた@と

いう事実は後の時代K証明される ζ とである

から，その中世社会の準備段階において， ト

ロイエ関係を明らかに確保していたであろう

乙とは充分納得できる乙とであり，同時lζ申

世社会の基本形式が用意されつつあったこと

を史料の申に読みとる乙とができると思うの

である。

6. おわりに

以上のようにまず4つの作業仮説をたてて

順次その結果を探ってみた。その得られた 4

つの結果を今一度総括するとどう言う乙とが

言えるであろうか。

メロヴィンガ家系に対するカリスマ的権威

の承認とか兄弟均分相続の原理とかトロイエ

関係における抵抗権の存在とかで明らかに読

みとられるようにゲルマン的社会意識は何の

疑問もなく持続しているのであるが， そのゲ
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ルマン的社会志議をナイーブな形でフランク 注

王国支配K直接妥当させようとすると現実に ① H.F .，Vorrede， Zehn Bucher 

は多くの矛盾が生じてきたようである。とく Fr誌nkiBcherGeschichte von 

に分国統治は主従関係の安定的維持と有力者 Bischof Gregorius von Tours， 

層の所領経営にとって決定的にマイナス効果 uberesetzt von Wilhelm von Gies~-

を持っていたようである。しかしそれだから

と言ってゲルマン的伝統を変化させようとは

全く考えられていない。

だが，乙の分国統治の混乱の申で， フラン

ク全体の安定が得られとfいとき，各地域は有

力者層を中心にして自衛的に地域内の安定勢

力の形成を志向しはじめ，王権に反抗する目

標と実力の形成Ir:.及んだのである。

そζ で，ゲルマン的社会意識が維持されな

がら，新しい支配関係の要求が国王に対して

ひけられる乙と Kなり，乙の要求を事実上貫

徹したものとしてアンドロ一条約の自由通行

問題を理解すべきであると思うのである。

乙のようなゲルマン的社会意識は，単K国

王と有力者層の聞でのみ作用していたわけで

はなくて，下層民の有力者K対する抵抗の申

に明らかにその持続の状態を確認する乙とが

できると!思うのである。

以上の乙とがH.F.の中における有力者の

動向を通じ て考えられたことである。

bre ch t， 1911， S.3・

② J .W. Loebe 11， Gr egor von Tour s 

und Seine Zei t， 1839， S. 407 

③ R.Buchner， Gregor von Tours 

Zehri Bucher Geschichten， Bd.1， 

Einlei tung， XV. 

④Anna-Dorothee v.Den Brinken 

Studien zur Lateini Bchen Wel t一

chronistik biB in Zeitalter Ot-

tos von Freising， 1957，S. 43. 

⑤ H. F.， V. .Praefatio • 

@拙論 HistoriaFrancorum における

貴族支配について，広島大文学部紀要，第

18号， .1960. 

⑦ Loebe11， a.a.O.. S.176. 

@ H. Mi tteis， Deutsche Rechtsー

geschichte ， 12.Aufl.， S.22. 

⑨ Schroder-v.Kunssberg， Lehr-

buch der deutschen Rechtsgesch-

ichte， 1922， S. 114 • 

⑮Anna--Dorothee， a.a.O.， S. 38 ff. 

@ G. Waitz. DeutscheVerfassungs 

geschichte， 2.Bd.， 1.Abt.， 1882， 

S.371. 

⑫ A.DoPBCh， Wirtschaftliche und 

Soziale Grundlagen der Europ証i-

Bchen Kulturentwicklung， 1924， 

( 1. Te i 1)， S. 95. 

⑬ R. SPrandel， Sturktur und 

Geschichte des merovingischen 

Adels， HZ.BD.193， 1961 
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⑭ W・5O. 

⑮ IX・1O. 

⑮ 4世紀頃ローマ皇帝の最高顧問IL与えら

れた名誉の祢号であったが後に異民族出身

の軍事指揮官(例えばオドアケルとかテオ

デリツクス)K与えらたた称号でゐる。これ

がメログインガ時代に入ると知事の称号と

して用いられたこともあった。カロリンガ

時代には教皇からローマ教会の保護者とし

てピピンに与えられた称号でゐる。今の場

合どの意味で用いられているか明瞭でない

が.極めて高位の官職名であったことは否

定できなL、。

⑪ バイエルン部族法典第 15章第 9項(兄

弟関の分割について)で明らかに規定され

ている。「兄弟は父の遺産を平等分割すべ

し。」

⑬ 四 ・6

⑬ V • !'raefat i o. 

@ V・17. 

@ VI・ 13. 

@ 584年tζ はクロタリウスが生れて後継

者となるが. 5 8 1年から 3年聞は継承者

がいなかった。

@四・ 33. 

@ IX・2O. 

⑮ 医・ 9.

⑧ 条文別に趣旨のみ記しておく o

第 1条 グントラムヌス王の領土の確

認

第 2条 キルデベルトス王の領土の確

認

第 3条相続関係の規定(グントラム

ヌス王の死亡の場合)

第 4条 グントラムヌス王の王女クロ

デキルデの領土の確認

第 5条相続関係の規定(キルデベル

トス王の死亡の場合)

第 6条 紛争中の領土の整理確認〔ブ

ルニヒルデ皇太后の所領につい

て)

第 7条紛争中の領土の整理確認(グ

ントラムヌスとキルデベルトス

の分割領有について)

@ A. Dopsch， a.a. 0.> 1. TeiJ， 

S. 3 32f. 

⑧ F. Kern> King白hip and law in 

the middle ages， translated by 

S. B. Chrimes， 1956， P. 81ff. 

@ O. Brunner， Land und Herrsch-:-

aft， S. 398. 

A 

• J 
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Historia Francoru由花ゐらわれた有力者群の動向について (第 1表)

ミト三f 5 5 1 552 5 5 3 554 5 5 5 5 56 557 558 5 5 9 ~ 5 6 6 56 7 568 ~ 572 5 7 3 5 7 4 5 7 5 5 7 6 5 7 7 578 5 7 9 580 58 1 582 583 584 585 586 587 588 589 5 90 

悪徳グラ ー マルセ ーユ 民衆の暴動 国王K反抗。 国王命令に 修道院の紛

フを批判的 市の代表と から王権を CALXALl より分国王
争解決CNl

に裁判すゐ して国王支 守る。(P) 国王の使節。 の暗殺者と

王室の婚礼IC参加する。
ω f守JPLl 国王軍の鯨 CPl uる。(P)

奪行為を国 国王の会議seOloreS 
する CPLl

にグン参ド加ワJJレFドス) CNl 。

の反乱参加。

ωω 

国王の司教 分国間条約 国王の会議 国王の裁判
国王の司 任命のとき の使節。 K参加。 参加。 (P)

proceres 教任命K proceres CPl CPLl アンド ロー
反対する。

の意志を尊 条約参加。
(ALl 

重。CPLl (Pl 

国王の使 国王の司教任命IC 幼帝擁立 国王の会議 ラウキング

節と'..る。 反対する。 反乱計画 陀参加JPl の反乱K参
prlores 

CPl CALl ( A) グンドワルドス 加。 CAl

の闘動以心

国王の司 分国間条約 王命Kより
教任命陀 の使節。 暗殺者とな

pr 1m1 反対する。 CPl ゑ (P)
CALl 

屈し掠ゑ

L今

国王官僚の追伎を指導する。 分国陪~ グンドワJレドス 国王毅判K 国王の側近。

町1810res 領土線百 をガリ 7K 列席。(Pl CPl 
CALl IC参羽田p) 招く。 (Al

V 1T 1 王子の悪 ク.ンドワJレドス 国王の使者
業K反抗 の反乱K参 と'..る。 る。magn i f i c i 
する。CAl 恥 ω (P 1 CNLl 

meliores 

幼帝擁立。
佐)

王女の婚礼

を支持~CP l

国王の誓約 国王の誓約
opt lmates に立ち合う。 に立会人と。p) 在るo(Pl

聖俗間の争いを司教ととも K 反逆者を追

prlDceps 設相jする。 CNLl 求。 (Pl

グンドワルドの

反乱参加，ω
国王を支持

potentes して暴動IC

るま。〈きF乙)まれ

都市商諸と
Vlrl して王命を完

booara ti 
遂す"'o(Pl

vtrt 
主従関係の

変更。
for tiores ( AL ) 
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Hi sもoria Francorum における有力者群の動向Kついて(第2表}

個 人 名 | 長 前d f l 5 6 7 5 68 5 6 9 5 7 0 5 7 1- 5 7 2 5 7 3 5 7 4 5 7 5 5 7 6 5 7 7 5 7 8 5 7 9 5 8 0 5 8 1 5 8 2 5 8 3 584 5 8 5 586 5 8 7 58 8 5 8 9 5 9 0 

Amalo 1 Her zog 

Burger 
Ambrosius vOn 

Tours 

Ber tefreduB I ? 

Graf， 
Bobo Sohn des 

峰皿nolu8

Britianus Graf 

Sohn 
Bugolenus d. 

Severus 

Herzogとして

非九

再婚問題で

殺害された。

前記の相手は

Vidastus。

Lupusと

私闘。

Rauchi ngの反|殺害される。 IRauchingの反

乱K参加鎮圧乱計画が立証き

さ れる。れた。

Cpr.の王子

暗設計画防

止。

Rigun:theの
嫁資銀奪。

Palladius(Graf v. Javolslという Eとのほか記述なし。

父が国王K

反逆したた

め死刑。

かれの妻は司教の娘で，再婚したが領地争いのため

死亡ゐ

娘は修道院に入

った。

Chulder i cu81 Her zog ツールの市民

殺害。
Gundの反乱に参加 G.か らCdt.It変節し， dux 
とな革。

Claudius ? 

D m d  C-p、~

G. 

Kammerer 
Eberulfus I-d. Cpr. 

Graf 

Eulal Ius 

Tour8 

God.i目us 。

レJ
 

X

モ

。

山
ン
市
山

町
山
口
、
耐

日
し
に

C
と
ス

G.より Eberulf追討命令をうけるが同時IC

Fredegundeとも主従関係を結ぶ3

死後財産没収。

追討令により

死亡。

Cpr.の王子 IG領ァキタニ

の反甜厳圧。 |ア地方占筑
Cpr. の命 1<: より l~iJ'1n th e の嫁 1 Gund反乱に参加，活躍するが敗走，ついでG‘のもと It
山レジェ地方略|資情 |う っ ふ

ゴート征服に失

敗，死亡。

前妻と後妻で

財産争い。

たれ命。殺培で内会教認
轍
一
制
民

肘
人
没

c-本
産

Grafιなった。

妻誘惑のため

DesideriuB 

を訴えた。

妻の審五

Cpr.l<:反乱

したが鎮圧さ

れた。

Gunth.r阻 凹.1Graf r S igb• 
↓ J白人

Boso !'[]'_____ l~峰r ovechus-
o s 0 I Her zogいGund.

'G. 

Sigb，の命 IMerovechuslMerovech I Dracol担

任より Theuイと合流して反|自説Cdtの IR膳九

debe討を殺 1i乱をお乙す。 l家臣となる。

害する。
。

者

裂

使

決
の
渉

q
交

抑

て
を

し

乱

と
反
ぅ

d.
ょ

泊

四
し

a

o
圧

い

タ

ら

R

h

。

づ

カ

こ

〆

'
T

コ
わ
し

々
-5
4

・d
ノ

A
M
N

M

T
ぴ

nu
ン

呼

Gund.反乱臣遂に参凧その他の財産は没収された。

墓荒しの罪で審査されたが不問となる。

Cdt.より追討さ |洗礼父の司教が

れる，死。 1大いE苦しんだ。

財産没収。

Graf 仁口Jpr
U防DGrafRζ任
lす二

Cp r.Tours 
のGrafを飼
任すえ

王の命により殺

害された。Leud as t i s .von 

Tour8 

Herzog Sigb.王の有
能な

Her zog。

Cd to"{'は統

治不能のため

G。の保護を求めTこ。 。
たつな

は
と

子

教
息
司

劃d
q
 

，

p

o

 

n

i

 

i

語

地
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山
民
領

b
鎮

G.

。
るなル』x

 
u
 

J
U
 

び再

Lupus VOD 
Cha皿pagne

Magoo _ 

waldua I Gro88er 

自分の妻を殺し，兄弟の未亡人を結婚したため，王命

Rより死刑，財産没収。

--ur瓦T 、，
↓ IIG 

Mummolus H!l'z o g μー
Pat r ic iU.$J l 

G.Sigb.の
連合軍の

Her zogo 

蔀下K戦争好 |対ザクセ4 対

きの司教が2 Iランコli'¥)レト戦

人いた。 IでpatrJcius
圧なる。

再度ラノコ刊レ

ド戦。E勝つ。
Desiderius 
との戦いに勝

つ。

Av ignonの IGuod~;Ò) I G. Bos 0と争 IDel!lideriu¥s I Gund.'の反乱K敗九財産を没収された。
白域花閉じ乙IAv ignon fLき |う。 1ととも児 Gund

もっ fこ。 1 1;，を王位 。とつ吋Tこ。

Rignntheの嫁資を奪ったもののひとりでゐる。

Nectarius ? 

Nicetius 

e
 

n
 

p
b
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p
 

m
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v
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o

y
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o
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z
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R
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クレルモンのグラ ーフからプロパンス地方の duxとな |プロパンス地方の

った。ゴート戦K勝利。 IRectorとなる。

Ragnoー 1Herzog 

waldus v. G 

Des ideriu自
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H i s t 0 r i a F r a n c 0 r u m fCおける下層階級(第3表)

Ha u s g e s i n d e ( 1， 3 5 )， Se r v i d omu s ( IV. 4 6 ) ， 

Familia Di eners chaft (V， 20)， Hausgesinde(羽 5)， 

Dienerschaft ( Vl， 13)， DienerC IX， 12)， GesindeCX，29)。

inferiores persona 
Leudastisについて出自いやしく悪事をする人の意味で用いられている

( V， 49 )。

inferiores et 
戦争のとき装備の劣った人たちを意味する用法。(X， 9) 

pauperes 

Li ber a 解放奴隷。(四， 44l(X，9)。

manclpla 
奴隷の意味で掠奪の対象とされた。(1， 11 ) ， ( V. 5 ) ， ( Vl.45)。
奴隷の意味で，人頭税の対象とされた。 (V. 28)。

ma t r i cu 1 a r i . eも
Hausannenでありながらも反舌LfL参加する。(札 29) • 

reliqui pauperes 

minori populo 
能城のときには放逐されるもの Cn. 3 3 ) ( V1I. 3 5 )，身分いやしき人 (1.13)，

(V.18)，戦争花参加し，指揮を不満として反乱するもの(Vl.3I).
o 

Pagenses 
内舌しに加担する(弘 47)、 duxを追放する(彊.18)， 

講和の立ち合いをなる(Pa.gense s urbis)o( X. 9)・

王位継承の戦争K参加する(1. 14 ) ，国際的密書をもっている(咽.28)， 

rustica 一般のひとびとの意味で用いられているもの(1. 29 )( IV. 5 )( V. 2 3 ) 

( V1. 34 )，農民を示すー(VI.1 5). (IX: 6)( X. 2 5 ) ， 

未熟を示す 。(序丸 V.6， X. 31)。

イ安リアの王女が奴隷と正式結婚(1.31)，奴隷から honoratusIL立身

する (IV.46)， グラーフになる(V. 48 )，修道院にいる (X. 1 6 ) ， 
邑ervus

人質から se r v 1もium pu b 1 i c.nm になり，やがて有力者の奴隷となる(1.15)，

司教から奴隷になり，再び釈放された一。(X. 24)。

奴隷としてつとめる乙と(1. 15入 (Vl. 1I>， 
SerVlre 

他』ζ主従関係を意味する場合もある 。(IV. 46)， C V. 39)。

serv ium publicum.前出(.. 1 5)， L e u d a s t i sの前身

( V. 48)，奴隷身分(四. 25)，農民が身売りしたときの身分 (VII. 4 5 )， 
serVlrlum 修道院の奴隷。 (IX. 41)。

他に主従関係 (区. 36)，官職 (V. 3)，経済負担 (X. 2 1 ) 

ともある。
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Summary 

In Historia Francorum X (H. F. for short) , we see VIn 

fortiores, viri magnifici, maiores (natu), meliores, optimates, 
primi, princeps, priores, proceres, seniores, potentes, viri 
honorati, which seem to mean aristocrats or magnates. 

The problem of the rise of aristocracy has been discussed by 
H. Mitteis, O. Brunner, H. Dannenbauer, Th. Mayer in this 
field. 

I pointed out some time ago (in the Proceedings of Literature 
Department, Hiroshima University, Vol. 18.) that we shall have a 
lot of trouble when we assume that the whole aristocratic 
dominion was arranged under the governmentalsystern by the 
early merovingian kings. 

As generally known, the word "nobiles" in regard to the 
Germanic can be seen only once in H. F. ' 

Therefore, we had better regard viri fortiores, viri 
magnifici etc. as the magnates rather than the aristocrats. 
This way of understanding helps us realize better what it was. 

These expressions as viri fortiores, viri magnifici etc. 
might depend on the subjective idea of Bishop Gregory as author 
and more over the usage of these expressions was different at 
different cases. But these expressions became clear and simple 
in the Fredegar chronicle, so I assumed that we can imagine the 
aristocratic system gradually become clear in the 7th century. 
(Proceedings of the above-mentioned, Vol. 21.) 

It is difficult for us to generalize the acts of the magnates in 
H. F. They became the officials in courts, signed the treaties as 
delegates, judged the cases and attended the court-ceremony, 
while resisting the public powers, revolting against the kings 
and often changing the fealty at their will. 

In the classical theory, the rise of aristocracy was the 
necessary result of the weakened government by the civil wars 
among the merovingians' divided kingdoms in the 6th century. 
They say, however, this presumption should be completely 
corrected in the latest studies. 

In this paper, I examined the acts of all the magnates in H. F. 
and confirmed some tendencies of merovingian maqnates in the 
confused conditions. Concerining this, I tried to reconsider the 
treaty at andelot (587). 
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