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家臣制の象徴儀礼についての覚え書き
─フェストゥーカを手がかりとして─*

加

納

修

はじめに
西洋中世社会において、家臣が主君に忠誠を誓い、軍事的な奉仕を行うのに対して、主君は家
臣に知行を授け、家臣を保護するという相互的な関係が重要な役割を果たしたことは、よく知ら
れる。この封建的主従関係を創出する儀礼は 10 世紀末頃成立し、北フランスやその隣接地域を
中心に広まっていった。それはたいてい、家臣による意思表明と主君が家臣の手を包み込む行為
からなるオマージュ、接吻と誓約からなる誠実、そして象徴物を用いた知行の授与の三段階から
構成されていた。
ジャック・ル・ゴフは 1975 年のスポレト研究集会においてこの儀礼を象徴儀礼の観点から読
み解く画期的な試みを行い、種々の興味深い特徴を明らかにした。その要となる主張は、家臣
制の儀礼が包括的な象徴体系を構成していたというものである。すなわち、第一段階における手
の交差では主君の上位性が明示され、第二段階の接吻で両者の地位が対等の関係へと修正され、
そして第一・第二段階においてなされる家臣から主君への奉仕と援助の約束という「贈与」にた
いして、第三段階で主君が「反対贈与」を行うことによって、全体がひとつのシステムとして構
築されていたとする。そしてル・ゴフは、家臣制の象徴儀礼が法や権力の領域ではなく、家族・
親族関係の象徴領域に属するものと当時の人々に知覚されていたことを主張する。その根拠は、
あらゆる段階に介入する「手」が家父長の権力を象徴しうることや、第二段階の接吻が新たな家
族の創出を画する結婚のそれと共通していることもあるが、とりわけ第三段階の知行の授与で用
いられたフェストゥーカ（festuca）と呼ばれる棒や小枝が、家族関係の儀礼で重要な役割を果た
＊

本稿は日仏歴史学会第一回研究大会（2009 年 3 月 28 日お茶の水女子大学）での口頭報告に修正を加えたものであ
り、科学研究費基盤研究（C）「法的象徴物の利用にみるフランク時代の王権と社会」（研究代表者、平成 20 年度～
平成 22 年度）に基づく研究成果の一部である。

1

J. Le Goff, Le rituel symbolique de la vassalité, in Simboli e simbologia nell’alto medioevo（Settimane di
studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 23），Spoleto, 1976, pp.679-788, reprinted in Pour un
autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident médiéval: 18 essais, Paris, 1977, pp.349-420（ジャッ
ク・ル・ゴフ著、加納修訳『もうひとつの中世のために』白水社、2006 年、第 18 章「家臣制の象徴儀礼」）。



Ibid., pp.374-381（前掲訳書、430─436 頁）．なお、すでに同様の指摘は H・ミッタイスによってもなされていた。H.
Mitteis, Lehnrecht und Staatsgewalt. Untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Darmstadt,
1958, Unveränderter fotomechanischer Nachdruck der 1. Aufl. von 1933, p.90.
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してきたことにある。家臣制の儀礼は家族関係の象徴世界を参照モデルとして構造化されていた
というわけである。
以下に続く覚え書きの目的は、家臣制の象徴儀礼が成立する以前の時期におけるフェストゥー
カの用法の検討にもとづいて、ル・ゴフのテーゼを検証するとともに、この儀礼の生成と象徴世
界を解明するための手がかりを得ることにある。最初に、ル・ゴフのテーゼが内包する問題点を
明確にしておこう。

１．諸批判ならびに若干の問題点
ル・ゴフのテーゼに対する批判の中で最も本質的なのは、家臣制の象徴儀礼がひとつのシステ
ムを構成していたとする点に向けられたものである。ル・ゴフは、家臣関係の締結だけでなく、
その解消の儀礼も考察に含め、後者がより簡潔であり、また前者と後者とが非対称の関係にある
ことに気づきながらも、次のように述べる。
「フェストゥーカの利用について証明されるのと同じように、この儀式の両面、すなわち締結
と解消の際に「接吻」が行われていることは、まさしくこの儀式がひとつのシステムを形づくっ

ていたとするわれわれの確信を支える」

かつてマルク・ブロックが「古封建法におけるオマージュ解消の諸形態」で調査したように、
家臣関係解消の際にはフェストゥーカ投げが行われるのが通例であった。フェストゥーカは、
しばしば知行の象徴物として手渡されたと考えられているので（この点については後述）、家臣
関係の締結と解消とにおいて同じ象徴物が用いられたことになる。そして接吻は第二段階になさ
れる行為であった。家臣関係解消の際の接吻については、ル・ゴフ自身、史料そのものの分析で
はなく研究文献の情報に基づいていたが、11 世紀から 15 世紀にかけてなされた接吻の事例を網
羅的に調査したヤニック・キャレにより、家臣関係の解消の際に接吻が行われた証拠は存在しな
いことが明らかにされた。接吻は基本的にある関係を創出したり、ある身分や集団への加入を
象徴する行為であり、関係の解消や脱退の儀式では用いられなかったのである。
キャレの批判は、構造主義的な捉え方に潜む危険を浮き彫りにしたものであって、家臣制の象
徴儀礼の領域が家族関係のそれに求められるとするテーゼそのものには向けられていない。だが、


J. Le Goff, op. cit., p.392（前掲訳書、449 頁）。



M. Bloch, Les formes de la rupture de l’hommage dans l’ancien droit féodal, Nouvelle revue historique de droit
français et étranger 36（1912），pp.141-177.



Y. Carré, Le baiser sur la bouche au Moyen Âge. Rites, symboles, mentalités, XIe–XV e siècles, Paris, 1992,
pp.195-6. この文献を教えて下さった藤田朋久氏に感謝する。なおル・ゴフが依拠した文献は、E. Chénon, Le rôle
juridique de l’Osculum dans l’ancien droit français, Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 8e série, 6
（1919- 1923），pp.124-155 であり、そこで挙げられている接吻の証拠はすべて権利放棄に関わっている。Y. Carré,
op. cit., p.195, n.16 参照。
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ル・ゴフが、ある関係の締結と解消の際に同じ身ぶりやモノが用いられたと考える傾向を有して
いたこと、そしてそうした捉え方が十分な史料根拠を持たないことを示した点に注意しなければ
ならない。実際のところ、フェストゥーカが一方で家臣関係の解消を示すのに用いられ、他方で
その締結の儀式の一部をなす知行の授与に用いられたとする説明にも、同様の疑念が生じる。ま
たキャレが、家臣関係締結における接吻の普及を調査した結果として、三段階からなる儀礼が真
に定着したのはようやく 13 世紀になってからであると指摘していることも重要である。
フェストゥーカそのものを取り上げてはいないが、知行の授与の際に用いられた象徴物の意味
について異論を唱え、同じく家臣関係締結の儀礼がひとつのシステムをなしていたとするテーゼ
に疑念を呈したのは、スーザン・レノルズである。封建制は 12、3 世紀以降の官僚制的な統治に
ともなって発展し、中世後期に学識法の専門家たちによって体系づけられたものであるとして、
中世の現実に対応していないとする問題作『知行と封臣』を振り返った論文において、レノルズ
はオマージュ、誠実誓約、知行の授与が、象徴儀礼として不可分の一体をなしていた点を疑問視
する。氏によれば、中世初期においては、完全所有権で保有されていると考えられていた土地
の譲渡の際に象徴物が手渡されるのが通例であった。それゆえ象徴物の使用が、譲渡人が主君と
して権利を保持する財産よりは、むしろ完全所有権の移転に典型的であるとすれば、主君への臣
従の誓いと象徴物の譲渡との間に本質的な結びつきはなかったとする。そして、ル・ゴフが重
要な史料として依拠したガルベール・ド・ブリュージュの『日記』において、フランドル伯ギ
ヨームが知行の授与の際に用いた「杖」virgula を、与えられる知行の象徴ではなく、新たに支
配下に入った住民に対する伯の権威の象徴であったと想定し、オマージュと誓約という最初の二
つの段階と、最後の段階を構成する知行の授与とを区別すべきであると提案する10。後に述べる
ように、festuca は「杖」でもあり、virgula とも呼ばれ得たことをあらかじめ指摘しておこう。
知行の授与の象徴物のひとつを手がかりとして、家臣制の象徴儀礼の領域を家族関係のそれに
求めるル・ゴフの主張は、知行の授与の際に象徴物が用いられなかった地域における封建主従関
係の締結の際に、この関係を家族に準える契機が見られる事実によっても、部分的な疑念を免れ
ない。ラングドック地方でトゥールーズ伯家に次ぐ勢力を誇ったトランカヴェル家の未刊行のカ


Y. Carré, op. cit., p.214.



S. Reynolds, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1994.



S. Reynolds, Afterthoughts on Fiefs and Vassals, The Haskins Society Journal, 9（1997），pp.1-15．おなじく、S. White,
The Politics of Exchange: Gifts, Fiefs, and Feudalism, in Medieval Transformations: Texts, Power, and Gifts in
Context, ed. E. Cohen and M. de Jong, Leiden, 2001, pp.1-17: p.10, n.28 も疑念を呈している。


10

S. Reynolds, Afterthoughts．
．
．
，p.9.
S. Reynolds, Afterthoughts．
．
．
，p.11．なお知行の授与に用いられた象徴物が、官職の任命や授与、支配者の標章か
ら発展していったとする見方は、すでに H・ケラーにより詳しく論じられている。H. Keller, Die Investitur. Ein
Beitrag zum Problem der ‘Staatssymbolik’ im Hochmittelalter, Frühmittelalterliche Studien 27（1993），pp.51-86:
pp.66-74．しかしケラーは、家臣制の象徴儀礼がシステムをなしていたとするル・ゴフの見解を継承している。
Ibid., p.72.
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ルチュレールを史料として、この地域の封建制を考察したエレーヌ・デバクスは、ここでは第二
段階の誠実誓約が封主・封臣関係の中心であり、オマージュは不可欠ではなく、また接吻も見ら
れないこと、そして知行の授与の際には象徴物が用いられるのではなく、贈与文書が作成された
ことを明らかにした11。そして数多く伝来する誠実誓約の記録にもとづいて、その独自な発話行
為の意味についてひとつの仮説を提起する12。この種の記録においては誓約の当事者である家臣
と主君ともに、常に「某（母）の息子」と記されている。なぜ父ではなく母の息子と名乗るのか
については、多様な解釈が提示されているが13、デバクスはピエール・ボナシーの見解を継承し
て、次のような解釈を提示する14。すなわち、封建主従関係における誓約は、当事者を本来の家
族から引き離し、霊的と呼びうる別の親族集団のネットワークへと組み込むものである。こうし
た見方からすると、主君は家臣となる者の霊的な父であり、象徴的に実の父の代わりの立場を引
き受けることになる。だから、実の父の名前は誓約においては隠されていたという15。すでにマ
ルク・ブロックらが強調していたように、封主・封臣関係は通常は家族や親族が引き受けるよう
な義務を生み出す16。それゆえ、家臣関係が家族関係に準えられる契機は根本的なものとして存
在していたのは間違いない。しかし、南仏の事例が示唆するのは、封主・封臣関係が家族関係に
準えられていたとしても、それは知行の授与の際に表現される、あるいは少なくともそこに何ら
11

H. Débax, La féodalité languedocienne, XIe–XIIe siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Tren
cavel, Toulouse, 2003．この研究については、桂秀行「南フランス封建社会研究の現況（４）」『愛知大学経済論集』
176 号（2008 年）、124─129 頁参照。

12

H. Débax, Le serrement des mains. Éléments pour une analyse du rituel des serments féodaux en Languedoc et
en Provence（XIe–XIIe siècles），Le Moyen Âge 113（2007），pp.9-23.

13

とりわけ、誠実と女性らしさ、もしくは母性との結びつきを主張する、M. Zimmermann, Aux origines de la Catalogne féodale: les serments non datés du règne de Ramon Berenguer Ier, in La formació i expansió del feudal
isme català: actes del colloqui organizat pel Collegi Universitari de Girona, 8-11 de gener de 1985, éd. J. Portella
I Cosmas, Gérone, 1988, pp.109-149: pp.138-139 参照。その他の解釈については、桂秀行、前掲論文、143─144 頁註
119 参照。

14

H. Débax, Le serrement des mains．
．
．
，p.14. ボ ナ シ ー の 議 論 は、P. Bonnassie, Sur la genèse de la féodalité catalane: nouvelles approches, in Il feudalesimo nell’alto medioevo（Settimane di studio del Centro italiano di studi
sull’alto medioevo, 47），Spoleto, 2000, pp.589-606: pp.599-600 の中で展開されている。

15

デバクス自身が認めるように、この説明は家臣についてはそれなりに説得力を持つが、主君の場合には必ずしも
妥当しない。主君はだれかの ｢ 息子 ｣ になるわけではないからである。ただし、ともに本来の家族から引き離され、
新しい家族の関係に入るという説明とは齟齬を来さない。H. Débax, Le serrement des mains．
．
．
，p.14.

16

M. Bloch, La société féodale, 2 vol., Paris, 1939-1940．マルク・ブロック著、堀米庸三監訳『封建社会』岩波書店、
1995 年、279─283 頁（「血縁集団に代わるものとしての家臣制」）。最近ではとりわけ、家臣の子どもに主君やその
親族の名前を与える慣行を取り上げた、M. Mitterauer, « Senioris sui nomine ». Zur Verbreitung von Fürstennamen durch das Lehenswesen, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 96（1988），pp.
275-330; Id., Une intégration féodale? La dénomination, expression des relations de service et de vassalité, in L’an
throponymie, document de l’histoire sociale des monde méditerranéens médievaux, actes du colloque international organisé par l’Ecole française de Rome, avec le concours du GDR 955 du C.N.R.S. “Genèse médiévale de
l’anthroponymie moderne”, Rome, 6-8 octobre 1994, recueillis par M. Bourin, J.M. Martin et F. Menant, Rome,
1996, pp.295-311 参照。
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かの形で反映される必要はなかった可能性である。仮に知行の授与の際に用いられた象徴物にお
いてまで家族関係の象徴世界が関与しているとすれば、それは北と南の封建制の相違をなす要素
となるであろうし、逆にそうでなければ、第二段階までと第三段階とを切り離すべきとするレノ
ルズの見解を後押しすることになろう。
こうした批判や成果は、家臣関係締結の儀礼を構成する三段階のうち、知行の授与をオマー
ジュや誠実と切り離して考えるべきであることを、またこの第三段階の儀礼に家族関係の象徴世
界との深い結びつきを見る必要がない可能性を示唆する。知行の授与の際に用いられたフェス
トゥーカを、家臣制の象徴儀礼が家族関係の象徴世界を参照モデルとしていたとする主張の最も
重要な根拠とすることの妥当性が検証される必要があろう。

２．フェストゥーカは家族関係の儀礼で重要な役割を果たしてきたのか
１）『サリカ法典』のアファトミーにおけるフェストゥーカ
ル・ゴフは、フェストゥーカが家族関係の儀礼で重要な役割を果たす象徴物であったことを示
す根拠として、アファトミーと呼ばれるフランク法の手続きを挙げる。これは、相続権を持たな
い人物に財産を相続させるためのフランク法に独自の手続きで、6 世紀初頭に編纂された『サリ
カ法典』に詳しくその内容が記されている。この手続きの力点は、相続財産の伝達にあると同時
に、
「養子縁組」、
「家族への加入」にあり、その際にこの象徴物が重要な役割を果たした点をル・
ゴフは重視する。『サリカ法典』第 46 章（De acfatmire）はアファトミーの手続きを次のように
描いている17。
処分者は集会（mallus）に、トゥンギヌス（thunginus）もしくはケンテナリウス（centena
rius）の面前に家族と無縁の者とともにやってきて、真の受贈者の名前を示しながら、この
人物（家族と無縁の者）の懐にフェストゥーカを投じる（festucam in lesum suum iactet）。
続いてこの仲介者が贈与者の家に赴き、そこに身を落ち着け、三人の客人を迎える。そして
17

Pactus Legis Salicae, c.46 De acfatmire, ed. K.A. Eckhardt, Hannover, 1962（MGH LL nat. Germ. IV, 1），pp.176181: “1. Hoc conuenit obseruare, ut thunginus aut centenarius mallum indicant et scutum in ipso mallo habere debent et <postea> tres homines tres causas <in mallo ipso> demandare debent. Et postea requirant hominem, qui
ei non pertineat, et sic festucam in lesum <su（um）> iactet. Et ipse, in cuius lesum festucam iactauit, dicat verbum, de fortuna sua quantum ei uoluerit dare, aut si totam aut mediam furtunam <suam>, cui uoluerit dare. 2.
Postea ipse, in cuius lesum festucam iactauit <ipse>, in casa ipsius manere debet et hospites tres <uel amplius>
suscipere debet, et de facultate sua, quantum ei datur, in potestate sua habere debet. Et postea ipse, cui istum
creditum est, ista omnia cum testibus collectis agere debet. 3. <Et> sic postea aut ante regem aut in mallo legitimo illi, cui furtunam suam deputauit, reddere debet et accipiat festucam <et> in mallo ipso ante duodecim menses ipsi, quos heredes deputauit, in lesum iactet, mec minus nec maius <et> nisi quantum ei creditum est. ．
．
．”な
お、『サリカ法典』の規定の大半についてと同じく、この章に記された一つひとつの文言や文章の意味について数
多くの相異なる解釈が提示されてきた。ここでは、それらすべてに言及する余裕はない。
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一年後に正規の集会（mallus legitimus）に戻ってくるか、王の面前に赴き、そこで受贈者
の懐にフェストゥーカを投じる行為を通じて、彼が受け取ったものを引き渡す。
相続財産の伝達のための込み入った手続きにおいて、フェストゥーカを投じる行為が決定的な
役割を果たしていることは見まがいようがない。だが、そこでのフェストゥーカの投擲が財産の
譲渡を象徴していることも確実である18。この行為を核とするアファトミーに「家族入り」や
「養子縁組」の性格を認める見解は、とりわけ言語学的考察に支えられている。すなわち、この
章の表題にもなっている acfatmire/adfatimire の語源である。アファトミーを指す adfatimire と
いう言葉は、fathumjan（抱擁する）に由来し、胸もしくは懐に受け入れる、すなわち子供とし
て受け入れるという意味であったとされている19。しかしながら、『サリカ法典』のいくつかの
写本群では、adfatimire という言葉の代わりに adchramire（約束する）という表現が用いられて
いる20。それゆえ、アファトミーが家族法に属する法律行為であったとする見方に対しては、そ
れがむしろ財産の伝達に重点を置く手続きであったとする解釈もなされうる21。加えて、他の法
律行為におけるフェストゥーカの使用が、しばしば adchramire という動詞と結びついている事
実も指摘しておこう22。実際のところ、語源的考察は、
『サリカ法典』が作成された時点でアファ
トミーの手続きがいかなる性格の法律行為とみなされていたかについて、確実な答えを与えてく
れない。
この不確実性に加えて、また仮にアファトミーが養子縁組の手続きと理解されていたと想定し
たとしても、それは『サリカ法典』のアファトミーでしかないという決定的な事実が残る。この
18

同じ 46 章の第 6 節で、「フェストゥーカを懐に投じられた者」
（ille, in cuius lesum festuca iactata est）は、「財産
を懐に受け取った者」
（ille, qui accepit in lesum furtunam ipsa（m））とされているからである。なお M・テヴナ
ンは、festuca を武器に由来する象徴物と捉えており、アファトミーにおけるフェストゥーカ投げを、以後財産を
防衛しないことを象徴する行為と見なしている。M. Thévenin, Contributions à l’histoire du droit germanique 3.
Wadium et Festuca, Nouvelle revue historique de droit français et étranger 4（1880），pp.69-100: pp.85-87.

19

R. Schröder, Adfatimire, in Deutsches Rechtswörterbuch, 1, 1914-1932, col.441; A. de Sousa Costa, Studien zu
volkssprachigen Wörtern in karolingischen Kapitularien, Göttingen, 1993（Studien zum Althochdeutschen, 21），
pp.162-164．また、フェストゥーカが投じられた「懐」
（lesus, laisus）の語源の考察にもとづいて、この行為が、
もともと膝にのせ、抱擁する行為と結びついていたとする見解も提示されている。H.F. Rosenfeld, Salfränkisch
laisus ,Schoss’, althochdeutsch lesa ,Falte’ und frz. rue ,Strasse’, in Literatur und Sprache im europäischen Mitte
lalter. Festschrift für Karl Langosch, hg. von Alf Önnerors et al., Darmstadt, 1973, pp.309-355 参照。

20

Pactus Legis Salicae, pp.176-177.

21

A. Schmidt-Recla, Mancipatio familiae und Affatomie. Überlegungen zu Parallelentwicklungen im römischen und
fränkischen Recht und zu Rezeptionsbedingungen im Frühmittelalter, in Leges - Gentes - Regna. Zur Rolle von
germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen
Rechtskultur, hg. von G. Dilcher und E.-M. Distler, Berlin, 2006, pp.461-486: p.479, n.108 が指摘する通りである。

22

一例として 692 年 8 月 12 日に発給された国王証書を挙げておこう。Die Urkunden der Merowinger（以後 DM と略記），
nach Vorarbeiten von C. Brühl, hg. von T. Kölzer unter Mitwirkung von M. Hartmann et A. Stieldorf, 2 Bde, Hannover, 2001（MGH Diplomata regum Francorum e stirpe Merovingica），DM 135: “…, in nostri presenciam dibiat
presentari, quod et ita per fistuca visus est achrammisse.”
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手続きは時代とともに変化し、そこにおいてフェストゥーカの果たす意義も変わることに注意し
なければならない23。アファトミー手続きの変遷は、明らかにル・ゴフの見解に不利である。
２）アファトミーの変遷 ─｢養子」観念とフェストゥーカ─
アファトミーが明確に「養子」の観念と結びついて現れるのは、7 世紀前半に編纂された『リ
プアリア法典』が初めてである。その第 50 章（De adfatimire）は『サリカ法典』46 章を修正し
たものであり、アファトミーを「財産相続にあたって養子として受け入れること」adoptare in
hereditatem と定義している。しかしその手続きは、『サリカ法典』と比較してかなり簡略化され
ている。第 50 章は、王の面前で証書によって、もしくは証人の出席のもとに引渡を行うよう定
めている24。その際にもはやフェストゥーカは用いられていない。アファトミーが明確に「養子
縁組」25 の手続きと観念されたことが証明される時期には、この手続きにフェストゥーカは不可
欠な要素ではなくなっていたのである。
筆者は別のところで、アファトミーというフランク法の慣行が夫婦間贈与というローマ法の慣
行と融合することによって、この手続きが簡略化したことを論じた26。夫婦間贈与はローマ法に
遡り、夫婦が子供の不在を理由に互いを相続人にする行為である。通常の相続法に則らない形で
の財産継承という点でアファトミーと共通していたため、両者は早い時期に、おそらく 6 世紀の
間に融合した。もともと夫婦間贈与は、ius liberorum（子の権利）と呼ばれていたので、夫婦が
互いを子供の地位に置く行為でもあった。それゆえ両者の融合は部分的に、アファトミーの手続
きをよりいっそう ｢養子縁組」という観念に結びつけたかも知れない。あるいは、逆にそういう
観念が部分的に共通していたから、融合が容易に生じた可能性も排除できない。だがこの融合こ
そは、アファトミーからフェストゥーカの役割を減じることになる。夫婦間贈与は通常の贈与と
同じく、都市や地方の集会、あるいは王の面前で行われれば良く27、アファトミーのごとく第三
23

もちろん、写本は古いヴァージョンを流布させつづけるが、それは実際の法律行為との関連において検討・評価
されなければならない。

24

Lex Ribvaria, ed. F. Beyerle et R. Buchner, Hannover, 1954（MGH LL nat. Germ. III, 2），c.50 De adfatimire, p.101:
“1.Si quis procreatione filiorum vel filiarum non habuerit, omnem facultatem suam in presentia regis, sive vir
mulieri sive mulier viro seu cuicumquelibet de proximis vel extraneis adoptare in hereditate vel adfatimi [re] per
scripturarum seriem seu per traditionem et testibus adhibetis, secundum legem Ribvariam licentiam habeat.”

25

アファトミーは常に財産の相続と結びついているので、財産の継承者はきわめて限定的な意味での「養子」にす
ぎないことも指摘しておこう。

26

O. Kano, Dater les deux actes du Formulaire de Marculfe（I, 12 et 13）
：quelques remarques sur l’évolution de l’
affatomie, in Herméneutique du texte d’histoire: orientation, interprétation et questions nouvelles, Global COE
Program Hermeneutic Study and Education of Textual Configuration International Conference, March 7 and 8,
2009 Tokyo International Forum, Japan（sous presse）．Cf. A. Heusler, Institutionen des deutschen Privarechts,
Leipzig, 1885-1886, pp.625-627.

27

J. Barbier, Dotes, donations après rapt et donations mutuelles. Les transferts patrimoniaux entre époux dans le
royaume franc d’après les formulaires（VIe–XIe siècle），in Dots et douaires dans le haut moyen âge, sous la direction de Fr. Bougard, L. Feller et R. Le Jan, Rome, 2002, pp.353-388: pp.378-379.
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者を介してフェストゥーカの受け渡しを行うような手続きを必要としていなかったからである。
おそらく『リプアリア法典』の成立と同じ頃の慣行を伝えると想定されるアファトミー文書の二
つの書式は、なお『サリカ法典』のアファトミーの古き象徴主義をとどめている28。ある人物が
自分の死後いくつかのヴィラを別の人物に相続させる際に、贈与者はある種の仲介者の役割を果
たす王にフェストゥーカを投じている29。しかし、王の面前で行われた夫婦間贈与の確認を記す
もうひとつの書式では、この贈与が「王の手を通じて」（per manu nostra）なされたと記されて
はいるものの、フェストゥーカは言及されていない30。そしてカロリング朝初期の三つの書式が
伝えるアファトミーの手続きには、フェストゥーカは用いられていない31。たしかに、アファト
ミーに類する贈与32、たとえば孫などに財産を相続させる際に、ときおりフェストゥーカが用い
られているが、それは明らかに財産の譲渡ゆえに用いられているのであって、養子縁組の手続だ
からではない33。単純化して言えば、アファトミーが明瞭に「養子」観念と結合するようになる
につれて、フェストゥーカを用いた行為が手続きに不可欠でなくなるという道筋が史料から確認
できるのである34。そしてアファトミーに限らず、養子縁組の際にフェストゥーカが重要な役割
を果たした証拠は、フランク時代から知られていないように思われる35。さらにわれわれは、メ
28

Marculfi Formulae, I. 12, 13, in Formulae Merowingici et Karolini aevi, ed. K. Zeumer, Hannover, 1886（MGH Le
gum sectio, 5），pp.50-52.

29

Marculfi Formulae, I. 13. Precepcio de leseuuerpo per manu regis: “．
．
．Ideoque veniens ille fidelis noster ibi in
palatio nostro in nostrae vel procerum nostrorum presenciam villas nuncupantes illas, sitas in pago illo, sua spontanea volontate nobis per fistuca visus est leseuuerpisse vel condonasse in ea ratione, si ita convenit, ut dum vixerit, eas sub usu beneficio debeat possidere; et post suum discessum, sicut eius adfuit petitio, nos ipsas villas fidele nostro illo plena gratia visi fuimus concessissae．
．
．
” しかし『サリカ法典』のアファトミーとは異なり、王から
受贈者へフェストゥーカは手渡されていない。その理由はまだ明らかにされていない。

30

Marculfi Formulae, I. 12 Preceptum interdonationis. この表現については、O. Kano, op. cit. 参照。

31

Formulae Salicae Lindenbrogianae, no.13; Formulae Salicae Merkelianae, nos.24, 25, in Formulae..., pp.275-276,
250-251.

32
33

いかなる法律行為を「アファトミー」とみなすかについては、なお議論の余地がある。
Ex.）Formulae Salicae Lindenbrogianae, no.14. Carta ad nepotes: “．
．
．per hanc epistolam cessionis sive per festucam atque per andelangum dono, trado．
．
．”; 18 Tradicio respectuali: “．
．
．per hanc cartolam cessionis sive per festucam adque per andelangum de meo iure in iure et dominatione tua perpetualiter transfirmo．
．
．
”, in Formu
lae．
．
．
，pp.276-277, 279-280.

34

誤解を招かないよう述べておけば、アファトミーにおいてフェストゥーカが用いられなくなったと主張したいの
ではない。819 年に発布されたルイ敬虔帝のカピトゥラリアは、アファトミーを引渡（traditio）と定義しており、
引渡の際にはときおりフェストゥーカが用いられたからである。Capitula legi Salicae addita, c.10: “De affatomie
dixerunt quod traditio fuisset”, in Capitularia regum Francorum, t.I, ed. A. Boretius, Hannover, 1883（MGH Legum sectio II），no.142, p.293.

35

この時期の「養子」については、B. Jussen, Patentschaft und Adoption im frühen Mittelalter, Göttingen, 1991（Ver
öffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 98）
；E. Santinelli, Continuité ou rupture? L’adoption dans le
droit mérovingien, Médiévales 35（1998），pp.9-18 参照。僅かな事例から判断する限り、フランク時代においてはしば
しば武器の授与が養子縁組にあたって重要な役割を果たしたと想定される。註 18 で述べたように、テヴナンは festu『サリカ法典』のアファトミーにおいてフェス
ca がもともと武器に由来する象徴物であったと考えている。しかし、
トゥーカを懐に投げる行為と、養子縁組において武器を授与する行為との間に大きな隔たりがあるのは明白である。
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ロヴィング期とカロリング期にフェストゥーカが、きわめて多様な法律行為で用いられていたこ
とを知っている36。『サリカ法典』や『リプアリア法典』における「信約」（fides facta）37、宣
誓38、訴訟代理人の設定39、法廷への出頭の約束40、引渡41 や権利の放棄42、係争物に対して再び
請求しないことの約束43 などでフェストゥーカが用いられていた。際だつ用法は二つある。ひと
つは、「放棄」を表す際に用いられていたことで、そこから封建主従関係の解消の儀礼にフェス
トゥーカが用いられるようになったことは良く知られる。もうひとつは、裁判への出頭などの
「約束」における使用である。われわれは、ル・ゴフの指摘とは全く逆に44、フランク時代にお
いてフェストゥーカは、養子縁組の手続きに関わるというよりは財産や権利の譲渡もしくは放棄
を示す手続きにおいて、また種々の約束において重要な役割を果たしていたことを強調しなけれ
ばならない。
したがって、フランク時代におけるフェストゥーカの用法は、家臣制の象徴儀礼が家族関係の
象徴世界を参照モデルとしていたとする主張の根拠にはなり得ない。しかし、以上の論証によっ
て、ル・ゴフのテーゼそのものが否定されるわけではないことも言い添えておかねばならない。
少なくとも封建主従関係の解消の際に行われたフェストゥーカ投げは、『サリカ法典』において
家族との離縁を画する儀式、すなわち三本か四本のハンノキの棒（fustes alninos）を頭上で折り、
裁判集会の四方に投げる儀礼に似ているからである45。解消の儀礼は、家臣関係が家族関係に準
えられて理解されていた可能性を仄めかす46。だが、フェストゥーカ投げによって解消されたの
36

W. Ogris, Art. Festuca, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, col. 1111-1114: col.1111 に代表的な例
が挙げられている。

37

「信約」については、H.R. Hagemann,
Pactus Legis Salicae, c.50-3, pp.192-195; Lex Ribvaria, c.32, pp.85-86; DM 141, etc．
Fides facta und wadiatio. Vom Wesen des altdeutschen Formalvertrages, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 83（1966），pp.1-34 参照。

38

Lex Ribvaria, c.74, p.125; Edictum Chilperici, c.7, 8, in Capitularia．
．
．no.4, pp.8-10, etc.

39

Formuale Marculfi, I. 21, in Formulae．
．
．
，pp.56-57.

40

DM 135; Additamenta e codicibus formularum Turonensium, no.6; Formulae Senonenses recentiores, no.2, in For
mulae．
．
．
，pp.161, 211-212., etc.

41

Formulae Salicae Lindenbrogianae, nos.1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, Additamenta, 2, in Formulae．
．
．
，pp.266-268, 271-273,
274-277, 279-280, 283, etc.

42

Cartae Senonicae, nos.7, 34; Additamenta collectionis Flaviniacensis, nos.2, 6; Formulae Extravagantes I, 23, in For
mulae．
．
．
，pp.188, 200, 489-450, 492, etc.

43

DM 153; Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Grossen, hg. von E. Mühlbacher et al., Hannover, 1906

（MGH Diplomata Karolinorum, 1），no.65, etc.
44

J. Le Goff, op. cit., p.379（前掲訳書、434 頁）。

45

Pactus legis Salicae, c.60, p.225． こ の 儀 礼 に つ い て は、Ernst von Moeller, Die Rechtssitte des Stabbrechens,
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 21（1900），pp.27-115: pp.28-34、
ならびに M. Bloch, Les formes de la rupture．
．
．
，pp.176-177.

46

最近では、P. Hyams, Homage and Feudalism: a Judicious Separation, in Die Gegenwart des Feudalismus / Présence
du féodalisme et présent de la féodalité / The Presence of Feudalism, hg. von N. Fryde, P. Monnet, und O.G. Oexle, Göttingen, 2002, pp.13-49: pp.38-40 がこうした指摘を行っている。
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が「オマージュ」、すなわち人格的関係であるという事実47 は、家臣関係締結の最後の段階をな
す知行の授与という物権的要素を切り離して考えるよう促す48。ル・ゴフは三段階からなる家臣
関係締結の儀礼だけでなく、また締結と解消の儀礼をもひとまとまりの包括的な象徴体系をなす
ものと想定した。それゆえ、この儀式の両面に同じ象徴物が用いられていることを重視し、フェ
ストゥーカを家臣制の象徴世界の解明の手がかりとして選んだように思われる49。ル・ゴフの過
ちは、キャレが指摘するように家臣制の象徴儀礼をあまりに整合的なシステムとして構想したこ
と、フランク時代におけるフェストゥーカの用法を『サリカ法典』のアファトミーにおけるそれ
に代表させたこと、そしてさらには、おそらく歴史人類学的な研究を定着させようとする意図に
由来する。

３．知行もしくは知行の授与の象徴物としてのフェストゥーカ
ル・ゴフの議論の欠点を暴くことは、本来の目的ではない。象徴儀礼の観点から家臣制を特徴
づけるためには、知行の授与の際に用いられるモノが、とりわけフェストゥーカが何を象徴する
かを明確にしなければならない。しかし、われわれはここで二重の大きな困難に出会う。なぜな
ら、管見の限り、知行の授与の象徴物に関する網羅的で正確な調査は行われていないからである。
ル・ゴフが依拠したデュカンジュの項目 investitura50 は、知行の授与だけでなく引渡や叙任を含
んでいるばかりか、大半の事例は教会への寄進に関連しており、知行の授与の事例は僅かしかな
い51。F・L・ガンスホーフの概説書によれば、知行の授与の際に用いられる象徴物は、「行為の
象徴」（Handlungssymbol）と「知行の象徴」（Gegenstandssymbol）とに区分でき、前者として
笏、杖、金の指輪、短刀、手袋その他、後者として小枝、一塊の土くれや芝草、長槍、旗や司教
の杖などが挙げられている52。しかし、これらの象徴物に触れている史料の典拠は挙げられてい
47

M. Bloch, Les formes de la rupture．
．
．
，pp.155-156. ブロックとはやや異なるル・ゴフの解釈については、J. Le Goff,
op. cit., pp.379-380（訳書 434─435 頁）。

48
49

Cf. P. Hyams, op. cit.
ル・ゴフがフェストゥーカに着目した理由として明示的に挙げているのは、この象徴物については前史を辿るこ
とが可能であること、優れた研究が存在すること、そしてフェストゥーカのみが、家臣制の実践と象徴世界にお
いて基本的な役割を果たしたのを証明してくれるような語彙群を生み出したことである。J. Le Goff, op. cit., p.378

（前掲訳書、433 頁）。第三の点については、しかしながら、exfestucare（exfestucatio）を除いて、少なくとも種々
のラテン語辞典に引かれている用例を確認する限りでは、密接に家臣制に関わるタームであったことは証明され
ない（festucare, infestucare）
。私が調査した辞典は、Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, Unver
änderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, 1954; J.F. Niermeyer, Mediae Latinitatis Lexicon Minus,
Leiden/New York/Köln, 1997; Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert である。
50
51

Du Cange, op. cit., investitura, pp.410-418.
S. Reynolds, Afterthoughts．
．
．
，pp.9-10 によれば、2、3 の例、しかも遅い時期の例しか知行の授与に関連していな
い。

52

F.L. Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité?, 3e édition revue et augmentée, Bruxelles, 1957, p.164．邦訳（森岡敬一郎
訳『封建制度』慶應通信、1968 年、194 頁）では、verge は「細枝」、rameau は「麦の茎」とされているが、ここ
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ない。われわれは、旗や笏、あるいは杖と指輪を用いた王による知行の授与を除いて53、いかな
る象徴物が好んで用いられたかについて、十分に知らない。
もちろん、ル・ゴフのように、その中のひとつの象徴物に焦点を絞る方法はある。そして同じ
くフェストゥーカを手がかりにすることも、そもそも彼の見解をより徹底的に検証するために
（これは副次的な意義を持つ作業にすぎないが）、必要であるように思われる。だが、ここでもう
ひとつの大きな困難が立ちはだかる。ガンスホーフもブートリュシュも、知行の授与の象徴物と
し て 明 示 的 に フ ェ ス ト ゥ ー カ（fétu） を 挙 げ て い な い54。 デ ュ カ ン ジ ュ に つ い て 言 え ば、
investitura の項目において festuca に言及しているが、そこで挙げられている事例において、明
確に知行の授与に関わる証拠は見あたらない55。比較的詳しい『13 世紀末までの中世ラテン語辞
典』の festuca の項目においては、この言葉が法の領域で用いられる際の二番目の用法として封
建制におけるそれが挙げられているが、そこで引かれている事例はすべて主従関係の解消に関
わっており、知行の授与の際に用いられた事例は見あたらない56。筆者が知行の授与に関わる
タームについていくつかの主要な中世ラテン語辞典を調べた限りでは、現時点では 1 例しか知行
に関連してフェストゥーカが用いられたケースは確認できていない57。しかも、その事例は、主
君から家臣への知行の授与ではない。そこでフェストゥーカは、シント・ピーテル修道院長から
知行を保有する人物がある司祭に当該の知行を売却する際に、本来の所有者である修道院長が司
ではそれぞれ、
「杖」、
「小枝」の訳を当てた。Verge が virga もしくは virgula を指しているとすれば、それはとりわ
け権力や権威の象徴として用いられた杖であったからである。また rameau は ramum arboris のことと思われるが、
それは明らかに枝である。なお、ギィ・フルカン著（神戸大学西洋経済史研究室訳）『封建制・領主制とは何か』
晃洋書房、1982 年、184 頁では、verge には「棒」、sceptre には「杖」の訳語があてられている。G. Fourquin,
Seigneurie et féodalité au moyen âge, Paris, 1970, p.136．その他、知行の授与の象徴物についての概観として、ハ
ンス・K・クルツェ著（千葉徳夫ほか訳）『西欧中世史事典 ─国制と社会組織─』ミネルヴァ書房、1997 年、57
頁などがある。H.-J. Becker, Art. Investitur, in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, col.405 では、Stab
（棒や杖）は、「知行の象徴」に分類されている。ル・ゴフも指摘するように、H・ミッタイスに遡ると思われるこ
の分類がどれほど不十分なものであるかを示していよう。
53

最近の研究として、次の論文のみ挙げておく。Ph. Depreux, Investitura per anulum et baculum. Ring und Stab
als Zeichen der Investitur bis zum Investiturstreit, in Vom Umbruch zur Erneuerung? Das 11. und beginnende
12. Jahrhundert – Positionen der Forschung, hg. von J. Jarnut und M. Wemhoff, München, 2006（Mittelalter Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn, Bd.
13），pp.169-195.

54

R・ブートリュシュは、棒や杖（細い棒）（bâton, baguette）を挙げているので、ときおり baguette のフランス語
が当てられる festuca を念頭に置いているかもしれない。R. Boutruche, Seigneurie et féodalité. L’apogée (XIe–XIIIe
siècles），Paris, 1970, p.158.

55

Du Cange, op. cit., festuca, pp.453-454 でも同じである。

56

Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, Bd. 4/2, München, 2009, col.185-186．そこで
挙げられているのは、ガルベール・ド・ブリュージュが伯ギヨームと家臣たちの争いを語る部分と、シャルル単
純王に対する家臣関係の解消を語るアデマール・ド・シャバンヌの記述である。これらの事例については、M.
Bloch, Les formes de la rupture．
．
．
，pp.143-147, 149-151 参 照。 同 じ く、J.F. Niermeyer, op. cit., festuca, p.420 で も
封主・封臣関係解消の事例は挙げられている。

57

J.F. Niermeyer, op. cit., feodum, p.417．そこで引かれている最後の事例。

（11）

52

名古屋大学文学部研究論集（史学）

祭に知行を与えるために、この保有者から主君たる修道院長に渡す際に用いられたのであり、権
利の放棄を示しているように思われる58。封建制の領域においてフェストゥーカは、明らかに封
主・封臣関係の解消や権利の放棄を明示するのに用いられたのであり、そこから派生した語彙も
同断である59。
にもかかわらず、なぜフェストゥーカが知行の授与に用いられる代表的な象徴物であったとみ
なされてしまうのであろうか60。最後に、この問いに関連して二点だけ指摘しておきたい。
第一に、知行が主として土地であり、その授与の際には、土地譲渡の際に行われていた儀礼が
モデルとなったとする一般的な理解がある。そしてフランク時代に土地の譲渡の際に用いられる
代表的な象徴物がまさしくフェストゥーカであった61。だがフランク時代の土地譲渡において、
フェストゥーカは引渡の際に用いられるよりも、むしろ、しばしば当該物件に対する権利の放棄
を誓約する際に用いられていた。フェストゥーカにより「引き渡す」（trado）あるいは「贈与す
る」という表現はとりわけ「リンデンブルッフ書式集」に典型的であり62、他の書式集はほとん
．
．se exitum esse dicere）
ど常に、フェストゥーカにより「〜から身を引くことを述べる」（de．

と記している63。その意味はかつて、「退去」、すなわち譲渡人が儀式的に土地を明け渡す行為を
象徴するものとみなされてきた64 が、この説に根拠が乏しいだけでなく、矛盾する証拠が多いこ
と、またこの表現が二度と請求を起こさないと誓約することを意味することは、すでにアレクサ
ンダー・ガルが十分な史料根拠でもって示したとおりである65。フェストゥーカがしばしば宣誓
や誓約で用いられたのは見たとおりであるし、この象徴物と口頭の発話との密接な結びつきは、
58

“Quidam B., habens quoddam feodum ab ecclesia s. Petri in parrochia de M., unde sibi solvebatur singulis annis
modius unus siliginis et altilia, ipsum feodum vendidit tribus marcis argenti et dimidia E. presbitero ．
．
．B. ergo
abbati, a quo actenus hoc tenuit, cum festuca in manibus optulit, et abbas statim consequenter illud presbitero
dedit”. FAYEN, Lib. trad. s. Petri Blandin., no.169, p.171（a.1163）．

59

註 49 参照。

60

南仏において知行の授与が贈与文書の作成を通してなされたこととは対照的に、北では festuca によって知行が授
与 さ れ た と い う 記 述 が し ば し ば 見 ら れ る。H. Debax, « Une féodalité qui sent l’encre »: Typologie des actes
féodaux dans le Langue d’Oc des XIe–XIIe siècles, in Le vassal, le fief et l’écrit. Pratique d’écriture et enjeux
documentaires dans le champ de la féodalité (XIe–XVe s.），éd. J.-F. Nieus, Louvain-la-Neuve, 2007, pp.35-70: p.53．
同じく J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale. Xe-XIIe siècle, Paris, 1980, p.128 も参照。

61

なお、フランク時代の法律行為において用いられた象徴物については、M. Thévenin, Textes relatifs aux institu
tions privées et publiques aux époques mérovingienne et carolingienne: Institutions privées, Paris, 1887, pp.263264 のリストを参照。

62

Ex. Formulae Salicae Lindenbrogianae, no.6. Traditio, cuicumque tradere voluerit: “．
．
．Dono siquidem tibi per
hanc cartolam tradicionis sive per fistucam atque per andelangum aliquam rem meam．
．
．
”, in Formulae．
．
．
，p.271.
同じ表現は、nos.1, 2, 7, 8, 12, 14, 16, 18, Additamenta 2. に見られる。

63

た と え ば、Cartae Senonicae, no.34 Tradituria de terra: “．
．
．per ipso hostio de ipsa casa et per ipsa herba et cespite,
sicut lex est, ipsius misso ad parte sancto illo vel ipsa abbatissa visus est tradidisset et per sua fistuca ipso missi
vel ipsa femina de ipsas res se exita ex omnibus esse dixit.”, in Formuae．
．
．
，p.200.

64

ハインリッヒ・ミッタイス著、世良晃志郎・廣中俊雄訳『ドイツ私法概説』創文社、1961 年、178─179 頁。

65

A. Gál, Die Prozessbeilegung nach den fränkischen Urkunden des VII.–X Jahrhunderts, Breslau, 1910, pp.29-34.
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すでにマルセル・テヴナンが指摘している66。さらに、家臣関係解消の儀礼にフェストゥーカと
発話行為との結びつきが継承されたことも明白であるように思われる。マルク・ブロックは
exfestucare においては、とりわけ「手で」する行為、すなわち身ぶりが重要であったとしてい
るが、解消の諸事例はこの行為がたいてい発話と結びついていたことを示しているからであ
る67。それはともかく、フランク時代の土地譲渡においてフェストゥーカが用いられたとき、そ
れはとりわけ権利の完全な放棄を意味し、そして紛争を予防するための誓約と結びついていたと
考えられる。土地譲渡において用いられた象徴物の中でも、とりわけフェストゥーカ（ならびに
andelangus）にはこうした意味が強く付着していた68。そうであるとき、主君が権利を保持する
知行の授与の際に、フェストゥーカが好んで用いられようになったとは想定しがたい69。もちろ
ん、象徴は意表を突く形で意味を変えうるが、封建主従関係の解消にフェストゥーカが用いられ
た事実は、少なくともフェストゥーカがスムーズに知行の授与の象徴物に変容したと考えるのを
難しくする。この点と関連して興味深いのは、9、10 世紀からおそらくイタリアを出発点として、
しかもフランク法、とりわけサリカ法の慣習として、短刀を筆頭にして半ば網羅的に列挙された
71
象徴物による譲渡が広まっていく事実である70。その中で、festuca（notata）
は、土地譲渡に用

いられる、重要ではあるが多くの象徴物のひとつとなるのである。それに伴って、festuca が再
解釈された可能性が検討されなければならないであろう72。
第二に、festuca という言葉とそれが表すモノとの関係の不明瞭さである。Festuca は棒や杖で
66

M. Thévenin, Contribution à l’histoire．
．
．

67

M. Bloch, Les formes de la rupture．
．
．
，p.152: “．
．
．c’est dans un geste de la main qu’il faut chercher l’acte
essentiel”．この点についてはさらに検討する必要がある。さしあたり、ブロックに引かれている諸事例を参照。

68

フランク時代の書式集を調査した限りでは、festuca はプレカリア文書には現れない。同じく知行の授与の際に用
いられたとされている手袋を意味するとされる言葉のひとつ、andelangus も、プレカリア文書には見られない。J.
Balon, L’andelangus en face du droit, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische
Abteilung 79（1962），pp.31-51: p.42．なおバロンは、手袋あるいは自在鉤とみなされている andelangus を、宣誓の
際に手を置く行為と捉えている。

69

知行の法的性格に関しては、中世における所有現象の多様性を強調する S. Reynolds, Fiefs and Vassals．
．
．を参照。
その主張のエッセンスは、スーザン・レノルズ（佐藤彰一訳）「『知行と封臣』以後」佐藤彰一編『西洋中世史セ
ミナー講演報告集』名古屋大学大学院文学研究科西洋史学研究室、2000 年、57─59 頁にまとめられている。

70

代表的な文言として有名な Liber Papiensis（11 世紀）から引いておこう。“．
．
．sed si est Salichus, si est Roboarius,
si est Francus, si est Gothus vel Alammanus venditor: « pone cartulam in terram, et super cartam mitte
cultellum, festucam notatam, wantonem et wasonem terrae et ramum arboris et atramentarium » et in
Alammana, wandilane, et levet de terra, et eo cartam tenente dic traditionem ut supra diximus．
．
．”, in M.
Thévenin, Textes relatifs．
．
．
，no.52. 同じく Ibid., nos.105, 124, 136, 143 も参照。

71

Festuca notata は一般に個人のしるしが刻まれた棒のようなものであったと考えられているが、実際にはよく分
かっていない。W. Ogris, op. cit., col.1113.

72

興味深いのは、Liber Papiensis においてフランク法もしくはサリカ法に則った土地譲渡の際に用いられるとされ
ている物のひとつである短刀は、明らかに 11〜12 世紀にイタリアから広まっていった事実である。P. Depreux,
La loi et le droit. La part des échanges culturels dans la référence à la norme et les pratiques juridiques durant
le haut Moyen Âge, in Les échanges culturels au Moyen Âge, XXXII e Congrès de la SHMES, Paris, 2002,
pp.41-70: p.68.
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もあり、小枝でも草の茎でもあると理解されている73。それゆえ、これらのモノを festuca とみな
せば、それは知行の授与の際に頻繁に用いられたということはできる。しかし、知行の授与の際
に用いられた棒や杖を表す多様な言葉、virga, virgula, baculus などが、常に festuca という言葉
と互換可能であったわけではない74。また、知行の授与にも用いられたことが証明される「小枝」
（ramum arboris）は、イタリアの土地譲渡文書では festuca と明確に区別されている75。残念な
がら、festuca とこれらのタームとの関係を歴史的に整理した研究は行われていない。ただ、予
想されるように、フランク法の伝統が強いところでは festuca の代わりに他の言葉を用いた事例
が少ないのに対して、フランク法がいわば外来の法である地域、とりわけイタリアや南仏で他の
地域に先駆けて、fustis、lignum、virga もしくは virgula（棒や木片や杖）あるいは stipula（茎）
など別の言葉としばしば混同されたことは見て取れる76。そして、ローマ法において festuca が
virgula と称されたこと、また槍（hasta）の象徴とみなされていた事実も示唆的である77。検証
73

Karl von Amira, Der Stab in der germanischen Rechtssymbolik, München, 1909, pp.145-146.

74

777 年 の 日 付 を 持 つ サ ン・ ド ニ 修 道 院 長 フ ル ラ ド の 遺 言 状 の ひ と つ（Chartae Latinae antiquiores: facsimile
edition of the Latin charters prior to the ninth century, t.16: France IV, ed. H. Atsma and J. Vezin, Zurich, 1986,
no.623）と、クリュニー修道院から伝わるある文書（Les plus anciens documents originaux de l’abbaye de Cluny,
publiés par H. Atsma et J. Vezin, Turnhout, 1997, nos.81-82）には小枝が括りつけられている。それらは刊本編者
によって festuca とされているが、同時代における festuca というタームの用法はこうした形容を保証しない。証書
と 象 徴 物 と の 関 係 に つ い て は、 な お 次 の 論 文 が 有 益 で あ る。M. Tangl, Urkunde und Symbol, in Festschrift
Heinrich Brunner zum siebzigsten Geburtstag, dargebracht von Schülern und Verehrern, Weimar, 1910,
pp.761-773.

75

註 70 参照。

76

Festuca と fustis, lignum, baculum などが同一視された事例については、Karl von Amira, op. cit., p.146. イタリア
における裁判官の「棒」（fustis, baculus, virga）については、H. Keller, op. cit., pp.68-69. Stipula との混同につい
ては、ラエティアからの証拠として、Lex Romana Curiensis XXIV–II: “Item alia. De stipulationem. Estipulatio
est, si inter duos homines, de qualecumque rem intencio est, possunt inter se ipsa causa sine scripta et sine
fieiussores per stipula finire. Estipula, hoc est, ut unus de ipsos leuet festucum de terra et ipsum festucum in
terram reiacet et dicat: « Per ista estipula omne ista causa dimito »．
．
．
”, in Die Rechtsquellen des Kantons Grau
bünden. I-1: Lex Romana Curiensis, bearbeitet von E. Mayer-Marthaler, 2 Auflage, Aalen, 1966, p.487、 南 仏 の 事
例 と し て、festuca 投 げ を（in）stipulare と い う 言 葉 で 表 現 す る 証 書 を 参 照。M. Thévenin, Textes relatifs..．
，
no.137（Cart. de S. Victor de Marseille, no.290, a.967 ）
：”．
．
．et se guerpierunt et instipulaverunt, et in terra
jactantes jactaverunt et calcaverunt．
．
．”．同じく Ibid., no.141 も参照。

77

ロ ー マ 法 に お け る フ ェ ス ト ゥ ー カ に つ い て は、P. Meylan, La baguette, symbole de la propriété civile dans la
Rome des origines, in Mélanges François Guisan: recueil de travaux, Lausanne, 1950, pp.21-40; P. Noailles, Vindicta,
Revue historique de droit français et étranger, 1940-1941, pp.1-57 参照。ローマ法においてフェストゥーカは、所
有物返還請求訴訟と杖による奴隷解放で用いられていた。双方において「杖」は vindicta と称されているが、その
説明においてしばしば festuca と言い換えられている。そして、杖による奴隷解放の際に用いられる vindicta は、
ボエティウスによって virgula と説明されている。In Ciceronis Topica 2.10: “Vindicta vero est virgula quaedam
quam lictor, manumittendi servi capiti imponens, eundem servum in libertatem vindicabat，．
．
．”（引用は P. Meylan,
op. cit., p.12 による）。またガイウスは『法学提要』（4, 16）の中で、所有物返還請求訴訟に関連して、festuca は正
当な所有権のしるしとして、槍の代わりに用いられていたとする。“Festuca autem utebantur quasi hastae loco,
signi cuiusdam iusti dominii，．
．
．”（同じく引用は P. Meylan, op. cit., p.7 による）。なおランゴバルド法は、男子の
相続人を持たない人物が槍を手渡すことで財産を譲渡する「集会譲与」（thinx）という慣行を有しており、ここで
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すべきひとつの仮説は、フランク法が優勢ではない地域、とりわけローマ法が根強く残った、あ
るいは早く「復活」した地域で、festuca の意味変容が促進され、場合によっては知行の授与を
象徴しうるモノ＝言葉となり得た可能性である。

おわりに
知行の授与の際に用いられた象徴物に関して、われわれの知識が不十分であり、また不確実で
あるかぎりにおいて、家臣制の象徴儀礼のモデルを家族・親族関係の象徴世界の領域に求める
ル・ゴフの見解は、たとえその議論に矛盾や欠陥があるとしても、完全には斥けることはできな
い。フランク時代のフェストゥーカの用法の検討から言えることは、仮にそれが知行の授与の象
徴物に用いられるようになったとすれば、家族関係のそれとは別の象徴世界に由来する可能性が
高いことである。
西ヨーロッパ、とりわけフランスにおける北と南の封建制を分ける一つの特徴として、北部で
は象徴物が多用され、南部では文書が使用されるという法文化の相違がしばしば強調されてきた。
しかし、こうした対照性を過度に強調することにも慎重でなければならないであろう。フェス
トゥーカが知行の授与の象徴物になりうる歴史的条件は、地中海地域ではぐくまれた可能性、そ
してローマ法の影響、あるいは少なくとも法学的な思考の中で醸成された可能性もまた、検討さ
れなければならないからである。ここで結論を急いで、封建制がとりわけ中世盛期以降の法学的
な思考の産物であったとするレノルズの主張を引き合いに出すことは控えなければならない。し
かしながら、フェストゥーカが知行の授与の際の代表的な象徴物になり得なかったとすれば、
festuca を単に「棒」や「小枝」あるいは「茎」とみなしてしまいがちな、われわれ歴史家の思
考をこそ、あらためて反省しなければならないであろう。
フェストゥーカがそのひとつをなす法的象徴物に関しては、19、20 世紀初頭の碩学たちにより
優れた研究が著されている78。しかし、そこで象徴物は、しばしば歴史性を奪われる形で考察さ
の槍の用法はローマ法の festuca の解釈と一致することが指摘されている。J. Le Goff, op. cit., pp.376-377（前掲訳
書、432─433 頁）参照。しかしまた、メロヴィング王国においても、王国の継承にあたって、槍が手渡された事
例がブルグンディア王国から証明される。Gregorius Turonensis, Libri Historiarum X, VII, 33, MGH Scriptores
rerum Merowingicarum, I, 1951, p.313: “Post haec rex Gunthchramnus, data in manu regis Childeberthi hasta,
ait ．
．
．”．ここで興味深いのは 2 点ある。第一に、グントラム王は男子の息子を欠いていたために、甥のキルデベル
トに王国を継承させようとしたこと、すなわちそれはある意味で「アファトミー」に類する行為であったことで
ある。それゆえ、ここでの「槍」hasta の使用は、同じくローマ法の festuca の解釈と一致する。ただし、ここで
槍が「養子縁組」を象徴するのか、あるいは王国に対する支配権を象徴するのか、それとも双方を参照している
のかを判断するには慎重でなければならない。第二に、この行為はブルグンディアの継承に関わっていることで
ある。この地域でローマ法が強く存続していたことが知られる。
78

先 に 挙 げ た ア ミ ラ や フ ォ ン・ メ ラ ー の 研 究 の 他 に、 と り わ け、J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertümer, Bd. 1,
Sonderausgabe unveränderter reprografischer Nachdruck der durch A. Heusler und R. Hübner besorgten 4.
vermehrten Auflage Leipzig 1899, Darmstadt, 1989 参照。
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れてきたように思われる。Festuca が棒でもあり得る根拠として、多様な地域から多様な時期の
史料を引き合いに出すカール・フォン・アミラの議論は、そうした態度のひとつの表れである。
また、象徴物が用いられる儀礼に関して、これまでの研究はしばしばモノそのもの以上に、モノ
が扱われる仕方、行為に重点を置きすぎてきたように思われる79。たしかに、ある言葉が指し示
すモノが具体的に何であったかを確定するのを容易にしない史料状況においては、こうした選択
をせざるを得ない面がある。しかし、ル・ゴフのように儀礼に対する知覚を問題とするならば、
単に行為が描かれる仕方のみならず、モノが記される仕方にも注意を払わなければならないであ
ろう80。ゆえに、フェストゥーカの歴史に関してわれわれに残された課題のひとつは、その機能
やそれを用いた行為についてだけでなく、言葉とモノとの関係を、史料類型の特徴にも注意を払
いながら、徹底的に再検討する作業である。この作業は、フランク時代の西ヨーロッパにおける
法文化の地域的な相違の解明に貢献するのみならず、北と南の相違というパラダイムの克服にひ
とつの道を開いてくれるような、封建制の成立過程を浮かび上がらせてくれるかもしれない。

79

これはアミラだけでなく、ブロックやル・ゴフの研究についても当てはまる。

80

近年の儀礼研究の重要な成果のひとつは、儀礼が描かれる仕方への注目であることを指摘しておこう。Ph. Buc,
Dangereux rituel: de l’histoire médiévale aux sciences sociales, Paris, 2003.
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Abstract
Note sur le rituel symbolique de la vassalité
Osamu KATO
En 1976 Jacques Le Goff a publié un article important, consacré au rituel symbolique de la vassalité.
Le rituel de l’entrée en vassalité se divise en trois temps distincts: d’abord l’hommage qui comprend un
engagement verbal et une étreinte des mains, ensuite la foi, c’est-à-dire le baiser et le serment de fidélité,
enfin l’investiture du fief qui consiste dans la remise d’un objet symbolique par le seigneur. Selon Le Goff,
ces rites constituent non seulement un rituel, mais aussi un système, et le système symbolique de la vassalité a pour modèle de référence un modèle de parenté. Il fonde cette dernière thèse sur une analyse de
la pré-histoire d’un objet employé dans la phase d’investiture, la festuca, laquelle, selon lui, jouait un rôle
essentiel dans une pratique qui, plus encore qu’une cession de biens ou de droits, était une procédure
d’adoption.
Cette note a pour objectif de vérifier la thèse de Le Goff, en étudiant les emplois de la festuca pendant
l’époque franque. On peut en tirer les conclusions suivantes:
1) La festuca intervenait certes dans une procédure qui était proche de celle de l’adoption, mais tend à
en disparaître avec le renforcement de la notion d’adoption.
2) Il faut admettre qu’elle jouait un rôle important, notamment dans la renonciation au droit et dans
diverses promesses.
3) Les cas exemplaires de l’emploi de la festuca pendant l’époque franque nous font douter qu‘elle soit
devenue un des objets représentatifs de l’investiture du fief.
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