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16世紀から 18世紀フランスにおける
暴力とその衰退

ミシェル・ナシエ
石井三記（監訳）

嶋中博章・福田真希（共訳）

【監訳者はしがき】

2013年 10月、近世フランスの政治社会史を専門とされるミシェル・
ナシエ教授（Michel Nassiet）が来日された。現職はアンジェ大学教授で
あるが、2006年から、わが国の学術会議的な機関であるフランス大学
学士院 Institut Universitaire de France人文科学部門のメンバーに選出され
ている。ナシエ教授はいわゆる文学部の歴史研究者となるが、これまで
近世フランスの貴族の理念と実態を中心に研究を進めてこられ、近年は
貴族の結婚、血統や家門の意識、さらに近世社会の「名誉」の観念とそ
れがもたらす「暴力」の問題へと関心を広げて精力的に著作論文を発表
しておられ、それらはフランス史にとどまらず、中近世のヨーロッパ史
に共通するテーマであり、また法制史の領域に近い研究にもなっている。
近年の業績には恩赦状にかんする書物が 2011年と 2013年と 2冊刊行さ
れているが、インターネット上で 16世紀から 18世紀の恩赦状のテクス
トをナシエ教授の序論付きで読むこともできるので参照いただければと
思う（http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique194&lang=fr）。
日本滞在中には 3回にわたって講演会が開催された。10月 23日が関
西学院大学での「16－ 18世紀におけるフランスの社会――名誉のある
社会」であり、10月 25日の京都大学と 10月 29日の名古屋大学は同じ
本講演「16世紀から 18世紀フランスにおける暴力とその衰退」である。
前者については、『関西学院史学』第 41号に掲載される予定である。本
講演の通訳は京都大学では嶋中博章氏、名古屋大学では福田真希氏が担
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当された。本講演の内容は 2011年に出版された『16世紀から 18世紀
フランスにおける暴力――ひとつの社会史』のエッセンスを、パワーポ
イントも用いられて、また未発表の研究成果も織り込みながらの講演で
あった。名古屋大学での講演は同じタイトルの講演の 2回目ということ
もあり、またご帰国前日でお疲れのこともあって、じつは質疑応答に重
点をおくことにした。具体的には、ゼミなどを利用して講演テクストを
あらかじめ検討し、質問項目を事前に渡しておいて、1時間の講演のあ
と、2時間を質疑応答にあてることにした。以下、京都大学での質疑応
答も含めて、ときにかなり激烈な内容の応答を、こちらで整理記録して
おきたい。まずは講演翻訳のほうをお読みいただいて、再度、以下のメ
モにもどってきていただけると理解しやすいかと思われる。
質問はいくつかの論点に収斂している。まず、質問がもっとも多かっ

たのは「決闘」についてであった。決闘の一種儀礼的手続き問題につい
て、講演の 6節で、猶予期間が設けられることなど言及されていること
にかんして、このような猶予期間を置かない決闘は可罰的なのかどうか
の質問が出された。これに対する回答は、1602年以前は決闘を犯罪と
していないことを確認する必要があり、もちろん、そこで殺害行為があ
れば別だが、なければ処罰されることはない。時代が進むにつれ、決闘
など私闘が禁止されていく様子がうかがわれるが、これは対外的な戦争
に備え、国内の戦闘力を温存するために、そのような私闘禁止の流れに
変わっていくという理由付けは考えられるかとの質問にたいしては、そ
の通りで、武器の温存とともに決闘による貴族の数が少なくなるのを防
ぐ意図も 17世紀の法令で述べられているところである。決闘での死亡
率が高いことは実証研究で明らかにされているとの回答があった。
この決闘禁止の法制化については、王が貴族の筆頭の位置にあって王

の名誉をまもるため決闘を根絶しようとしたのではないかと質問にたい
しては、王は裁判を受ける者たちよりも高い地位にいることは自明であ
り、王自身の名誉が危害を加えられるという恐れをいだく必要がなかっ
た。決闘が禁止されたのは、王の名誉を揺るがすから、というよりも、
ただ服従拒否とみなされるからで、貴族の数が決闘で減少する問題はま
た別個の政策的問題となる。ルイ 14世の王権確立と決闘の廃止とはも
ちろん関係している。フロンドの乱を収拾したあとに王権は決闘根絶に
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向かうことができたのであり、逆に、決闘の減少は王権の確立を象徴す
るものでもあったと回答された。国王の聖別戴冠式での、王の誓いのこ
とばには「決闘禁止勅令の遵守」がルイ 14世の 1654年から追加されて
いることもここで確認しておこう。

17世紀からの決闘禁止という王権側の政策の思想的支柱として、当
時の宗教家たちが広く復讐をどうとらえていたのかという質問にたいし
ては、まず前提として、キリスト教では復讐は神にしか属さず、復讐は
正義の意味で用いられることを押さえたうえで、時代を追ってみていく
と、まず 16世紀の宗教改革前の段階では聖職者たちは武装しているこ
ともあり、暴力的でもあった。これはトリエント公会議から変わってい
く。カトリックの神学者、とくにイエズス会士たちは復讐を認めないに
しても、武力による名誉の防衛、つまり決闘は認めていた。このイエズ
ス会の考えは 1650年代のパスカル『プロヴァンシアル』のなかで批判
されることになる。そのころから、カトリックの聖職者たちは決闘や暴
力に批判的になっていく。プロテスタントの牧師たちはそれより早く
16世紀末ごろからすでに暴力には批判的になっていくことが回答され
た。
この王権側の決闘抑圧政策にたいし、貴族の側はどのような反応を示

したのか、抵抗したのか、あるいは受け入れたのかという問題について
は、じっさいに決闘を続ける貴族はいたわけで、そのことを貴族の王権
にたいする抵抗との説明もあるが、ことはそう単純ではなく、貴族のな
かに決闘反対の動きがあって、それが 17世紀初頭の対抗宗教改革の聖
体会の貴族たちであるとの回答であった。また、貴族と王権との関係に
関連して、つぎのような説明がなされた。16世紀時点では国王は王国
における貴族の筆頭ということにすぎず、貴族は共同体をまもり、国王
に仕えるわけだが、彼らは公権力に参画する権利があると考えていた。
したがって、15世紀ごろから、国王その人にたいして、というより、
王権にたいする反抗もありえた。その際の名目は公益をまもるというこ
とで、とくに王が未成年のときなどに、王権への貴族の反乱があった。
ただ、貴族には制度的な観点からの権力へのチャネルが欠けていて、聖
職者身分に 16世紀にあったような代表者会議の制度はなかったと指摘
された。
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決闘というと、西洋法制史では決闘裁判、つまり裁判上の決闘のこと
が考えられ、ドイツなどでは近世にはすたれているが、との問いにたい
しては、フランスでも裁判上の決闘は 14～ 15世紀に廃れるのだが、た
だ、1547年にアンリ 2世が決闘裁判を認めた例があり、そのときに王は、
一方当事者が殺される直前に止めに入るタイミングを失してしまい、結
果、殺された側が国王に近い貴族だったので、この決闘裁判が神の意思
のあらわれとされることにはがまんならず、これが最後の決闘裁判とさ
れている。ただ、1609年、アンリ 4世は裁判上の決闘を復活させるよ
うな勅令を作るが、翌年、アンリ 4世は暗殺されてしまい、妻そしてル
イ 13世の王母であるマリ・ド・メディシスが摂政となるが、女性は決
闘裁判の仲裁者となることはできないという問題があったとの興味深い
回答がなされた。
「復讐」の問題についても、いくつか質問が出された。講演テクスト

3節の「フェーデ」について、その達成は、ふたつの集団の均衡を回復
することが挙げられていたが、何をもってこれが達成できたといえるの
かとの質問が出された。これに対する回答は、まず前提として、16世
紀後半がおそらく最後のフェーデということになり、17世紀での例は
中央山岳地帯ぐらいにしか見られないことを確認したうえで、二番目の
殺人でもってフェーデが終わるのかどうかという問題は地域によるとの
ことであった。たとえば、コルシカのヴェンデッタは「けっして許さな
い」ので延々と殺害が続くが、フランス本土では二番目で終わるのが一
般的である。この違いについては［自殺にかんするデュルケムの仮説と
違って］宗教によるものとは言えない。というのは、フランスもコルシ
カもカトリックだからだ。つまり、違いの原因は社会の構造、親族の機
能ということになる。コルシカではフェーデのターゲットは「いとこ」
にまでいたるが、フランス本土では本人の「兄弟」までにとどまる。
フェーデの原因となった殺人、またはフェーデによる殺人において殺

された者の身分や殺害方法はどのような影響を与えるのかとの質問に
は、違う社会階層間でのフェーデはおこなわれることはなく、一般的に
高い階層でおこなわれているとの回答を得た。
この点とも関連する質問として、家族だけでなく、社団間での復讐も

考えられるのかとの質問にたいしては、住民団体のあいだでの紛争が考
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えられはするが、16世紀の段階ではドイツの社会学者テンニェスのい
うゲマインシャフトのような強固な連帯意識を核にした社会ではない点
に注意する必要があるとのことである。
またフェーデにみられるような集団的な責任の取らせ方についての質

問については、当時の刑法でも、責任は犯罪を犯した個人に帰するもの
とされていたが、一般民衆にこの刑法の原理は理解・共有されていたと
は思われない。たとえば、フェーデでは集団的な責任を求めていくこと
になるわけで、法と心性ではズレがあることになるとのことであった。
フェーデがおもに家族間の暴力行使の問題とすると、家族内での「暴

力」としては懲戒権にまつわる質問も出された。父が子、妻、召使いを
懲戒しているときに殺害してしまったら、どのようになるのか、との質
問には、殺人は原則的にすべて死刑となり、この場合は国王の恩赦で救
われるケースと思われる。息子への懲戒で死亡させて、恩赦にされた例
があるとのことであった。
不倫の現場を押さえられた妻が夫に殺される事案で、場合によっては

現場発見と殺害のあいだに期間があくようなことはなかったのか、それ
はどのように処理されるのかの質問については、期間の問題は、事例が
それほどないので回答はむずかしいが、恩赦状の資料からわかることは、
一般的に、行動が早いと予謀の意思がないと推定され、期間が短いほう
が恩赦状獲得に有利な情状となる。不倫現場での夫の殺害は、復讐でも
あるが、また夫の裁判権の行使ともいえる。愛人を殺した場合は、もち
ろん復讐ということである。期間が置かれると、隣人たちが夫に行動に
移すようにけしかけることもあったとのことである。
以上のように、フェーデや懲戒は、いわば「私的裁判権」の行使と位

置づけることができるものであり、このような「正当な暴力」は衰退す
ることになる。たとえば、姦通現場での夫の妻の殺害の最後の事例は
1616年であるということだった。矯正の暴力も 18世紀には、たとえば
妻を矯正するためにたたくことがショックをあたえるということでも
あった。このようなナシエ先生の説明にたいする疑問としては、1810
年のナポレオン帝政下での刑法典が姦通罪の規定を置いていること、ま
た姦通現場で夫が妻を殺害しても宥恕される規定があることなどを、過
去への回帰と考えるのか、それとも名誉と秩序のナポレオン的再編と考
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えるのかとの質問にたいしては、アンシャン・レジームにもどるという
ことではないとの回答であった。
暴力の手段方法にかんする質問もあった。まず、同様の致死結果を発

生させた場合でも、棒で殴った場合と剣で斬った場合とで刑罰が変わる
のかとの質問には、刑罰は犯罪の態様によって異なり、たとえば、窃盗
の場合、もっとも重いのは公道での集団での追いはぎ行為でそれは車刑
にされ、つぎに重いのは夜間の窃盗でこれも死刑だが絞首刑、そのほか
の窃盗は鞭打ちなどとなる。殺人については常に死刑だが、1547年の
勅令によって謀殺は車刑の身体刑となり、ほかの殺人は絞首刑で、正当
防衛の殺人などは恩赦があたえられる。
「平手打ち（soufflet）」にかんする質問も複数あった。これは言葉によ
る侮辱は名誉を傷つけるから容認されず、平手打ちはそうではなかった
という点であるが、これにたいしては、「平手打ち」は結局、その意味
作用がどういうものだったのかということになり、行為は同じでも意味
が違う。3つある。第 1の意味は矯正、第 2は挑発のためで、これはこ
とばによる侮辱と同じ効果をもち、第 3は（ことばによる）侮辱にたい
する仕返し。第 3のレヴェルは、つぎに武器での仕返しにすすむという
ことの予告、警告となる。このようなレヴェル分けが考えて行使される
のであるから、エリアスの理論は受け入れられないことになる。平手打
ちについては男性だけなのかとの質問にたいしては、たしかに soufflet
は「男性による平手打ち」だけで、張り倒すぐらいのこともあるのだが、
女性がおこなう平手打ちには gifleということばが用いられたとのこと
であった。
また投石は重大な暴力ではないが、棒で殴ることは深刻に受け止めら

れた、という部分について、暴力の行為の重大さの違いはどう判断され
ているのかとの質問が出されたが、これに対する回答は、暴力の重大さ
の基準は、流血の暴力にまでいたるのか否かであったこと、流血の事態
には、それだけ怒りがかきたてられたということで、象徴的な意味もこ
められていたこと、棒は農民の使う武器として、棒でなぐられることは
侮辱的な意味をもつことが指摘された。
なお、今回の講演で批判的に検討されたエリアスのほかに、ヴェー

バー、フーコー、ミュシャンブレッドにたいするナシエ先生のスタンス
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がどういうものかとの質問も出された。ヴェーバーについては暴力の衰
退のテーズを立てているわけではなく、直接意見の違いがあるわけでは
ないが、フーコー、ミュシャンブレッドについては違う立場だとのこと
である。フーコーは歴史家ではないが、彼の研究では身体刑が強調され
すぎていることが問題で、17世紀には身体刑が廃れてきたことを考慮
していない。ミュシャンブレッドは、そもそも彼はフランスをフィール
ドにしておらず、のちにフランスに併合されるアルトワ地方なので本来
のフランス史とはいえないこと、暴力の問題についても基本的にエリア
ス説に依拠していて、恐怖をいたるところに見出そうとするが、16世
紀の人びとがそうだったとはいえないことが指摘された。
以上のような、熱心な質疑応答がかわされて講演会を終了した。ご帰

国前日にもかかわらず、またご体調がすぐれないときに、若い学生院生
の質問にもわかりやすく答えてくださったナシエ先生にお礼申しあげた
い。なお、今回のナシエ先生招聘に多大なご尽力をいただいた関西学院
大学の阿河雄二郎先生、また豊秋奨学会にも謝意を表して「はしがき」
としたい。

（文責：石井三記）
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16世紀から 18世紀フランスにおける
暴力とその衰退

ミシェル・ナシエ
嶋中博章・福田真希訳

16世紀フランスにおける個人間の暴力と、17－ 18世紀におけるその
減少についてお話致します。話は個人と個人の間の暴力に限定し、宗教
戦争についてはあまりに特殊な事例ですから割愛します。また反乱につ
いても、ここではお話致しません。15世紀まで大小にかかわりなく、
西ヨーロッパの国々には暴力がはびこっていました。それが次第に減少
していきます。この暴力の減少はそれ自体とても重要な現象です。暴力
はなぜ減少したのでしょう。難しい問題ですが、注目する価値はあるで
しょう。その原因を探り、説明しなくてはなりません。原因はひとつで
はなく、複数の原因が絡み合っているのです。暴力の歴史という問題は、
中央の権力〔国家権力〕がいつ、どのようにして合法的な権力を独占す
るようになったのかを問うことにもなります。この暴力の独占こそ、マッ
クス・ウェーバーが国家の主要な特質とみなしたものです（Weber, 
1995）。フランスの歴史が興味深く、重要であるのは、当時のフランス
王国がヨーロッパで最も多くの人口を抱えていたからです。16世紀半
ばの人口は約 1700万人、ヨーロッパの全人口の 1／ 5を占めます。

1．いまだ暴力がはびこる 16世紀

まず暴力の性質について述べておきましょう（Nassiet, 2011）。暴力は
日常生活にあふれていました。家族内では、父親が子供たちを「矯正
corriger」することで教育していました。「矯正」とは「正しい道に連れ
戻すこと」ですが、それはぶったり鞭で打ったりすることでもあります。
また夫として妻や召使いに対しても同じ権利を持っていました。キリス



536

翻　　訳　〈107〉

ト教の信仰が殺すことだけは禁じていました。「汝、殺すことなかれ」
という教えです。男性と女性の関係にも暴力が浸透していました。不倫
の現場を押さえられた妻は殺されることもありました（Gauvard, 2010: 
818 ; Davis, 1988: 50, 177, 217, 227 ; Nassiet, 2011: 170-177, 320-322.）。15
世紀の都市では集団による強姦も頻発していました。それは 16世紀ま
で続きます。その一方で、女性の中にも暴力的な振舞いをする者もあり
ました。居酒屋の女将などは粗暴でした。隣人関係は支え合いの土台で
したが、また敵意や憎しみのもとにもなりました。なかには敵をやっつ
けるために、ためらうことなく罠を張り、棒で打ち据える者もいました。
さらに敵対関係は殺人に至ることもありえました。
このように暴力は現在の私たちとは異なる仕方で認識されていたので

す。許容できる振舞いの境界が、私たちとは異なっていたのです。「平
手打ち soufflet」は身体的暴力ではなく侮辱と考えられていました。ぶ
たれた人物がぶった人物より社会的に下の地位にあれば、ぶたれた本人
も平手打ちを容認していました。それとは逆に、言葉による侮辱は受け
入れられませんでした。なぜなら言葉による侮辱は名誉 honneurを傷つ
けるからです。それゆえ仕返し réactionしなければなりませんでした。
認められなかった唯一の身体的暴力は血を流すことです（Nassiet, 2011: 
100-114）。剣は血を流す恐れのある武器ですから、貴族しか持つことを
許されませんでした。
それゆえに、投石はあまり重大な暴力ではありませんでした。棒で殴

られることが深刻に受け止められたのは、身体的暴力だったからではな
く、侮辱の象徴と受け止められたからでした。

2．16世紀における暴力の原因

15－ 16世紀の暴力の原因を説明するのは、暴力の減少を説明するよ
り簡単です。5つ挙げておきます。これらが重なりあい、暴力が生じま
した。

1）刑事裁判がモデルとなっていたこと
2）戦争がいつも身近にあったこと
3）領主が農民を支配するのにいまだ暴力にたよっていたこと
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4）大多数の男性が武装していたこと
5）名誉がしばしば暴力の原因だったこと、この 5つです。
最初の 3つについては、すでによく知られていますから、簡単に済ま
せます。ここでは、最近の研究が明らかにした最後の 2つについて詳し
く述べたいと思います。

刑事裁判で科される刑罰は身体的なもの（「体刑 afflictives」）でした。
多くの犯罪が絞首刑や斬首刑といった死刑によって罰せられました。恐
ろしい刑罰によって罰せられる犯罪もあります。赤ん坊を殺した女性や
魔法使いたちは火炙りにされ、贋金作りは煮えたぎる湯に入れられまし
た。窃盗犯は今後彼が盗人であるとわかるように耳を切り落とされまし
た。それほど深刻ではない犯罪は鞭打ちです。深刻な犯罪の場合、糾問
訴訟手続となりますが、そこでは罪を白状させるために拷問も行われて
いました。
フランスの場合、パリ・パルルマン法院の管区では、刑事裁判から暴

力が減っていくのは 16世紀の半ば以降のことです 1）。赤ん坊殺しの女性
は火炙りではなく絞首刑にされるようになります。17世紀には、贋金
作りも茹でられなくなります。少しだけ暴力的な刑罰が減ったのです。
戦争については、いつも身近にありました。封建的な〔領主同士の〕

戦争は 15世紀末になくなりましたが、国家間の戦争はその後も長く続
きます。軍事行動はまず一般住民に対する暴力として現われました。村
は焼かれ、都市は包囲されたのです。戦争が身近にあることで、共同体
を守るために戦争を天職とする社会集団の存在が正当化されていまし
た。それが貴族です。貴族はたいていひどく暴力的で、ずっとあとになっ
ても変わりませんでした（Nassiet, 2011）。その結果、戦場での暴力が社
会にまで根を張ることになったのです。
領主による農民支配の枠組みである領主権 seigneurieはフランス革命
まで存続しました。領主支配の正当な手段は領主裁判権ですが、16世

1） この減少は、Soman, 1992で明らかにされている。パリ・パルルマン法院の
管区はフランス王国の 3分の 1を占めていた。なお、ロベール・ミュシャンブ
レッドが原資料を詳しく検討したアルトワ地方は、当時フランスではなくスペ
イン治下のオランダに属していた。
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紀にはまだ暴力による支配が行われていたのです。税の支払いをしぶる
者には銃で脅しをかけましたから、それで人が亡くなることも起こりま
す。馬の尻尾に人の足をくくりつけて川を渡らせるなんてことをした貴
族もいました。よっぽど酷い場合にしか、王の裁判権が介入してくるこ
とはありませんでした。

ほぼ全ての男性が武装していました。剣を持てたのは、原則として、
貴族だけです。武器の種類は社会的地位によってさまざまです。最近私
はこの問題を調べましたが、まだ発表していません。この問題を調べる
ために、私は国王による恩赦状を用いています。恩赦状は、王が許して
も当時のモラルから見てスキャンダルにならないような罪を犯した者に
与えられました。恩赦状の中で、犯罪者は自分の罪が許されうるもので
あることを微に入り細にわたって語っています。これが私たちに殺人と
その結果に関する詳しい物語を提供してくれるのです。恩赦状について
は、〔アメリカの歴史家〕ナタリー・ゼーモン・デーヴィスがすでに本
を書いています〔成瀬駒男・宮下志朗訳『古文書の中のフィクション』
平凡社、1990年〕。
私はどんな言葉がどの程度使用されているかを計る、語彙統計学を用

いて、1565年から 66年までの殺人事件で使用された武器の種類を調べ
ることができました。語彙統計学はとくに独自性を調べるのに用います。
つまり、平均との距離を測るのです。農民は農業開拓地のトップにいる
「富農 laboureurs」と、ずっと貧しい「水呑百姓 hommes de labeurs」とに
分かれますが、彼らの武器はほとんど同じです。彼らは他の社会集団と
異なり銃や剣に言及することはほとんどなく、たいてい武器は棒 bâtons
です。先端に鉄具がついた棒なら人を殺せます。逆に貴族は棒によりも、
剣に言及していますが、これは驚くに値しません。さらに彼らは、銃、
とりわけピストルに言及しています。ピストルへの言及が多いのは、貴
族があらゆる武器に、とりわけ新しい武器に関心をもっていたことを示
しています。
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3．名誉に起因する暴力

名誉に対する感受性はとても強く、侮辱には武器をもって復讐しまし
た。衝突が起これば、言葉による侮辱で応戦しなくてはなりませんでし
た。それがどんどん激しくなれば、暴力的な行為で侮辱へと移っていき
ました。これは貴族に限りません。共同体の中に位置を占め、他人の目
にさらされている、あらゆる社会集団が共有する行動規範です。商人も、
職人も、農民も一緒です。浮浪者だけは名誉を要求できませんでした。
なぜなら彼らは世間で認められた存在ではないからです。
そのうえ名誉は、〔個人というより〕集団に、とくに家にかかわります。

〔私的な〕復讐がいつなくなったのかは、昔から議論されてきた問題です。
フランス王は思われているよりも早くから貴族に復讐を禁じてきまし
た。私は 1546年の禁止令を見つけました（Nassiet, 2011: 361）。しかし、
王の意志はなかなか実現しませんでした。それとはほど遠い状況にあっ
たのです。イギリスの歴史家スチュアート・キャロルは、16世紀に復
讐として行われた殺人を分析しました。彼によれば、復讐という慣習は
貴族身分の中に 17世紀まで残ったのです（Carroll, 2003; id, 2006）。私
の研究もこの解釈を確認することになります。1487年の事例はとても
示唆的です。なぜなら、それは片田舎の山間部での出来事ではなく、パ
リ盆地のピカルディ地方でのことだからです。それも貴族ではなく、豊
かな農民の話です（Nassiet, 2011: 129）。話はこうです。2軒の農家の間
で 2年の間に 3件の殺人が起こりました。まず一方の家の父親が殺され、
その後相手の家の父親が仕返しに殺されます。最初の殺人には王による
恩赦が与えられ、ふたつ目の殺人は現地の司法の手を免れました。その
結果、互いの兄弟たちが争い、第三の殺人が起こります。
この事例からふたつのことが見えてきます。まずは敵対者に関して。

ここでは二人の個人ではなく、ふたつの集団、ふたつの家が憎しみをぶ
つけ合っています。こうしたふたつの家の敵対関係は「フェーデ faide」
と呼ばれます。この言葉はフランス語から出て、英語の「フュード
feud」となりました。その少しあとに起こった二番目の殺人では、最初
の殺人の犯人ではなく、その兄弟のひとりが殺されました（Nassiet, 
2011: 139-140）。つまり重要なのは「個人」を罰することではなく、ふ
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たつの集団のあいだの均衡を回復することなのです。スチュアート・キャ
ロルによれば、貴族の家族同士では、数世代にわたって「フェーデ」〔憎
しみ合い〕が続いたといいます。

1487年の事例に戻って、司法および国王という観点からも見てみま
しょう。第二の殺人は現地の司法によって裁かれませんでした。あたか
も、司法が復讐の正当性を認めたかのようです。国王について言えば、
第三の殺人の犯人を許すことはありませんでしたが、彼を助けた兄弟た
ちは許しました。つまり 15世紀末の段階で、王の裁きは復讐に対して
まだ比較的寛大だったのです。実際、王権もいまだ復讐の原則と完全に
手を切ることができずにいたのです。それができるには 16世紀いっぱ
いかかりました。1560年代にはまだ復讐は許されていました（Nassiet, 
2010: xxvii-xxviii）。宗教戦争が復讐を煽り立てていたからです。

4．16世紀後半における暴力の過激化

暴力のたどった方向は直線的ではありません。いつも同じ方向を向い
ていたとは限らないのです。16世紀に暴力は増大しました。〔16世紀に
殺人が横行した理由として〕まず、火器が個人にひろまったことが挙げ
られます。火縄銃は 1530年代、ピストルは 1550年代に広まりました。
これで殺人が容易になりました。火縄銃は遠く離れて後から人を殺せま
す。ピストルは馬に乗った状態で使用できるため、素早く敵に近づいて、
素早く逃げ去ることを可能にしました。

16世紀には決闘が貴族の間に広まります。決闘は儀式化された戦い
で、同じ人数で行われ、戦いの方法も合意がなされていました（Billacois, 
1986: 23-24）。決闘の件数が増えるのは 1560年代からで、トリエント公
会議が禁止するほどになります。16世紀最後の 1／ 3は、暴力が激し
くなった理由のひとつが、決闘の流行だったのです。数がただ増えただ
けではありません。ふたつの新しい慣行が死者の数を増やしました。そ
の慣行は 1578年に「ミニョンMignons」（アンリ三世の寵臣たち〔女性
的な態度・服装をした〕）が決闘したときに現われました。1）決闘は 3
対 3で行われましたが、これは友だちだからという理由だけで加勢した
最初の事例です。2）さらにこの若い貴族たちは「シャツ姿で en 
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chemise」で戦いました。つまり、防具を何もつけていなかったのです。
これでは敗者は死を免れません。こうして決闘は神にもらった命を粗末
にするようになりました。決闘におけるこの新しい慣行は、命の価値の
下落、そして死への衝動を示しています（Le Roux, 1997）。そして決闘
を通じての暴力の過激化は、この時代の特徴である「精神の危機 crise 
de conscience」を示してもいるのです（Billacois, 1976）。

16世紀の後半は宗教戦争の時代でもあります。プロテスタントが広
まったことで、1562年から 63年まで最初の内戦が起こりました。この
内戦は、カトリックによるプロテスタントの虐殺から始まり、とても残
虐な行為をもたらします。1562年から 1598年まで 8次にわたる戦争が
繰り広げられました。最悪の出来事は、1572年にパリで起こったサン
=バルテルミの虐殺です。ここで起こったのは特殊な暴力、ドニ・クルー
ゼがあざやかにも言う「神聖な sacrale」暴力です（Crouzet, 1990 ; id, 
1992）。
ところで、宗教対立と個人間の暴力は因果関係によって結ばれていま

す。まずは個人間の暴力が宗教対立に発展していく場合です。名誉を汚
されたり親族を殺されたりしたことが、宗教戦争を激しくした事例が 3
つあります。ひとつ目は、1560年、第一次宗教戦争に先立つ「アンボワー
ズの陰謀事件」です。王と話をするために武装して集まったプロテスタ
ントが、陰謀容疑で告発され、裁判らしい裁判もなしに、アンボワーズ
城の窓から吊るされた事件です。吊し首は大きな屈辱 déshonneurです。
この屈辱がプロテスタントにとって最初の復讐の火種となりました。た
だ、この陰謀はプロテスタントの宗教的指導者や大貴族が仕組んだもの
ではなく、義理の兄弟を殺されたある田舎貴族によって仕組まれたもの
でした（Brown, 1993）。ふたつ目の事例は、カトリックの首領ギーズ公
の暗殺です。犯人はあるプロテスタント貴族で、アンボワーズの陰謀で
殺された二人の親族の復讐をするつもりでした（Nassiet, 2011: 280）。と
ころがギーズ一派は、暗殺をプロテスタントの軍事指導者コリニーの仕
業と考えました。その結果、ギーズ家とコリニー家は憎しみあうように
なります。この憎しみが三つめの事例、サン =バルテルミの虐殺の原
因となったのです。1572年、王の妹〔マルゴ王女〕とプロテスタント
の首領〔アンリ・ド・ナヴァル〕の結婚式のため、大勢のプロテスタン
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トがパリに集まっていました。このとき、まずコリニーが銃撃され、た
だちにギーズ一派の復讐とみなされました。コリニー一派のプロテスタ
ントは、武器を手に町に繰り出し、王に裁きを求めます。脅されたと感
じた王家の人びとは、顧問会議を開きプロテスタントのリーダーたちの
殺害を決定します（Jouanna, 2007）。この決定が、虐殺に発展してしまっ
たのです。宗教戦争では復讐が全てではありませんが、それは至るとこ
ろに見出せます。
これとは逆に、宗教上の暴力が個人間の暴力に影響を与えることもあ

りました。宗教上の対立がとても残忍な行為を引き起こし、その残忍な
行為がモデルとなったのです。一例を挙げましょう。スペイン人に対す
る海賊行為で知られたとても乱暴な貴族がおり、その家臣たちが家畜を
盗みました。そこで裁判所の小役人たちは彼を告訴しました。すると彼
は自分を訴え出た相手の手を切り落としてしまいました。さらにその後、
鼻と耳を削ぎ、目を抉り、馬の尻尾につないで引きずり、しまいには「生
きたまま」かまどに入れてしまいました。不幸なその人物は灰になりま
した（Nassiet, 2010: 54 ; id, 2011: 53-56）。
この出来事が起こったのは、第一次宗教戦争のときです。じつはこの

事件が起こる前に、ある司教が一冊の本を出版し、その中で、カトリッ
クの司祭たちをかまどにいれたプロテスタントを非難していたのです。
つまりカトリックだったこの貴族は、地方を恐怖で支配するために、宗
教対立で生じた残虐なやり方を真似たのです。第一次世界大戦後のヨー
ロッパ社会についてジョージ・モッセ George Mosseが言った言葉を借
りれば、宗教戦争の時代はフランス社会の「暴力化 brutalisation」を加
速させたのだと私は考えています。なぜなら、きわめて激しい戦争の暴
力が、社会の中心にまで達したからです。
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5．暴力減少の過程

まずは現実を示す必要があります。
暴力の減少は、まず質的な形で起こりました。姿を消した振舞いがあ

るのです。
－法の執行者に対する襲撃
－集団的な強姦
－親族集団同士の殺し合いも、16世紀末から姿を消します。
－浮気の現場を押さえられた妻に対する殺人も 1620年以降なくなり
ます。
殺人の減少は、10万人当たりの割合からも読み取ることができます。
比率に関しては、確かな根拠をもとに批判できるかもしれませんが、一
貫して減少に向かっていることは間違いありません。これは西ヨーロッ
パ全体で確認できますが、時代にばらつきがあります（Eisner, 2001）。
イギリスについてはたくさんの研究があり、その結果は一致しています。
中世末期はまだ割合が高く〔10万人当たり〕10件起こっていました。
しかし 1600年になると 10－ 5件、1700年を過ぎると 3－ 1件、そし
て 1800年で 1件になります。ネーデルラント、とくにアムステルダム
ではイギリスと同じ道を歩みます。スカンジナヴィアでも傾向は同じで
す。これらの国の共通点はプロテスタントだということです。
イタリアも中世末に 10件ですが、その状態は 1800年まで続きます。

1件まで減るには 1900年を待たねばなりません。この年代の違いが示
しているのは、暴力の減少は数世紀にわたる長期持続 longue duréeの現
象だということです。
イタリアは、カトリックの国ですから、おそらくは殺人と宗教には関

係があったと思われます。これは、フランスの社会学者エミール・デュ
ルケームの説ですが、これらの統計から、彼の主張の正しさを確認でき
そうです。フランスについては時間を遡って比率を計るのは困難です。
16－ 17世紀の裁判記録の多くが紛失してしまったからです。19世紀の
統計からなら、きわめて正確な比率がわかります。早くも、1825年から
1830年にかけての時期には、［10万人当たりの殺人件数は］1.37となっ
ていました。フランスでもイタリアより早く殺人が減ります。17世紀の
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末からならフランスの史料から比率を計ることができるように思います。
18世紀の北フランスで 3－ 1件（Nassiet, 2011: 298）2）、同時期のイギリス
と同じです。ただし、地域によって暴力の減少には差があります。フラ
ンスは広大な国で（50万 km2）、地形も気候も多様です。フランスとは「多
様性 diversité」だと、フェルナン・ブローデルは言っています（Braudel, 
1986: chapitre I）。中央部の山岳地帯では 1665年の巡回裁判が明らかにし
たように、他の地域よりも暴力が残り続けました（Fléchier, 1984）。それ
でもやはり、フランス北部の平野地帯では、17－ 18世紀に殺人は減っ
たのです。今度はこの現象について説明することにしましょう。

6．「文明化の過程」理論

社会学者ノルベルト・エリアスはふたつの事実から暴力の減少を説明
しています（Elias, 1973 ; id, 1975）。ひとつは国家の発展。これは間違
いのない事実です。もうひとつは、個人が自己統制という新しい能力を
身につけたという仮説です。エリアスはフロイト同様、暴力の源を個人
に置いています。「欲動 pulsion」に突き動かされて暴力的な振る舞いに
及ぶというわけです。エリアスはフロイトとは異なる意味でこの「欲動」
という概念を使っていますが、定義をしているわけではなく、まったく
あいまいなものとなっています 3）。〔エリアスによれば〕個々人が「欲動」
を制御できるようになれば、暴力は減ることになります。しかし、最近
の歴史研究はこの仮説に反論しています。まず 16世紀の人間は自己を
統制できなかったわけではありません。最近の研究が明らかにしたとこ
ろでは、対決は儀式的な性格を有していました。つまり、同じシナリオ
に沿って行われたのです。16世紀の人びとは自分を制御できなかった

2） 1600年ごろのパリでは、［10万人当たりの殺人件数は］4-7件であった。
（Roussel, 2012 : 113）

3） エリアスは、「欲動と情動 émotion」や「自発的衝動 impulsions spontanées」「一
瞬の欲動」といった表現の中で、この言葉をしばしば用いている。したがって、
これらの欲動は、恐れや怒りなど、ただの一時的なものである。一方、フロイ
トは、欲動とは「一回限りのショックによる力として作用することは決してな
く、常に、絶えず生じ続ける力として作用する」との事実を強調する（Freud, 
2012 :20, 61, 63）。よって、この二人はまったく同じことを述べているというわ
けではない。言い換えると、フロイトの欲動は、情熱、すなわち愛の情熱ある
いは名誉や目的への情熱など、一生涯の方向性を定めうるものなのである。
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のではなく、振る舞い方のモデルに従って行動していたのです。それに
加えて、彼らは戦いに際して、慎重に剣の使い方をいくつも区別してい
ました。16世紀初頭の剣はまだ平らでしたから、「平らな部分 plat」で
叩くことができました。これなら身体を切ることも血を流すこともあり
ません。忠告としてこのような一撃を与えたのです。次に「切りつける
taille」という仕方。これだと相手の腕を切り落とせます。
そして「突き刺す」という方法。体を貫通すれば、相手は死ぬでしょ

う。恩赦を願う殺人犯たちは、自分たちのこうした一撃が正当防衛だっ
たと言います。それが事実かどうかは重要ではありません。彼らの物語
は、彼らがきちんと剣の使い方を区別できたことを示しているのです
（Nassiet, 2011: 109-111）。
決闘について言えば、それは最も儀礼化された戦いであり、戦う相手

同士で戦い方の合意が成り立っており、口頭ないし文書で申し込みがな
されます。したがって「猶予期間」、すなわち熟慮する時間が与えられ
ます。冷静に、全責任をもって決断が下されるわけです（Billacois, 
1986: 174）。「欲動による pulsionnelle」反応とはまったく異なります。
実際エリアスの理論は、「習俗の文明化」過程の出発点に暴力的な本能
が支配する「野蛮な」4）状態を設定しています。クロード・ゴヴァール
などの中世史家たちが批判するのはこの点です（Gaurard, 2010: 944 ; 
Schwerhoff, 2002）。エリアスの著作が 1939年のものだということを思
い起こしましょう。今から百年前の歴史書に依拠しているのです。
もう 1点、エリアスは暴力を個人の中にしか見ていません。暴力が社

会的現象によっても動機づけられることを見落としています。〔暴力に
よって〕社会集団の名誉を守る必要があったのです。暴力の多様性につ

4） これは、ロベール・ミュシャンブレッドが、15世紀から 16世紀の社会の特
徴として用いた言葉である。彼はこのように、当時を［野蛮なものとして］過
小評価するのである。しかし、「野蛮」という言葉は、そもそも進化主義思想
に典型的な言葉である。さらに言えば、攻撃の動機として、情動、とりわけ恐
怖を、情熱などの持続的な動機や、復讐の欲求など社会的に規定される動機と
比べて、過大評価している。さらに、ソマンによる、パリ・パルルマン法院に
かんする入念な数量的考察から判断するに、ミュシャンブレッドは、司法によ
る抑圧と身体刑の重要性を過大評価している。これら 3点における過大評価は、
彼がエリアス説に歴史的データを合わせようとしていることによる。（「野蛮」
についてはMuchembled, 1988 : 41-42, 457, 509. 「あらゆる性質の恐怖」につい
ては、Muchembled, 1989 : 7-8.）
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いては、デュルケムの理論が有益でしょう。デュルケムに従えば、人に
殺人を犯させるのは、私たちを集団につなぎとめる集団的感情なのです
（Durkheim, 1995: 142 sq.）。私は先に〔関西学院大学で〕おこなった講演
で、16世紀に名誉がどのようにして暴力や殺人を引き起こすのか説明
を試みました。そして、17－ 18世紀に親族の絆がどのように弱まり、
名誉の感情がどのように相対化されたのかについてお話しました
（Nassiet, 2011: 319-330）。つまり、私の考えでは、親族関係の希薄化と
名誉の相対化が、殺人が減少した理由なのです。

7．国家の行為による暴力の減少

国家の行為は、主に王の正義〔＝裁判権〕を通じて行使されます。王
の正義にはふたつの手段があります。ひとつは現地の司法機関による犯
罪人への処罰。もうひとつはその裏面、憐れみです。つまり王はスキャ
ンダルにはならないと判断した罪の犯人に恩赦を与えるのです。すでに
お話しましたが、犯罪者は自分が許してもらえることを示すために、自
分の犯した罪について語らねばなりませんでした。そのため、犯罪者お
よび恩赦嘆願書作成のプロたちは、王権が何を望んでいるのかを考慮す
る必要があったのです。どの歴史家も、この手続きが王権と裁判を受け
る者との間に対話をうんだと考えています。こうして王権は恩赦を通じ
て犯罪に関する見解を伝えることができたのです。

15世紀、復讐殺人は正当なものと認められていましたが、すでに王
権は正当防衛による殺人しか許さなくなりつつありました（Gaurard, 
2010: 804-805）。ただ、私たちは 1487年の事例から地方の裁判所が必ず
しも復讐殺人を訴追しなかったことを確認しました。1539年から 1547
年の間に出された三つの法律が王権の新しい見解を示しています。この
時代、王国は封建社会から抜け出し、王は徐々に権力を強めていきまし
た。1539年の王令は、偶発的な殺人か正当防衛しか許さないと通達し
ています。1546年の王令は、復讐のために集まることを貴族に禁じ、
如何なる揉め事も国王裁判所に訴えるよう命じています。そして 1547
年の王令では、計画的殺人を重く見て、車刑を科しています（Isambert 
et al., t. 12: 635 ; ibid, t. 13: 26）。たしかに、これらの法令は当初、尊重さ
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れませんでした。火器が広まる時期であり、その後、宗教戦争の嵐が吹
き荒れたからです。しかし、司法機関は耐え抜きました。国王の裁判所
が職務を放棄することはなかったのです。何世紀もの間、王権はどんな
殺人も見逃さないよう呼びかけました。
王の決定が、誰にも気づかれることなく、長い年月を経て効果を発揮

するようになったことに注意を促したいと思います。王の恩赦状が効果
を発揮するには、犯罪が行われた土地の裁判所の承認を必要としました。
ところで、貴族はこれら地方の裁判所に影響力をもっていましたから、
彼らは簡単に恩赦を得ることができました。そのため、なかなか貴族に
暴力を思いとどまらせることができませんでした。彼らの中には農民に
対し生殺与奪の権をもっていると考える者もいたのです。そこで王権は、
1572年、貴族の恩赦状は最高裁判所に相当する高等法院 parlementの承
認を必要とすることに決めました。〔地方の〕貴族は高等法院に影響力
をもってはいません。それに恩赦状を承認してもらうためには、遠くの
大都市まで行かねばならず、お金もかかるし、承認してもらえる保証も
ありませんでした（Isambert et al., t. 14: 250 ; Nassiet, 2012: xxii）。こうし
た手段をもって、貴族に責任を負わせ、犯罪行為を抑止しようとしたの
です。
王権の決闘に対する規制も 17世紀には効果がでてきます。この規制
はイデオロギー的な難しさがありました。王権が名誉を守るための振舞
いを本当に抑制しようというのです。最初の決闘禁止令は 1602年に出
され、死刑をもって決闘を禁じました。その後に出されたいくつもの王
令は、決闘に対する王の政治がさまざまであったことを示しています。
1609年のアンリ四世の勅令は、再び王が法的機能をもつ決闘を許可で
きるようにしようとしています（Isambert et al., t. 15: 351）。実際、死刑
が適用されることはありませんでした。というのも、決闘をした者たち
を王が許していたからです。名誉を守るための決闘を王自身がまだ認め
ていたということです。それゆえ 1626年ルイ十三世は禁止令を緩め、
死刑は常習犯にしか適用されなくなりました（Isambert et al., t. 16: 175）。
1650年代になって、ついにルイ十四世が決闘を根絶しようとします。
1651年の勅令は注目に値します。なぜなら、その勅令は死刑を復活さ
せて決闘を取り締まると同時に、決闘を予防する措置をとったからです
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（Isambert et al., t. 17: 260 ; Nassiet, 2011: 305-312）。地方には調停者の権限
をもった貴族が指名されることになりました。貴族同士の争いに関する
情報を集めさせて、暴力が爆発する前に調停させるのです。こうした調
停者は 1660年代〔ルイ十四世の親政期〕に実行に移されました。フロ
ンドの乱のあと、ルイ十四世によって国王の権威が回復されたことで、
貴族たちも王への服従を理由に決闘を拒否できるようになりました。こ
れで決闘を拒否しても臆病呼ばわりされません。ところで、貴族の暴力
は決闘という儀式によって厳格に方向づけられていましたから、相手が
応じなければ、そもそも決闘は行われません。これで、王権は決闘を消
滅させることができたと確信をもったのです。フランスにおける決闘の
歴史も、イギリスにおける決闘の歴史も同じです（Peltonen, 2003）。
たしかに王によって決闘が消滅したというのは言いすぎでしょうが、

以後、決闘は密かに隠れて行われるようになりました（Brioist et al., 
2002）。ところで決闘が非合法化されただけで、重大な結果が生じました。
1）決闘が正当性を失ったことで、正当的な暴力は王権が独占すること
になりました。ウェーバーのいう国家の特性をフランス王国が獲得した
のは、まさにこの時点においてです。2）公衆の面前で暴力によって名
誉を守るという古い論理も消滅しました。公衆の前で戦えなくなれば、
決闘は社会的な賭け金を失います。こうして王権は、名誉は戦いではな
く司法によって守られるという考えを広めることができたのです。18
世紀になると、裁判所は侮辱を働いた者に対し、裁判所に出頭させて、
侮辱を加えたことの罪を認めさせました（Nassiet, 2011: 314-315）。名誉
を認めてもらうだけで、人びとは満足するようになったのです。争いの
解決を司法に委ねさせようという数世紀にわたる努力は、こうして実を
結びました。
全体として見た場合、15世紀から 18世紀まで国家の行為は一貫して
いました。たしかに 16世紀の勅令は尊重されませんでした。しかし、
この数世紀にわたる一貫した行為が、ついには人びとの社会的・文化的
な行動に効果を及ぼしたのです。
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