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裕

本稿は︑レーン制と王権との相互関連についての周知の中世岡豪論争の立論を承けつつ︑西ヨーロッパ封建制の中でその

垣
史林

五四巻二号 一九七一年三月

互に背反的関係に立つ︒それにも拘らず︑かかる二律背反

的傾向は︑イギジス史の場合現実にはほぼ同時的︑平行的

に進展したのであり︑上述のイギリス封建翻の特質の解明

論

周知のように イギリス封建欄の特質は︑ 一般に﹁集権

が封建制の発展と王権との﹁特殊イギリス的調和﹂

﹁協調

既に寓沢霊岸氏は︑その大著において︑前述の史的特質

あったのか︑という分析に求められるべきであろう︒

は︑何よりもまずこのような史的過程がいかにして可能で

的支配︵結果としての封建的アナーキー︶を志向する限り︑網

権化﹂傾向と﹁封懲化﹂傾向とは︑後者が権力拡散と領域

①
王権の存在をその特長とする︒しかしながら︑本来︑ ﹁集

的封建制しとして性格規定され︑大陸諸国に比して強大な

序

治の行政手段であった薬王令状の司法令状化と︑その特恵令状から当然令状への漸次的転化の中にある︑と考えられる︒

よれば︑両者が王権の至上姓において一体化したことが︑いわゆるコモンーーロ⁝体系の成立であり︑その契機は︑当初主として統

ち︑また歴史的には前者はアングローーサクソゾ後期に︑後者はノルマンーーコソクェスト以降︑それぞれ定着したとみる立場から出
発する︒かくて︑両者の整合がいつ︑いかなる形において可能となったか︑という点が本稿における分析の課題となろう︒私見に

強大な王権の存在の放に特殊な位置を占めるイギリス封建国家の権力構造を︑権力の最も直接的形態たる裁判権のあり方という側
面から解明しようとするものであろ︒その場合︑筆者は︑王権原理と封建原理とは本来相反するものとして把えうるとの前提に立

︻要約M

松
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②

と︑また︑かかる基礎過程における﹁封建化﹂の媒体とし

造転換を促進するところの﹁領主鐙鍬晶流通﹂であったこ

闘悶放耕地制の確立︑農奴制東諸関係の成立など全社会的構

世商業﹂への脱皮を遂げ︑その帳綴な穀物・羊毛輸出は︑

ωこの時代の商業がヴィ⁝キソガー活動を契機として﹁中

した基本要因として︑商品流通の果した役割に着目され︑

最近︑青山吉信氏は︑

論︑権力構造は究極的には力関係により決定される︒封建

して調整され︑秩序化されるのか︑という点であろう︒勿

対抗的関係に立つ︒問題は︑こうした対立・枳反がいかに

し︑かくて両者は質的に区別されるのみでなく︑必然的に

面において王権は封建的権力に超絶する権威と機能とを有

う︒しかし︑この関係はあくまでも事態の一面であり︑反

その象りで両者に調和の関係が認められるのは自明であろ

慕えるが︑周知の如く︑国王は最高の封主たる性格を有し︑

その点︑富沢氏は︑この関係を王政と封建捌の調和として

てのみでなく︑②それが︑土地・物権の譲渡を契機とする

欄の政治過程は︑国王と貴族・領主層との力関係の推移そ

的発展﹂の中に求められることを指摘しておられる︒また

主従的階梯の形成︑経済的・敷治的な封土の統一化︑有給

のものであるといえよう︒しかし︑例えば王権はいかなる

こうした﹁集権的封建化﹂を促進

軍隊・傭兵の大量使用による王権の伸長を促し︑上部構造

形で︑またいかなる手段によって具体的に行使され︑いか

にして領主権を統御しえたのか︒われわれが本稿において

④

新局面における﹁集権的封建化﹂を可能にしたこと︑を強
③
調された︒

問題にすべき点は︑まさにかくの如き権力のメカニズムそ
のものなのである︒

青山氏の見解は︑単に基礎過程にとどまらず︑上部構造
を含めて問題の核心を鋭く衝いたものとして︑その積極的

る視角において考究してきたのであるが︑そこにおける論

⑤

さて︑筆者は︑かねてこの問題をとくに﹁裁判権力﹂な

意図を高く評価したい︒しかし︑氏が強調されたのは︑集
あ
あ
権化と封建化との同時的進行を可能にした史的契機につい

議の焦点は︑国王裁判権対領主裁判権の関係にある︒その

も

てであり︑両者が権力秩序としてどのように原理的・機構

理由は次のように考えられる︒すなわち︑封建社会におけ

ち

的に整序されているのか︑という問題は依然として残る︒
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を単位として設置される地方法廷︵8鑓巳琴巴8霞什ω︶︑②

著になる大著﹃イギリス法史﹄によれば︑ω地域共同社会

末期のそれは︑F・ポロックとF・W・メイトランドの共

存在していたと想定される十三世紀中葉︑ヘンリ三世治世

る権力秩序の具体的一形態たる司法組織が︑完成した形で

︵主として封地をめぐる民事訴訟の裁判権︶が含まれている︒

とその法的原理を異にする︑いわゆる封建法上の裁判権

よる部分︵例えば︑刑事事件に対する裁判権︶があるが︑王権

領主が管轄する法廷で︑その権能の一部には正権の委託に

原理が貫徹している︒②ω①お昌︒ユ巴自hΦ巳巴oO舞げωは︑

として機能することになる︒いずれにせよ︑ここには王権

︵この点については後述参照︒︶㈲呼露︒讐ω①oo嘆誘は︑形態

領主︹もしくは封建︺法廷︵︒・臥σqp9匙霞富黒雲oo霞け︒︒︶︑

㈲国王特権の授権により王権を代行すべき法廷︵旨9・蓉げ陣ωΦ

は︑発生史的にいえばいわゆる﹁コミューン﹂戸自治都市︶

線上に位置づけられねばならない︒ωげ自︒庫σqげ︒o霞富に

8母挫ω︶︑ω都市法廷︵σ霞8σqげ8q詳︒︒︶︑㈲国王法廷︵a嵩σQ．・n的には領主法廷として現われるが︑原理的には王権の延長

⑥

ところで︑これらの多種多様な法廷が行使すべき諸種の

としての性格と︑国王による諸種の特権付与にもとつく

8霞審︶︑の五種に大別される︒

権能を︑いま法原理的に集約してみると︑われわれはこれ

とに大別しうるように思う︒すなわち︑前述のωも○℃巳霞

単純に性格規定しえないが︑広くイギリス中世都市の存立

都市に特有の商入法領域にわたる裁判権も胚胎していて︑

コ

﹁フランチャイズ﹂たる一面が併存し︑かつその法廷には

コ

をA国王裁判権︵王権原理︶とB領主裁判権︵封建原理︶

oO煽詳︒・は︑本来国王直属の地方官︵シェリフおよびハンドレ

ビー﹂

ボ長ート誌題㎏§ミ粟田ト︐のいう．§N〜塁ミミ防．︶が管轄する

基盤を考察すれば︑それを王権原理の支配下に位置づけて
⑧
も大過ないのではないか︒㈲は︑国王裁判権そのものを示

︹

法廷である︒無論︑そこにはいわゆる﹁民衆法延﹂℃o℃巳霞

判権原理にもとつく二元的構造を有したのである︒

こうした構造は︑十二世紀初葉ヘンリー世治世の法制に

す︒要するに︑十三世紀中葉の司法組織は︑この二種の裁

oO璋富としての共同体的性格が濃く︑しかも他方﹁私領ハ
⑦
ンドレド﹂においては︑国王裁判権はハンドレド管轄権とも
ども領主に授権されるので︑それは後述と同じ．h養βo践ωo︑
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ついても基本的にはほとんど異なる点はない︒この時代︑

の荘館法廷を意味すると解釈されるからであるが︑その意

︵ミ・ミ憂欝ミさに当たるものといえよう︒しかし︑これらと

味では︑メイトランドのいう︵後述参照︶﹁領主中央法廷﹂

ロ腫サクソン諸王の法について知識を深め︑訴訟手続等を

㈲﹁領主法廷﹂との関係は必ずしも明確でない︒すなわち︑

支配者ノルマン人のために︑統治の実務上不可︑欠なアソグ

習得させる目的で数多い﹁法書﹂︵ごノくむ︒oεが編纂された

﹁領主法廷偏を専ら封地をめぐる係争が処理される﹁封逮

を農奴支配のための﹁マナー法廷﹂とみれば︑ω﹁現地法

﹁領主中央法廷﹂たる機能を有するω

訟手続等について︑必ずしも系統的ではないが︑具体的で
⑩
詳細な記述がみられる︒すなわち︑同書によれば︑当時実

廷﹂と重複しよう︒しかし︑元来﹁荘館法廷﹂と﹁現地法

法廷﹂と考えれば︑

動していた法廷には︑ω州法廷︑②ハンドレド法廷︑③領

廷﹂とは要するに法廷開設場所が問題であり︑機能上の差

︵夢⑦卜磯塁導ミミ︹℃慢帖ミ＆︶には︑当時の司法組織および訴

主法廷︵竃ミミ智ミ焼ミ︶︑ω荘館法廷︵瀞ミ馬ミ︒ミ︶および現

も

﹁現地法廷﹂を総称しうるし︑二つの性格を併有するので

も

﹁荘館法廷﹂と同一性格のものとなり︑また﹁領主法廷﹂

地法廷︵竃ミ帖へ；奪ミ海門§こミ︑ミミ︶︑⑤︹近隣の同餐・たちの︺

違は判然としない︒その点は﹁領主法廷﹂についても同様
⑫
である︒しかし︑最広義には﹁領主法廷﹂は﹁荘館法廷﹂

境界法廷︵ミミへ；野§営門〜ミミ§§尋§h隔趨§ぎミミ︶︑

⑪
がある︒いま︑これらの法廷を上述と同じ基準にてらして

ある︒このうち﹁封建法廷﹂としての機能が︑王権原理と

ω②はメイトランドのいう．oOヨ導窪質巴

類別してみると︑

異なる次元において類えられるべきことはいうまでもない︒

また︑㈲﹁境界法廷﹂の性格も明確でない︒﹃ヘンリの法﹄

oo負富︑に該当し︑しかも国王直属の役人︵シェリフ等︶に

これに

セ

ヤ

﹁同一主君の家臣﹂で

はない︒つまり︑主君を異にする重臣相互闘の係争を処理

う

参集者は﹁近隣の同輩﹂であるが︑

ωWはともに︑︒︒虫σq⇒o油層○吋讐露6ユρ圃oo郎纂ω︑た 第五七条一項︑一a項︑二項の記述によれば︑この法廷の

より統轄されるので︑公的性格のものといえる︒
対し︑㈲

ヘ

る特質を備えている︒なお︑㈲において﹁荘館法廷﹂と
も

﹁現地法廷﹂が併置されているのは︑後者がいわば遠隔地
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﹃ヘンリの法﹄に

﹁封建的裁

判権﹂なる概念であろう︒前述の如く︑

﹁荘館法廷﹂ ﹁現

さて︑ここでいま少し検討の要があるのは︑

くであるが︑この﹁境界法廷﹂が誰によって主宰されるの

よれば︑それは具体的には﹁領主法廷﹂

する法廷がこれである︒一見︑．封建的原理が貫いている如

かは明記されない︒しかし︑ここで想起されるのは︑ヘン

地法廷﹂なる形態をとって現われる︒三者の区別について

の原則が示されている︒すなわち︑㈲テナント翻イソ翻チ

ここには︑土地の占有に関して紛争が発生したときの処理

支配権と︑封主睦封臣関係に付帯するところの封地をめぐ

が土地所有権の一部としてその中に包摂するところの農奴

権限の源泉が単一でないという点である︒すなわち︑領主

は既述したが︑重要なことは︑これらの法廷で行使される

リー世が＝○八年︑司教サムソン︑ウースダーシャのシ
⑬

ーフ相互間の係争は王の法廷が裁判をなし︑ωあるバロン

る係争の裁判権とは︑本来その系譜を異にする︒前者は︑

エリフ︑および同州の全バロンに宛てた周知の令状である︒

の家臣︵国王からみれば陪臣四§蕊ミ叢記の紛争は︑彼らの

人のバロンの家臣栢互間の訴訟は﹁州法廷﹂が裁判を行な

授受に由来する︒前者が︑農奴に対する人格支配︵結婚許可

⑯
的に拡延したものと考えられるのに対し︑後者はレーンの

︵禦目配⇔酔︶が非血縁的欄係の中に擬制

う︵無恥こミミ妃§含ミ題§§§智こ四爵ミ臼§ミ笥黛ミ楠ミ§ら§ミー

料諺Φ同︒び簿の徴収や移住の禁止等︶︑

起源的には﹁家長権﹂

ミε︑ と明記されている︒ いわゆる﹁法書﹂たる﹃ヘソ

相続料げ露δ一等の全収︶を根幹とし︑ いわば荘園の平和の

︹共通の︺主君たる当該バロンの法廷が裁き︑㈲異なる二

リの法﹄と国王令状との権威を比較考量すれば︑後者を重

侵犯︵ただし原則的には軽羅のみ︶と農民相互の雑多な民事訴

土地支配︵賦役．貢租︑

視すべきは明らかであろう︒かくてわれわれは︑⑤﹁境界
⑭

訟を処理する広範囲の領主愛野権として発現するのに対し︑

︑︑

法廷﹂を単純に﹁州法廷﹂と等置しえないにしても︑何ら

後者は受封より生じた封地の所有に関連する限定的な裁凋
⑰

封建領主が︑主として自己の荘館法廷において行使する

権にすぎない︒

かの形での公的法廷とみるべきであろう︒要するに︑ここ
にも王権原理と封建原理との二元構成が明瞭に検出される
⑮
のである︒
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これら二種の裁判権は︑慎重に識別される必要がある︒こ

⑳

ために必須である︑とするのである︒

権﹂

稿では︑﹁封建的裁判権﹂という場合︑それは厳密な意味で

8蝦霧︑なる術語を用いる必要は認めないが︑少なくとも本

われわれは︑いま直ちにアダムズの提唱に従い︑♂鍵︒巳巴

えばそれを無差別に．富離帯心︑一．9ρ嵩︒ほ巴．り．ω色σq⇔○こ巴︑

の﹁封建法﹂上の司法権であると規定したい︒従ってまた︑

の点に関し︑既にG・B・アダムズは︑いわゆる﹁私的裁判

な法廷として把える通念を疑問視し︑これらに代わり︑歴

﹁領主裁判権﹂とは︑上記の﹁封建的裁判権﹂とともに︑

主が彼の家臣に対して︑第一義的には封地とその代償たる役務に

われは︑これらが単に法理上識別されるべし︑という点に

をも包摂するものとして定義しておく︒というのは︑われ

︵唱少く簿︒甘吋圃ω巳︒餓︒一回︶なる用語法に随伴する混乱︑例

史的に錯雑せず相互に独立した次の三種の法廷に区分した

﹁荘園領主の裁判権﹂︵アダムズのいう．価︒ヨ餌三巴

関する問題につき裁判権を行使する︶︑︵
の坤ρ⇒o讐ω巴8蝿詳︵フ

拘泥するのでなく︑実は歴史的にその起源を異にし︑それ故

なそれ︶

新名称を提唱している︒すなわち︑ωσ霧︒巴巴oo弓叶︵領

ランチャイズに基き裁判権が行使される︶︑㈹瓢︒ヨ節巳巴08冥

に認めるからである︒すなわち︑既述の如く︑われわれは︑

にその発展と衰滅につき一括して論及しえないものをそこ

従って﹁隷属的﹂︿ωO同！晶一〇﹀な性格の業務を処理する︶︑の三法

荘園的支配の一属性たる領主裁判権を本源的には﹁家長

︵マナ⁝のテナントの保有と役務に関する業務と︑慣習に由来し︑

廷である︒そして︑これらは原理的にいえば︑ωは固有の

権﹂の拡大阻変質したものと規定し︑かくてこれをアング

﹁封建的裁判権﹂は︑それを派生せしむべき

﹁封建舗﹂自体が﹁ノルマンーーコソクェスト﹂とともに大

れに反して︑

ロ睦サクソン社会にも内在的な要素として理解するが︑こ

﹁封建与し︵封手と封地に関する法︶を︑②は﹁国家の隠し︵そ

の大部分は警察・刑事犯に関する業務︶を︑③は﹁荘園法ない
し慣習法し︵その業務の大半は隷属的性格︶を︑それぞれ取扱
﹁封建的裁判

陸から導入せられたと考えられる︒無論︑イギリス封建制

アダムズはいわゆる

権﹂の内容を厳密に類別するよう主張し︑そのことは︑十

の成立を単純に大陸からの導入に求めることは問題であろ

う︒ これを要するに︑

二︑十三世紀の私的法廷と裁判権に関する理論的再構成の
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服﹂とともに大陸から導入せられた︑という事実を容認し
⑲
なければならない︒少なくとも︑アングロロサクソン社会

示すように︑われわれは︑﹁封建的裁判権﹂なる理念が﹁征

視点と多数の論点とが錯雑している最近の諸研究の方向が

えなくなったのが研究史の現状である︒しかも︑種々なる

的理解は︑近年における学界動向にてらしてもはや支持し

に求める児解︶か︑それとも完全な断絶か︑という二者択一

・つが︑全︷面的〜な櫨慾麗︵封建制の起源をアソグμーーサクソン社会

民からそれに相当する罰金を徴収したであろうが︑これは

ある︒勿論︑この二等金の納入後に領主が当の犯人たる領

犯した罪科に対しては︑まずもって犯人の保護者たる領主

則とするサクソン諸王の法において︑領主支配下の領民が

る処罰権が漸次国王に掌握されていくが︑照影金主義を原

ら九世紀にかけて︑公的秩序を侵害せる諸種の犯罪に対す

長に伴い︑それとの対抗的関係に入る︒例えば︑七世紀か

やがて王権︵都族王︑後にはイングランド王︑としての︶ の伸

起源的には領主の手に握られていた領民処罰権が国王の許

に贈罪の義務が課せられた︒いわゆる︑窪匹躍臼の制度で

には︑かかる原理を見出すことはできない︒

かくて︑われわれは︑先に提示したイギリス封建制の権

に移管されたことを意味する︒しかも︑九世紀末に至れば︑

．ρ昌σq臨O︑支払慣行は完全に消滅する︒このことは︑緊緊に

力構造における対抗的二原理−王権原理︵三王裁判権︶と
封建原理︵領密裁判権︶−の枳関関係は︑歴史的には次の

も

ついて領主が領民に肩代わりする旧来の慣習の衰滅を示し︑

き

如く展開した︑と考える︒

主の﹁領民支配権﹂︵アダムズのいう鳥︒霞騨巳ρご舞富蝕︒鉱︒轟︶

の治安を撹乱すべき重大犯罪は︑

に支配しうることになる︒やがて十一世紀になれば︑王国

も

今や王権は領主保護下の領民をも﹁公民﹂一般として直接

は︑それがいわゆる家長権︵窯蓬け︶に由来する限りにおい

国王専管に移されてしまう︒かかる理念の爾芽を︑われわ

﹁領主裁判︑権﹂のうち︑その最も本源的部分たる領

て︑アングロ サクソン社会における領主支配とともに︑

れは﹃クヌート王第二法典﹄の中に認めることができる︒

e

それに圃有のものとして存在した︒そして︑当初いわばそ

その結果︑領主の手許に残された裁判権は︑低級かつ軽度

﹁国王所管事件しとして

の自生的性格において無限定的であったこの種の領主権は︑
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ち

も

や

徹底化︵私的裁判権は一切が周王からの授権にもとつく︑とする

へ

の犯罪に対する権限のみとなり︑しかもそれさえ名目上は

前述のト需要ミミミ・一㊤るOの規定︶︑それを前提とする国王

特権の譲与−−委託の継続と拡大︑国王直属の判事による地
⑳

⑳

︵フラソチ瀞︑イズ︶なる形式を与えられ

﹁国王特権の授権﹂

る︒クヌート王からエドワード繊悔王治世にかけての﹁国

方司法組織の再編︵﹁地方司法官制﹂から﹁巡察制﹂

建的裁判権は︑王権との間に︑刑事訴訟とは異質の対抗関

への転換︶︑

王令状﹂に︑︑ω霧鍵仙︒︒oo︑の授与についての定型的表現

等︒一方︑レーン制から派生する授封面戸封主︶に固有の封

ノルマン腱コンクエストにより︑支配者層は全面的

⑳
が多数認められるのは︑この聞の事情を裏書きする︒
⇔

係を創出する︒もとより︑国王は最高の封主として序列的

には領主の最上位にあるが︑土地訴訟に関する裁判権は︑

に更迭し︑少数の異民族による強力な軍事的支配体制︵い
⑳

る州法廷ですら︑そこに嵐面して裁判が公正に行なわれる

わゆる﹁属領支配体制﹂︶が現出した︒また︑前述の如く︑国

ルマン期を通じて司法組織のあり方を検討してみると︑王

よう﹁熱心に配慮すべき﹂︵ミ譜§§︑ミミN§〜塁︶人々の中

法理上国王のそれといえどもバロン︵直属封臣︶にのみ行使

国の平和を維持すべき刑事犯罪の処置に関する限り︑王権

に︑

王と領主との関係は︑レーン制にもとつく封主膳封事関係

の至上性を原則とするアングロ臣サクソン期の制度が大筋

れを要するに︑レーン綱の次元における領主裁判権と国王

しうるもので︑陪臣に及ぶことはない︒しかも︑例えば

において継承されていることが判る︒すなわち︑州魏ハソ

裁判権との対抗関係は︑

としての新たな性格を付与され︑そこに﹁封建的裁判権﹂

ドレド法廷の存続や﹁エドワード繊悔王時代の良き慣習し

それぞれ異なる二系列の法理・慣行として併存した︑と考

﹃ヘンリの法﹄の規定にてらせば︑当時の﹁公﹂的法廷た

の尊重という形での窒息の基本理念における連続を始め︑

えざるをえない︒しか←︑この二つの法理は︑

なる原理が導入されることになる︒しかし︑アングローーノ

重大犯罪に対する依然たる国王の専管︵﹁国王所管訴訟偏理念

建制﹂なる機構の中でどのように接合し︑どのように有機

﹁集権的封

﹁征服﹂とともに発現し︑当初に

﹁封建的﹂要素が多量に混入しているのを兇出す︒こ

⑳

の継受︶︑その裏返しの表現たる﹁フランチャイズ﹂理念の
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構の基本的枠組として一元化されるとすれば︑そのような

服﹂直後のいわば自然発生的な併存関係からやがて国家機

的に作用し合うのであろうか︒また︑もしこれらが︑ ﹁征

全王国に適用される一般的慣習︵σq胴震巴︒蕊8ヨω︶を意味

定地域の居住者に影響ある特定慣習と対置されるところの︑

法廷がこれらを認知したことにある︒㈲さらに︑それは特

一P♂＜︶

一P！く︶とも区別せ

閃O世P騨一同

する︒㈲最後にそれは︑ローマ法︵けぴ①O薄く一一

①OO一①㎝一騨Q噂什一〇餌一

〇同

発展はいかにして可能であり︑また両者が一元化される契

O村

および教会法︵げびΦ

源的コモン肪ローとよぶべきアンダロー−サクソンの民衆的

OρPOb﹁

機は何に求められるのであろうか︒本稿のいう﹁集権的封

られる︒⑤なお︑コモン翻ローの構成要素としては︑②起

ところで︑上述の如き発展の一帰結を︑われわれは

建制﹂の構造分析の課題は︑まさしくこの点にある︒

⇔

る︒すなわち︑コモン日ローとは︑一般に︑ωイギリス法

と拡大︵例えば土地の相続難戦︶︑および㈲慣習法︑の三者が

法と対置せられる︺︑ω制定法により導入された②の修正

一戸〆く︶体系の成立に見ることができ 諸権利︵﹀鵠駐？匂︒露草h9巳σq算︶︹この意味において︑制定

︵夢︒冒9︒蓮葉①

コモン開ロi︵OO日H口O跡

のうち︑一八七三−七五年の﹁裁判所法﹂

挙げられる︒

⑳

︾9ω︶以前においては︑譲モン朋ロi裁判所︵とくに以前の︑

5芝︶である︒ つまり︑その権威は立法の意志の明白なる

も対置されるところの﹁成文化されざる卸し︵夢①βめ≦葺富p

と対置される︒②それはまた ︑

︸騨♂く︶と

により所管される部分を指し︑いわゆる﹁衡平法﹂︵①ρ乱蔓︶

ノン法についで︑このコモン翻ローは第三の法体系となっ

体系﹂であったとして︑次の如く説明する︒﹁μーマ法︑カ

価する︒彼はまず︑コモン瞳ローが中世西欧の﹁第三の法

質について述べたW・アルマンの次の指摘は大いに傾聴に

う︒しかし︑すぐれて歴史的な所産たるコモン翻ローの特

教科書風にいえば︑これ以上の説明は必要がないであろ

宣雷に由来するものではない︒しかし︑その強制力と効果

た︒このコモンほロ⁝があったお陰で︑ローマ法のイギリ

ρβ⑦①β︑︒・切Φ轟︒戸Ooヨ日O口℃冨㊤ωおよび国置︒げ︒の彊霞の三裁判所︶

は制定法に等しい︒かかる権威の根拠は︑以前に人々の間

ス侵入が効果的に防げた︒⁝⁝戸iマ法もヵノソ法も︑た

﹁制定法﹂︵q謄け欝什9け①

に存在していた諸々の原理・慣行および規則につき諸種の
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判鼠§愚見に立つ法体系である︒ 一方︑発展途上のコモン

だひとつの基盤︑同一の基盤︑つまり君主の意志配oNミ鳳自

建二度に根を下ろし︑その基本部分は︑国王とバ揖ソとの

意志で発布した国王の法ではなく︑土地に生まれ育った封

ロンたちがパ適用されることを願ったのは︑国王が自分の

暗黙の了解や︑はっきりした同意にもとづいていた︑成文

ローの本質は︑協調を基盤としたものであり︑協議︑つ
まり封建的契約への両当事者の同意にもとつく両当事者の

の規則ならびに不文律の慣習との体系︑

つまり国法Nミ

協同とチームワークを基盤としたものである︒その土地に

ミミ鴨であった︒

︹マグナHカルタの︺三九条にみられる

生まれ育った法であるゆえ︑コモンロローは先駆者である

国法とは︑国王︵封建震主の資格において︶とバロン層とに︑
モン

封建法が持っていた属性一柔軟さ︑適応性︑弾力性︑つ

共通な法であった︒⁝⁝同意の原則が︑生まれたてのコモ
⑳

この見解が︑コモソー−ローの史的特質のすべてを説明し

コ

まりいかなる新しい事態にもうまく対応できる性格をもっ

ていた︒というのは︑コモンHローも最終的には︑領主と
⑭
領臣の個人的︑私的な関係に帰っていくからである﹂と︒

つくしたとは勿論いえないが︑この示唆は本稿における問

あ

も

また︑初期コモン腱ローの特長として︑それが㈲﹁⁝⁝と

題意識にとってきわめて有意義であるように思われる︒何
し

へ

もかく法の適用を受ける人々の同意という手続が︑立法過

故なら︑われわれもまた︑アルマンと若干異なる視角なが

ヘ

程で必須の条件である﹂という﹁民衆的な特徴しをもって

ら︑コモン雁ロi体系を︑王権原理と封建原理との一元化︑

ン翻ローの本質であった⁝⁝﹂︒

いたこと︑㈲それは︑専門的な法学者により理論的に整備

前者の後者に対する至上性の確立︑その結果としての前章

あ

された体系的な法でなく︑﹁実生活の法律学甘ユω℃暑◎①昌︒①

の後老に対する原理的な貫徹︵すなわち︑国制としての封建制

しかし︑ここで注目すべきことは︑かかる法体系の成立

へ

o︷勲9鐸巴三①︒︒というか︑何よりも一般の同意をその基礎

の確立︶︑として把えるからである︒

さらに︑コモンほローがイギリスの﹁国法﹂として機能

が︑法制度ならびに法理念に関する何らかの立法措置によ

⑳

としていた﹂こと︑を挙げている︒

﹁バ

した点につき︑次の如き注愛すべき指摘がみられる︒
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って︑すなわち﹁制定法﹂として実現されたのでなく︑そ
れ自体一個の﹁慣習法偏−．﹂して︑漸次的な慣行の積み重ね

による歴史的所産であった点である︒そして︑そのような

﹁令状﹂︵づq埠︶とは︑．

発展を徐々に進行せしめる契機として働いたものな︑諸種
の国王令状であった︒周知の如く︑

十世紀末エセルレド王治世に創案された簡潔な書簡形式の
文書であり︑本来は行政的指令を伝達する手段として用い
⑫
られた︒しかし︑ ﹁征服﹂後︑国王令状がより一履多§的

的に利用されるに及び︑その機能は益々細分化するととも
に︑行政的・執行的令状から司法的令状へと転化しつつ︑
王権原理の至上性を確立するに至る︒

以上が︑本稿におけるわれわれの展望の概略であり︑ま
た当面の分析課題である︒以下︑節を改めて︑ ﹁征服﹂以

降における令状の諸機能︑ならびにその変化と発展の過程
を具さに検討し︑いかにしてそれらが王権原理の封建原理
に対する貫徹を可能にしたのか︑について考察してみたい︒

一九穴五年︒凱B由同士口信﹁イ

くに第六篇参照︶︒佐藤伊久男﹁イギリス封建制の発達過程における

ギリス初期中洲史研究上の諸闘題﹂︑イギリス中世央研究会編門イギ

政脇伯的翫構力欝継造﹂︑﹃巾八一字雑藷恥臨七四︻⁝囚︻︑

リス封建附会の研究﹄︑山川禺版挫︑︸九七〇年︒

②富沢霊岸﹃封建禰と王致﹄︑ミネルヴァ書房︑一九六八年︑三七二

ソ征服王朝の絶大な実搬に支えられて進行していること︑②王政によ

頁︑三九六頁︒具体的には︑ω﹁征服﹂後の急速な封建化が︑ノルマ

同氏は︑封建制の発展と王

の中にイギリス封建制の特質

り地域共同体・村落共同体が直接的に掘握されたこと︵一般慣習法上

／の義務・機能の王による直接的鞭譜煙︶︑

政の伸長とのフ乖離扁が十二世紀以降に進展したことを強調され︑㈲

が把えられている︒なお︑ついでながら

封建制の﹁最盛期﹂を﹁征盟﹂時に求められ︑かつω上述の如き﹁調

和﹂﹁協調﹂の関係こそ封建鯛の構造原理であると力説しておられる︒

③青山告信﹁後期サクソン鵬イングランドにおける﹃集権化﹄と﹃録

ヴァ瞥房︑一九七〇年︑〜二二頁︑によれば︑﹃王権のうち︑神政君

W・アルマン著︑鈴木利章訳︑﹃中世における個人と役会﹄︑ミネル

建化﹄﹂︑﹃史艸隔一〇︑一九六九年︒

④

主の面が強くなるか︑封建的な薗が強くなるかは︑結局は具体的な状

︷蹴してしまうか︑それとも⁝⁝封建的直臣が強くなり︑国王に自分

況︑環境によって決まる⁝⁝︒つまり神政齎主として⁝⁝封建義務を

たちの封建的な権利を押しつけるか⁝⁝︑など︑具体的な状況︑両者

の力関係によって決ま﹂る︑とされる︒

グロ開ノルマソ期における地方司法組識﹂︑イギリス中世史研究会編

郎・今来陸郎両教授還暦記念﹃西洋史学論集﹄︑一九六八年︒同﹁アソ

﹃史学雑誌﹄七五1六︑一九六六年︒同﹁陪審制の成立﹂︑小林栄三

⑤拙稿﹁サクソン聡イングランドにおける領主裁判権の存在様態−⁝︑

①ρφ﹀勢墓 9蕊鳳ぎ鳳帖§ミミ§遂鼠蜜曳ミミ堕おb︒ρ唱．鰹i

﹃イギリス封建社会の研究﹄︑山川拙版社︑ 一九七〇年︒同﹁火巡察

αご藤原浩﹁イングランド初期王政﹂︑﹃史淵﹄五六︑﹇九五三年︒田
中正義﹃イングランド封建制の形成﹄︑御茶の水書房︑一九五九年︵と
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制の確立とその前提﹂︑ ﹃ 法 文 論 叢 ﹄ 二 穴 ︑
視角からの⁝連の分析で あ る ︒

一九七〇年︑は︑こうした

レド法廷︑④シェリフ巡測法廷︵ω冨噌甑︑ω貯∋︶に区分され︑②

⑥このうち︑ω8ヨヨ老婆8霞審は︑さらに㈲州法廷︑ωハンド
OO口﹁け︶と

ω領主中央法廷︵§ミ＆ミミa︶が︑さらに︑㈹ヰpコ〇三︒︒①08ほωに

ωo茜渇︒識巴︒同臨︒一山巴oo唱門酔︒ウには︑㈲マナー法廷︵巳PP昌O門

︒囲℃巴舞ぎ㊦︒pεから︑下は㈲領主が年に二圓︑十人組隣保組織

は︑上は㈹国王から高級裁判権を委譲されたパラティソ伯法廷︵8目ぽ

︵ず讐同ぞ一再鷺︶の査閲︵三Φぞ︶をなし︑同時に小犯罪を告発する領

一三五年︶︒⑤〜ぎト轟鈎肉職§ミミ

Oミ譜鈎ミ騎︵一一一五−五〇年︶︒⑥妹ぎ智恥ミミ駐9ミ欺︵一〇九五

ωW導侮穿静ヨミミミ︵一〇九〇一

−一＝二五年︶︒⑦〜ぎ6§動︒識ミξ9ミ欺︵一＝Ol三〇年︶︒なお︑

上記の成立年代はいずれも︑肖﹁＝oげ再三峯葺ノb贈q鴨騎ミ寵隠題・昏茜ミー

︵ωOδ馨謎︾巴窪Yお①Oを参照した︒

翁§詳§＼cσ傘目讐O憂く費鮮冨畠︒陣興累︒目臼口︒剛α醇﹀霧σq騨げ︒お81躍り目ρ

︑︑↓プ︒

八年︑りーディによれば一一〇九i一八年︑と推定ざれている︒︵ζ早

⑩鳳ぎト飛塁簿ミ§の成立は︑リーベルマンによれば＝一四一一

びΦヨ茜⇒PO題ミ驚輸切α．H凝りωω■Q◎お凸置⁝≦．β凋Φ＆ざ

Oユαq勘器oh簿oO㊦ま舜一国貿︒ぎ曾①国㊦一σq一露︒︷鵠8蔓H︑．

Oの．︶これより僅々数年前

角辱§いN§詳ぐ巳9ム凶

O令

男勺︒ぎ︒戸口α男．≦巳蜜蝕仲一掌記§馬ミ無︒送ミ．顛咲帖客卜黛建

童刑事法廷︵OO爲﹁倖

しての構想を有しつつ未完に終っており︑その第三部に予定された各

の著作と目される﹃四部法習﹄︵§曾ミ識特ミミ§︶が︑四書構成と

種の訴訟の性格づけや訴啓手続の論述が実質約にはこの﹃ヘソリの法﹄

唇．︽おα9唱℃・

ぴさやこ曹建精ミ9肉義勇ミ職ト︿︒H．一▼9き宮置σqρ一ωけ曉げ一■一G︒㊤伊

一〇Φ汁︶に至る各種法廷が．それぞれ所属している︒

b︒邑a．器問ω主遣お㎝o︒讐℃マ総Oふ︒︒b⊃．

に具体化していることから︑両者の作者を同一人物︵ただし無名氏︶

︑︑月雪勺ユ︿暮Φ踏窪島巴言両一屯ρ滋ぴ︒︷︒器昏︒宕︒7

とみる見解がある︒︵例えば︑Uδげ︒﹃き零鐸O＄ミ三層切PH讐Q︒Q︒・︒︒Oρ

⑦跨9諺

面恥§蚤Gミミミ蜜いミ3§同誌ミ§ミG§恥帖§§起ミミ§遂層

白雪09占ま︒・け︑︑︑ぎ緊§−国謡§蕊§恥卜斜苧㌻§謎ミq§§ミきミ

ω一ρ︶しかし︑別人の著述とする異論もあり︑決し難い︒︵麟・O・図γ

お⑦◎唱や念−島．その理由は︑﹃ヘソリの法﹄の著者が地方法廷の実

ω帥覧Φω讐卜碕ミ§ミト魂謎ミ職︒詳団匹ヨげ儲薦互

Uo昌畠OPおαbo魑℃℃．㎝ゆ1刈O．拙稿﹁ハソドレドの成立﹂︑﹃法文論撒朕﹄

oずpaωo瓢

p昌畠ρρ

二〇︑ 一九⊥鯉山湯量︑参昭︷︒

⑧武居良明﹃イギリス封建制の解体過程﹄︑未来社︑一九六四年︒拙

の著者のそれより広いこと︑にあるという︒︶内容は専ら刑事法に関

務に習熟していること︑また文献に関する知見の範囲が﹃四部法澄﹈﹄

齢し︑土地法についての論及はない︒史料としては︑用語法に不明確

稿只中世中期︶イギリスの都帯と農村﹂︑岩波講座﹃世界歴史﹄一〇︑

な点が少なからずあり︑その権威には疑問ありとされるが︑他方長所

中乗四︑一九七〇年︒都市法廷の問題は︑わが学界においては従来ほ
とんど論及されないままに放置されてきている︒今後の研究に待つべ

§馬

訴訟手続の実際を知りうることである︒︵U．O．Uoβσq︸器￠自■．寧粛N傍き

として特筆すべき点は︑これが当時地方の封建法廷で採欄されていた

き部分が大きい︒

ことは興味深い︒主要なものとしては︑次の如きものがあるωき恥

⑨これらの﹁法書﹂の著述が︑とくにヘンリー世治世に集中している

なお︑同書をもとに当代の司法組織について論述された労作として︑

ミ亀︒ミミb§§§監勲く︒一・H押δ畠1＝◎︒Pい︒巳opお㎝ω噛や濫ρ︶

ぎト魂題亀§畿亀︵参審参照︶︒

③§ヨミ§肘ミ奪§も識契§円§ミミ醇︶︵一＝Oi三五年︶︒

愈ミミ愚ミミ霧︵一＝一 四 年 ︶ ︒ ㈹
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ﾖ﹁一舞によれば︑上級法廷とは︑園王直属の法廷︵林氏はこれを

鳥ミ詳噛︑夷心またはその分肢たる巡圓法廷︑と解釈するが︑原文では

林深山﹁イギリス法における﹃同輩の判決臨の一研究﹂︑﹃葛家学会雑
誌﹄七一−一二︑一九五七年︑がある︒筆者の同港に関する理解も︑

単に．駐︑浅秘︑轟㌶ミ﹁﹁王の法に﹂iとある︶か︑主灘の法廷

る︒ω卜磯・ミ導評oo．お℃鱒Oによると︑領主の私的裁個刊権は﹁切が

︵野趣では︑︑讐ミ亀§§畑§嚇ミ矯N馬ミ§w︑1﹁主慰の権威に偏︶であ

この論文の教示に負うところが大であったことを特記したい︒

ミ酷評ρ罐の曽記述による︶が︑村落集会の司法的機能については疑

が行なわれない時︑訴訟は国王の権能︵竃賎恥

国王からの譲渡にもとつく︑とされ︑従って主鴛の法廷で正当な裁判

⑪林︑上掲稿︑九〇⁝九二頁は︑この他に㈹村落法廷を想定する︵卜誌．

問があり︑またこれを立証する直接的証拠は︑アソグロ四サクソン時

死恥偽〜恥︶に引きあげられ

代には認められない︵司．ぞ．霧雪ユ磐ρb§軸羽翫遷切︒審§ミ切遷§秘層

卜︒Oにはない︒︺

以上のことから︵他に︑

の記述であって︑

る︵特︒ミミぎ越︶︒︹引矯岩注︒㈲の後半部分は︑上述のようにρG◎ら︒㍉帥

ヘンリー世治世の法廷の序列を︑上級のものから順に︑︹飼王法廷︺

卜偽魁奪嵩評p㎝8Q︒の援網があるが︑ここでは省略する︶︑林疵は︑

8．お

ので︑ここでは留保した ︒

菩Φ閏︒馨⇔出帥ごσ座蔓層Uo鵠αoPHΦ①ρ℃やHミー観ρ恕？ω㎝鯉ω切︒︒︶

叶︒鵬帥p儒けoρ日︑の特権を有する旨の記述があり︑﹁マナー法廷﹂的機

隣地﹂︵﹁現地﹂︶法廷−門︵同継達の︶境界﹂法廷︑と解説しておられ

一州法廷ーハソドレド法廷一領主︵﹁主齎の駄︶法廷⁝荘館法廷1﹁近

⑫例えば︑卜誌■轄二士ρ卜⊃ρトコには︑﹁領主法廷﹂が．︒・障oρ嵩畠ωoρ

には︑むしろ﹁封建法廷﹂的性権が強い︒

能が明らかであるが︑他方同ρ㎝㎝︵﹁バμソ領﹂Hδ路︒母について︶

て麟王からの譲渡にもとつく﹂とした．h舜蓉窪ω①︑の理論は︑次のよ

のは︑ωの解釈であろう︒私見によれば︑林氏が﹁私的裁判権はすべ

る︒林︑前掲稿︑五八−六〇頁︒ところで︑この見解において問題な

うな文脈において理解されねばならない︒すなわち︑ここにいう﹁国

によれば︑具体的には︑ ﹁王の平和﹂違反︑國王令状の侮辱︑反乱︑

王の権利﹂︵帆§高ミ恥騎︶とは︑林氏が引用されたト魂．簿ミゴρHO篇

O題ミ澆℃切9H層ω．認会ウρUεσq訂ωaこ奪夷・鎖嚢■bOP〜︑9一押

深山氏は︑それが陪隈自身の悶の係争を康獄理

するユ種特殊の法廷﹂とされ︑またこれらの陪阪は﹁嗣輩偏であっ

この法廷について︑林

℃やおω1二野

O§砺ミミ馬§ミ鰹．籔ミドO改︒巳魑一G︒刈ρ℃や㊤c︒18噛切．に09コ謡露詳

⑬率ωεσ9留Nミ9ミ︑ミ動§織︒§︑ミ吋ミ踊ミ§δ魚武蔵論

⑭

ヘ

へ

死飛に幽する窃盗︑秘密殺人︑放火︑家宅侵入︑待伏襲撃︑強盗等の︑

ヘ

て︑この法廷における﹁同県の判決﹂は門もっとも自律的・非権威主

いわゆる﹁國王所管訴訟一の裁判権である︒つまり︑これは︑刑事事

かかる刑事法に関する記述が主体であり︑その限りにおいて林氏の解

件に闘する裁覇権の系列なのである︒羅述の如く︑﹃ヘソリの法体は︑

へ

義的な手続﹂である︑と解釈しておられる︵林︑前掲稿︑八八1九〇
頁︶が︑その論拠は零話であるようにみえる︒

⑮林深山氏は︑これらの各種法廷の性格規定を通じ︑当該法害におい

ヘ

ヘ

へ

釈は妥当といえる︒しかし︑先述㈲の論旨にも明らかな如く︑上級法

ヘ

てそれらがいかなる系列のもとにあったのかを分析しておられるが︑

廷は一義的に国王法廷とみるべきでなく︑ ﹁もしくは主君の法廷﹂に
へ

その要旨は次の如くである︒ω卜恭津乱評︒．P蒔の筋雲から︑裁

ソグロ闘サクソン末期において領主裁判権が刑事事件に関一しては国王

繋がる別の系列があることを読み取るべきであろう︒築紫は︑既にア

ヘ

事件は上級法廷へ移送されるのが原則であった︒㈲卜偽㍗穿ミゴρ

覇期日の延期や訴訟手続の中止によって法的救済が損われるときは︑
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⑯

⑰

しか機能しえなかったと考える︵前掲拙稿﹁領煮裁朝権の存在様態扁︶

裁判権による原則的な規舗を受け︑もはや低級な小犯罪裁判権として

務が販扱われる︒﹂︵肉＆︑ミ逼裁登℃■卜◎も︒．︶

する訴訟︑とくに封建的に保有されている土地に関する訴訟と譲渡業

幻oo9あ陸旨〇二〇〇．︑．§恥諏ミミ鳶§脚霞軌無ミ馬肉ミ寄塁贈§．︿o一．図呂三笥HΦミ4

⑱ρ甲匿雪声︑︑準ぞ簿Φ︸鼠ω巳畠︒已一回塑愚輩貸p8ぴ8﹃︒鉱8一

種の法廷が現実には﹁重複して﹂存在することを議論の前提としてい

禍︒︒も℃．錯ゆ18b︒．なお︑補足するまでもないが︑．アダムズは︑これら三

果して刑事事件と同様に王権により掌握ざれていたであろうか︒林説

が︑しかし封建潤の基盤となるべき土地所有権に関する係争の処理は︑

には︑この視点が欠落している︒われわれは︑この領域こそ固有の封

る︒例えば︑ハソドレドが私領化されているときの坤髭︒羅︒︒巴︒9≒け

建原理が︑王権に対抗しつつ別系列のものとして存立していたことを

へ

強調したい︒本稿にいう二元構造とは︑かかる含意における炎現であ

マ

と像9爵p三註08冨との重複︑あるいは一種の合理化としてのσ母︒−

戸嬢

﹁封建制﹂の導入・連続に関する最近の論争は︑青山吉信﹁ノルマ

の点は︑大筋において本稿の論旨と共通したものがある︒

うその衰退餌消滅について︑きわめて示唆的な提言がみられるが︑こ

存在様態と︑王権の至上性を前提としたコモソーーロー体系の成立に伴

噂§馬 価の﹁理論約再建﹂にあり︑とくに﹁バロン法廷扁の特殊イギリス的

である︒序でながら︑アダムズ説の主旨は︑私的法廷に関する史的評

巳筥oo蛋諄と鳥︒呂ρ勤巴oo蟷訴との同時的野廷︵同国法廷による兼務︶

ヵ

る︒

世良晃志郎﹃封建社会の法的構造﹄︑日本評論新社︑︵﹃法律学体系﹄

所収︶︑一九五四年︑第二章第一節︒ 鍔國・巨3・p︑角9塾奏酷F巳
夢ooQ畦gε390Qg睡︒な言巨㌶o＞お︸σ三舞g戸寧回σq罫鵠鳥．

︸⁝1一二頁︒

鳶裳ミい︑噛く︒ピ×︸＝藁O㎝メ℃．①切・アルマン﹃中世における側人と批
会﹄︑四九⁝五一頁︒拙稿﹁領烹裁判権︸の存雀様．態﹂︑

メイトラソドは︑後者をとくに門封建的裁判権﹂︵h①儲O既甘ユω急？

この論争における連続説の主要

ソ・コソクエストを黙る欧米学界の新動向﹂︑﹃史学雑誌﹄七五一丁

ぼ︒昌︶と定義し︑麟王特権の授権により発効する﹁特権制裁覇権﹂

︿における︑貯ミ㌣N§ミ︑の﹁封

こ義甲︒︒臼g一8︶と対置しつつ︑前者は︑封建的土地所有と

︵静自︒三ω

二︑一九六六年︑ に詳しい︒

なお︑

な論拠の一つたる十世紀○︒︒づ・際会ω冨

属する権隈であり︑具体的にいえば︑封主は二名以上の封臣

O§ミ幾へ曼切8毎§ミ鳴＆︑§8鐸︸oゲP卜§ミ↓§謡ミミ偽ミ奪

建的﹂性格は︑無論一概に否定されるべきではあるまい︒︵竃巴二髭阜

土地保

ともに形成せられる封主・封紙関係において︑いわば轟然に封主に帰

有者︵けO一μρ5酔Q嘩︶を有するとき︑自己の裁籾所を開設しうる︑とする︒

攣磯︑§鞠3い魚︒窪εさδ①ρ︶しかし︑．軍制としての﹁封建制﹂の全圏

勺︒＝oo冒召電〇窯p三雪ρ§鴨鳶韓ミい︑ミ奪蝿N軌望洋窺酎3〜・o門ど℃や

的な施行︵制度的確立︶がウィリアム 世による．砺ミ驚職鰹§窯ミ．の

切ω7㎝Q︒卜︒一当p・三帥コρO§周庚気曼財8かミ蕊切曼§礼︵簿︒男9斎已ρ

実施を契機としたことは明白であり︑ この面における ﹁導入﹂

︵O・≦．駕︒顕ωなご魯粛︑oら§9蜘旨凄ミ§隻

を軽

りぎ毒d︑y唱■雛ρまた︑〆く

視することはできない︒

辱窮ミ州ミ9鋸§き恥肉器像ミ馬﹂く9︑ミ§畑q§ミミ塾○蔭︒註払㊤⇔bo嚇Uo．噂

賦︒錠撃くOユ堂k山畿〜無O礎駄奪肉︑旧怨卜篇撃

くoH・どり9巳oP這8﹂評︸同量﹄︑ぐ塾︿．6♂曽℃や鍾歯G︒讐P瞬1ω距︒融︑︵︾昌

お︑＜碧曜Opo需眼︒諺も︑封建法廷の原理を次の如く定義する︒

﹁封

曇霞︒島鐸90蔓図も・ω3・窪O＞住山鼠9炉ご︽Qり．切■9三ヨ①ω︶参照︒な

お︑かかる制度の﹁導入﹂を認めることが︑直ちにアソグロ四サクソ

日S鴨馳特ミミ︶︑O磯§§ミ執§＆きミ嵩§い奪轟N§ミ層○風︒憎負旧り09︶な

とを意味した︒そこでは︑封建的︑動産的︑家産的間題のすべてに関

建制︵︷①煽αp離m露︶とは︑樋二君がその家臣のために法廷を多望するこ
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ソ社会との断絶を意味しないことは勿論である︒問題は︑﹁封建制﹂

キャム女史は指摘している︒ 寓■6pβ．︑目冨℃二ぐ暮︒踏茸曾巴ヨ

卜馬偽9ミ旧§．N卜︒によれば︑州法廷には﹁司教︑伯︑領主代理︵§馬−
な
乱︒§帖§携︶︑司教代理︵巳ミ蔑鴎嵩︶︑ハソドレドの長︵聴ミ§ミミ防︶ハソ

巡察制の確立とその前提﹂︒

前掲拙稿﹁アソグ日和ノルマソ期における地方司法組織﹂︑同﹁大

加誉ぎ誘§⇒諭箋ミミ尊翰︑ミミ層目9乙oPH8P

めコσq冨昌山げ無︒お曾㊦ぱ︒﹁日睾O薯ρ器簿︑．魑卜毛祭翌↓ミミ恥§亀ト＆§駐

⑳

㊧

なる概念をどのように定義するかにあり︑その定義如何によって多様
な﹁封建︹麟︺社会論﹂がありうる︒本稿は︑封建儲⁝の曳的特質を︑
ヘ
へ

れに限定することが必ずしも唯一最善の方法ではないとの反省に立

﹁軍役による土地保有﹂︵伴︒頃門門︒σ護岸コ粛げけω角二8︶なる軍制麺のそ

ち︑むしろ広く法制黒血の諸種の局面に着目しつつ︑とくに國家機構

ソ︵簿藁§︶︑陪臣︵爲§砺ミ︶︑村役人︵〜§憂き貯偽︶︑およびその他

ドレドの長老︵aミミミ§ミミ恥︶︑リーヴ︵特殴昏qミ画調雪辱︒鴇ミ恥︶︑バロ

の全体︑すなわち﹁封建国家﹂の特質を把握したいとの発想をもつ︒
筆者の問題関心は︑この目標に︑ひとまず﹁裁判権﹂のあり方の解明

の領主︵帖ミ瞳ミ§茜亀§い§執︶は︑出席して⁝⁝役人︵讐§ご︶の不正や

を通じてアプローチする こ と に あ る ︒

う熱心に配慮すべきである扁と規定されている︒もっとも︑州法廷を

判決発見人の違法︵い軸§ミ造︒︶が傷ましい苦しみを生むことのないよ

⑳︑§餐ミ︑については︑竃塑三p・質Pb§塁§相しむ︒審§細じdミ§み

いては︑拙稿﹁領導裁判権の存雛様態﹂︑二〇1二八頁︑二九−四七

アダムズは︑﹁教会法廷を世俗法廷から分離する立法﹂として知られ

構成すべき人的要素に﹁司教﹂が挙げられている点について︑G．B．

℃やQQbo腿1◎︒QQ匂︒を︑また︑その性格およびボ§§蕊軌8．の理念につ

頁を参照︒なお︑アソグローーサクソソ時代宋期の﹁国王令状﹂につい

ヘ

ヘ

ヤ

ヤ

O§砺ミミ馬§℃累︒惑瓢自♪︿oPトひ目α巴．§一錯σQ巴

同㊤b︒ρ︾℃や目押唱や

ついての解釈である︒ ○．φ﹀二丁回ρ§馬O蔑喩苺駄鳳戻馬箏夷N凡魯

たものでなく︑ヘンリー世の﹁州法廷の開廷に関するチャーター﹂に

もっとも︑この見解は︑ト鴨鱗奪起評8b︒について直接に注解され

する︒つまり︑そこにおいてのみ︑司教の出廷が強制された︑とみる︒

国王直属の巡回判事が主宰する﹁巡察法廷﹂ではなかったか︑と推定

務を処理する場ではなく︑後代ヘソリニ世治世に制度的に完成をみる

とすれば︑それはここにいう州法廷が︑州の住畏の霞常⁝的訴訟や翻繭業

は原則的にはありえなかったとし︑それがとくにかく記述されている

ヘ

℃℃．Q︒ゲQ︒b︒以来の定説である︶により︑司教が州法廷に臨席すること

るウィリアム一雛の法︵かかる解釈は︑≦・の言げげρ碕職馬乗Q脚ミ馬ミρ

ては︑事例﹁令状の起源とその背景﹂︑﹃法文論叢﹄二八︑一九七一年
を参看されたい︒

﹃史学雑聾瞼﹄七二﹇⁝四︑ 一九幽ハ五年︒

⑳佐藤伊久男﹁イギリス封建制の発達過程における政治約権力構造﹂︑

例えばト馬齢響嵩評㊤藁ρ一の規定をみよ︒︵ご︒げ醇ヨき戸O器ミ熾♪

一九六八年︒

⑫拙稿﹁アソグ幽霊ノルマソ法制の基本的理念﹂︑﹃法文論仲卸﹄二三︑

㊧

一㊤α9

コ瓢一六年・の調査によれば︑全王岡六

①一撃くoH■

切山．H噂ωoD・銚？漂①・︶裟．O﹁麟百筍鎚9︑．日げ︒暁5σqδ−銘oH彰p欝下話㌣

層

o匿︒ウ︒ω．︑噂§貼塑碍高論ミ無ミごミ葡鳥9馬鐸ぐOH・一訟く﹁掃詮P
一躍く

例えば︑私領ハソドレ ド は ︑

⑳ご①g毒効藍噂象巡請田﹂糟︒︒︒︒■瞬㊤−㎝8・

㊧

1おOに発衷された旧稿に補筆されたものである︒︶しかし︑

℃や劇︒︒

ゐ

ωQ︒Olωo︒蒔︵この小論は︑§馬主ミ蝕︑鳶§四ミ無ミ烏ミ需ミ爵ミ嘲く9．︿⁝噛
へ

﹁征服﹂以後に種々の形式での文書によりその授与が証明される︑と

二入ハソドレドのうち︑実に三八八を占めたが︑その多くのケースは︑
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アダムズの理解には次のような疑義がある︒たしかに︑ここにいう
は︑

団．腸．国葬日㊦さ抵謡曳︒−い嚢§ミミい

罵ρ嵩⊆μ霧滞びちOb︒⁝O．

⑫令状の起源およびアソグローーサクソソ期におけるその性格について

湊惹呂﹂δ．一も︒メH㊤㎝膳．前掲拙稿﹁令状の起源﹂︑参照︒

bづ留話︒一〇ζσqダ︑．妻薦一？ω畏︒嵩〆汐搾︑︑﹁§恥ミ乳ミきp9︿ωo﹁．噛く︒一．

﹁司教﹂は︑﹁教会法廷﹂の砂嚢者として︑世俗法廷と酸鋼ざれるべ
その領民に係わる問題については︑州法廷と無縁ではなかったであろ

へ

ヘ

エ

て︑地方行政の実務を担当したのは︑例えば地方司法組織

アングロ唯ノルマソ期からプランタジネト朝初期にかけ

国王令歌とその諸機能

き存在である︒けれども︑﹁司教﹂はまた︑﹁司教領﹂の領主として︑

ヘ

う︒その限りで︑司教の出廷が要請されたとしても筋は通るように思
を義務づけたものかどうかは判然としない︒いずれにせよ︑筆者はこ

われる︒なお︑卜￡．津嵩きメb︒の規定が︑上記の人々の常時の出廷

ヘ

こにいう州法廷が定例的に開廷されていること︑そこに﹁領主﹂等の
う

国﹂〇三冠p拝︑︑Ooヨヨ8い9芝．︑讐ぎ§馬望ミ§袋礎駄奪喚帖客

封建的要素が濃厚に認められること︑に注目したいと考える︒

㊧

についてみれば︑シェリフ︑地方司法官︑王法廷からの特

派判事︑巡察綱下の巡回判事等︑国王に直属する一群の役

卜匙§噂卜Ωく9ω．曽び︒ロαoP一Φ釦費8．同義．勺εo犀嵩①零魑9算．．︑Ooヨ諺︒ロ

いρ毛．．層貯§馬導δミ§ミ討切慢帖︑§ミ貴おO①①象諜︒障．高柳賢三﹃英

人である︒もっとも︑彼らは近代的官僚とは異なり︑ある

米法源理論﹄︑有斐閣︑一九二八年初版︑一九穴八年一穴版︑全訂版︑
七−一〇頁︒ラートブルフ︵久保正幡他訳︶﹃イギリス法の精神﹄︑東

も

〇〇蘇同叶︶にも︑また

OO賞同け︶にも拘束されない﹁普天遍在の王
②

令状が︑第〜義的にかかる行政的機能を果すべき手段

の手﹂として機能した︒

封建法廷︵hO償自ρ︸

が故に︑地域祉会の諸法廷︵OO門P諺ζP︐一

ならぬ﹁国王令状﹂である︒それは︑本来行政命令である

ぬ

一翼として利用せられるなど︑封建的性格を強く保持して
①
いたが︑これら王権の担い手を駆使する行政的手段が︑他

傾向を示し︑あるいはその封建的基盤が逆に国王の統治の

いはその﹁在地性﹂の故に地方勢力として王権に対抗する

ここでは︑封建法がコモン潤ロ⁝の先駆者として位置づけられてい

京大学出版会︑一九六七 年 ︑ 一 一 一 − 三 七 頁 ︒

⑱

るが︑同じ先駆者としてアソグロ闘サクソン法の伝統をどのように評
価するか︑という歴史解釈の問題が嶺然に発生する︒アルマンにおい
ては︑明らかに封建法が優先せしめられている︒W・アルマン︵鈴木
利章訳︶﹃中世における個人と社会﹄︑ミネルヴァ魯房︑一九七〇年︑

同書︑一鱗八−一四九 頁 ︒

一二八⁝＝一九頁︒
⑳

同書︑一二七頁︒もっとも︑コモン網ローが﹁国王とバロン層のみ
コ モン

⑪

の両考に共通な法にすぎず︑まだまだコモン鑓ローの未踏の地が多く
残されていた⁝⁝﹂とし︑例えば︑すべてのマナーの慣習がコモン目
ローと一致するとは隈らないこと︑ケント州の法は全く別であること︑
を補足的に説明している ︒
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であったことは︑アソグロ湘サクソン末期の令状について
③
も明瞭に窺われる︒ ﹁征服﹂以後︑令状は前代にもまして

権︺の授与︑免除︑不当な徴収の淳減等の通告︑⑧刑事上

の特赦︑財政上の徴収免除︑がある︒次に︑第㈹群として

分類してみると︑ω法の施行と裁判σ執行に関する群︑②

多様な用例が認められるという︒いま︑それらを概括的に

ーーノルマソ期におけるこの種の執行令状は︑次の如く多種

令状︑④領主に対し︑不当な役務の要求を禁止する命令︑

決の通告︑③テナントに対し領主への役務履行を命令する

的には︑①授封︑②︹土地保有の性質についての︺王の判

ム︵とくに司法上のそれ︶を円滑化するための令状−一具体

は︑㈲軍役・城砦守備役への召集令状︑㈲封建的メカニズ

統治一般︵とくに財政的野瀬︶に関する群︑⑧封建舗と荘園

⑤聖遺物の返還命令︑⑥種々なる物贔︵塩・鉛等︶の贈与の

活用されている︒ヴァン阻ケーネヘムによれば︑アングロ

行政に関する群︑ω警察的措置に関する群︑に大別される︒

命令1が挙げられる︒最後に︑第GD群には︑㈹テームズ川

草不当採取に対する処罰命令︑㈹道路の新設・変更の許可︑

における漁獲禁止命令︑㈲野兎その他の狩猟の許可︑㈲乾

第ω群には︑㈲役人に対する司法権の委託︵翼ぽ一巴8￥
巨︒︒ωδ諺︶を伴う令状︑㈲私的訴訟を解決すべき審認手続
④

㈲公共的建築物の改造許可︑⑯墓地埋葬に関する禁止命令︑

︵お8σq鉱獣︒蕊︶の指示︑㈲裁判︵法廷︶への召喚︑㈹判決の

執行命令︑㈲裁判権︹の帰属︺の問題についての決定︹の伝

⑧漁獲物の分前取得権の回復命令︑⑤︹道路維持の︺監視
⑤

命令︑ω外国商人に対する規制︑が列挙されている︒

達︺︑ω︹ある行為もしくは権利についての︺保証の強制︑

⑧︹しばしば司法上の特権や免除が認可されるところの︺

コモン闘ロー令状として裁判権の次元における王権原理の

ところで︑既述の如く︑これら多種多様な令状のうち︑

める令状︑ω法令改定の通告︑が含まれる︒第②群には︑

盃上身の確立に貢献したのは︑﹁司法的令状﹂︵甘黛9巴蚕簿︶

︑謹e魯鳶軌令状︑㈲所有を確認し︑また譲渡を無効ならし

㈲宮廷への出頭等の命令︑ω任命︑㈲海外出向の許可︑㈹

として類別されるもの︵上述の第ω群に含まれる令状︶である︒

．というのは︑行政的執行命令が︑司法手続や法原理の面に

修道院長の選挙への介入︑その他修道院関係の令状︑㈲教
育に関する令状︑㈲市場︹開設権︺ならびに市場税︹徴収

（248）

70

コモン謂ロー体系の成立と園王令状（松垣）

の執行を命令し︑あるいは原状回復の命令を主文としなが

における諸手続を指示するものでなくとも︑あるいは判決

何らかの影響を与えうるとすれば︑当該命令が直接に法廷

別に検討することから始めたいと考えるが︑その前に︑こ

⑧
いる︒われわれも︑ケーネヘムの分類に従い︑それらを個

﹁侭窯︶︑ω﹁プラェキペ令状﹂︵蓬欝㌣§鼠慧︶︑に三分して

リブ宛て令状﹂︵く陣︒︒8馨圃︒一嵩葺︶︑瑚﹁権利令状﹂ ︵≦葺︒出

︹

ら︑付帯命令の形で副次的に訴訟の移送を指示するなど︑

の分類法ならびにケーネヘムの分析プラン等につき︑若干

も

も

間接的に司法令状としての機能を果すものでなくてはなら

む

ないからである︒しかも︑当時は行政といい司法といい︑

補足したい︒まず︑上記の分類法であるが︑Aは﹁シェリ
︹
フ宛て令状﹂なる名称から明らかな如く︑令状の名宛人に

あ

その境界は甚だしく暖昧であり︑融通無碍な﹁王の手﹂た

よる種別が重視されている︒ただし︑この中には大司教そ

へ

る令状は︑しばしば裁判権を特定者に委託し︑また法廷を

の他の高位聖職者や︑官職保有者と推定される上級貴族が

も

コ

指定して直接に裁判に介入することもあった︒いずれにせ

含まれていて︑シェリフだけに限定されていない︒しかも

ち

よ︑当面の課題として分析されるべき対象は︑行政と司法

この基準は必ずしも厳密に適用されていない︒というのは︑

令状﹂とは︑領主に対し彼の封建法廷の開廷を命じ︑原告

き

との接点にかかわる令状であり︑この問題を史的発展過程

的・執行的令状﹂が︑いつ︑いかにして﹁司法的令状﹂に
⑥
転化したのか︑ということになろう︒われわれは︑以下こ

の告訴を取りあげて﹁汝は裁判をなすべし﹂魯ら帖翁§〜ミδ

コ

のうちに越えるならば︑それは︑上述の如き雑多な﹁行政

BおよびCはいずれも令状の機能と定型的文書様式にむし
︹
﹁﹁
コ
︹

のような視点からケーネヘムが例示した各種の執行的令状

コ
と指示するものであり︑他方C﹁プラェキペ令状﹂は︑そ
︹

ろ類別のポイントがあるからである︒すなわち︑B﹁権利

のうち︑第ω群に含まれる令状につき︑それらが目的とし

の完成した形では︑シェリフに対し︑

下が期待されている︒従って︑令状名宛人についてみると︑71

ぬ場合︶謬訴訟を国王法廷に移送させるという舞な機帯

︵原状回復命令に従わ誘

た実際的な諸機能の分析を試みたい︒

︹

なお︑ケーネヘムは︑第ω群に属する令状を︑．夢①≦葺ω
⑦
︺

9巴σq馨ρ巳博ミ馬9黛．と総称し︑これをさらにA﹁シェ

コ

Cもまたシェリフに宛てられており︑Bの中にもシェリフ

コ

本来の性格に求められよう︒換言すれば︑﹁権利令状﹂とい

争に対処すべき具体的な指令として発給されたという令状

定型とを有するようになった︒このことは︑ケーネヘムの

︹

宛てのものが少なからず混入してくる︒では︑令状の機能

ムは︑これらの令状の歴史的帰結としてのコモン翻ロー令

︹

に重点を置いた分類であるかといえば︑ここにも問題が多
コ
い︒例えばAはその機能が多様で︑むしろ特定の型として
︑︑江
定義しえない点に特色があるとすらいえる︒強いて挙げれ
コ
ば︑Aは判決の執行など︑司法と行政との接点にある領域
︹
をカヴァーしているといえよう︒これは︑当寿のシェリフ

状をまず想定し︵その完成された定型的表現をヘンリニ世治世

へ

し

分析プランを理解するために重要である︒つまりケーネヘ

経験の上に︑漸次的にのみ一定の志向性と︑従って文書的

い︑﹁プラェキペ令状﹂といい︑いずれも一世紀余にわたる

が担当した雑多な職務内容そのものの反映である︒一方︑
も

の法律家グランヴィルの法書に見出す︶︑しかもこれがグラン

コ
ぬ

Bの機能は︑既述の如く︑明確に跡づけられるのであるが︑

︹
ヤ

ち

へ

へ

ち

ヴィルもしくはヘンリニ世による法制改革を契機として成

し

しかし︑一一七〇年代以前のものには︑裁判の権利以外の

も

立したものでなく︑実は長年にわたる﹁慣習﹂として漸次的

も

諸種の権利︵土地所有権︑司法的・財政的︹免除︺特権等︶の確

に形成されたものであることを︑いわば系譜論的に遡及し

も

それ

も

認に留まるもの︵﹁権利文書﹂三二ぎH類似の令状︶や︑

つつ諭証しようとする︒従って︑これらの令状に雑多な要

素が混入しているのは当然である︒上述の三分類は︑この

カ

らの権利保持を前提とした﹁原状回復命令﹂が混入する︒

Cについても事情は変わらず︑先述の国王法廷への訴訟移

コ

ようなプランに沿って設定されたものであることを︑われ

﹁原状回復命令﹂が執行されないときの措置と

︹
送命令は︑

われは記億しておきたい︒

﹁シェリフ宛て令状﹂︵〜高ωOO昌叶一￠一

5﹁同一け︶

︵史料一︶国ぞ教会関係の︑ウィリアム一世の八通の令

︹

幻

次に︑これらの令状を無意に検討してみよう︒

して︑むしろ付帯的に与えられたものにすぎない︒

このような分類法にみられる混乱は何故生じたのか︑と
いえば︑その理由はまずもってこれらの令状が当初必ずし

も充分原則的に明確な目的性をもたず︑現実に生起した係
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⑨

状︒内容は︑司法権の委託を中心とする︒ ︽第一令状︾は︑

ミミ匂ミ§§ミ︶︑②王の許可なく︑

両蔓修道院長は直営地

道院長ω引臼ooづ︶に︑なにびとも森林地を侵期しないよう保

を譲渡せざるべし︑③﹁裁判の座によって︑汝らは彼︵修

の叙階式の延期︑②ピぢoOぢ司教国①露お貯︒︒が閃蔓修道

護するための公正な措置を講ずべし﹂ ︵勲蔓驚特N§きミ国趨

一〇八二年大司教い謬坤き︒宛て︒①国ぼ修道院長ω謬Φ8

院長の職と︑ エドワード繊悔王時代からの慣習的貢租︵ぶ

と︒︽第陽令状︾︵発給年代︑名宛人とも同上︒︶内容は︑①

されれば︑彼の上階式を行なうべし︑②団ぢにある堤道

①上記ω巨Φ○ゆのチャーターを審査し︑その正当性が立証

裁判に訴えることを欲するならば︑﹁この訴訟は汝らの面

て新たな慣習を要求せしむべからざること︑②もし︑彼が

︹前出︑リンカンの︺司教男①日おご︒︒をして︑巴囮におい

⑫

職誉ミ恥い︑魯ミミ四重ミ§馬防画もこミミ嵩魯瞬凡こ謡言ミミミ㊤︶︑

どう酒︶とを要求していること︑が記述されている︒︽第二
⑩
令状︾の名宛人も同上者で︑同年の発給にかかる︒内容は︑

の修理︵慣行通りの実施を指示︶︑③轟轟夢①紅募匿の所領

砺§誉︶︑③修道院長ω首8ゆを︑咳︒暑8げの防護︹義務︺

前にて行なわれるべし﹂︵ミ黛・国ミミこ§も口置こ起竃職這鳩ミや

べし︑という命令より成る︒

から免除すべし︑④慣習単収権をめぐるを筥￠巳90g

につき︑証人の名︑所領名︑保有老︑規模等につき調査す
⑪
︽第三令状︾名宛人は同上
り磐ヰ窪︒の他に︑Oo暮霧︒①ω司教○○ω︷瓢αと冒︒誹ρ濱

︽第五令状︾︵年

ら三名の告訴手続の延期命令と︑この権利が同修道院長に
⑬

帰属することの王による確認︑である︒

伯勾○げ㊦詳で︑一〇八二年に交付︑次の如く記述される︒

①﹁余は汝らに命令する︒汝らは︑国蔓修道院長を遅滞な

︹微意権︺を︑余が汝らにしばしば余の令状によって命令

バロンに対する集合の命令︑②アンダローサクソン人の

したすべての州︹の代表者︺︑およびこれに関連ある王の

代︑宛名とも同上︒︶①国ぐ修道院所領に関する訴訟に出廷

せし如く︑同修道院長に保持せしむべし﹂︵之§§ミ薯ミ

証人の選出と証言の命令︑③国ぐ教会による直営地の回

また︑彼の土地およびすべての慣習

黛きミ馬こ＝紺蔑ミ尋ミ§ミ§曽馬ぎ富鳶誌簿ミ角割嵩笥§ミ︒ミミ讐ミ

復命令︑④この命令からの適用除外︑⑤国ξの堤道の維

く叙位せしむべし︒

㌧ミ検へ二塁§ミQミ︒︑ミミ砺8蕊ミミミ︑衷ミさミ輌二三馬㌧ミゥ検聖題
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持の命令︑が記載される︒ ︽第六令状︾一〇八二年︑前記

回復させるよう命じたもの︒

いは侵奪された土地を︑すべての司教管区および修道院に

⑭

大司教と同司教Ooω︷円鉱の両名宛て︒①丙ぴ︑修道院長に

に侵奪された保有地を原状どおり回復させる一般令状であ

る︒この令状にもとづき︑大司教いρ鼠養8は︑勺Φ催事①巳①昌

﹁征服﹂に際し︑教会が不当

よる土地占有の回復命令︵占有が回復されろ土地の詳述︒保有

者名と規模︑所領名分︶︑②付帯する諸特権︵防§§＆恥9と

畷①舞げ・におけるケント州法廷に︑司教○鳥○により侵奪さ

⑮

慣習徴収権︶︑の記述がある︒

れた︵とピ餌華華⇒︒が申立てている︶ カンタベリ司教管区の

︽第七令状︾同上年代︑名宛

入は第四︑第五令状と同じ乙名︒内容は︑修道院長ω冒8跡

土地と諸特権の回復のため訴訟を起した︒その結果︑大司

謝
￠

74

教は多くのマナーと特権を回復し︑またこの裁判にはフラ∴

サフォークの五ハソドレドの鶏偽§・・へ軸砺8の授与

への︑

⑯

︽第八令状︾一〇

ンス人とともにイギリス人︵とくにケントの法と慣習を熟知し

︵エドワ⁝ド王治世の特権の再確認︶のみ︒

八四ー八七年目名宛人は前記司教と前繊認︒ヰρぎ伯の両

ている者︶も召喚され︑

ケントの古い慣習が明確化した︒

名︒①国帯の直営地の保有者全員の集会の命令︑②岡直

ソ⁝ルズベリ司教○ωヨ質昌qと瓢ロσqげ︒︒o鵠︒︷O野営宛て︒

一〇七八i八四年の︑ウィリアム一世の令状︒

の正当な権利要求に鮒しては︑交換地その他の措置を講ず

内容は︑諺びび・富び霞︶・修道院長が︑エドワード正治世と同

︵史料三︶

る旨の約束︑④修道院長QQ一室の︒昌の慣習徴収権の再確認︑

営地に対する国教会の権利の再確認︑③ただし︑保有者側

がその内容である︒

様に︑土地所有権と付帯的諸権利を保持し︑また彼の所領
⑮
において難破せる船の積荷を取得するよう命じたもの︒

⑰
︵史料二︶ウィリアム一世の令状︒︸〇七一年ごろ︑大

﹁権利文園﹂的令状といえよう︒
OO暮窪︒①ω司教○Φo睦お団︑その他バロ

司教いρ⇔ヰ窪︒︑

︵史料四︶ 一〇九一年一九六年置ウィリアム一一世が王の

礼拝堂付司祭︵ミ慧Nぎミ勲深碧獲伸εなる菊窪巳︷に宛てた

ン︵特定春三名と不特定者1一﹁王国の全バ㍑ン﹂︶宛て︒内容

は︑王のシェリフを召集し︑彼らをして︑王の名により︑

令状︒内容は︑円げΦ鉱○乙司教鵠角σ突け．に︑

﹁彼のサク闘

司教および修道院長が譲渡し︑あるいは占有を認め︑ある

コモシ＝ロー体系の成立と国王令状（松壇）

薯︑§譜ミ蓉識︒ミミ︑翁︑〜ミ︒ミ︒らミこ㌧き篭ミ帖ミミミ：・曽︑§ζ︑蓉㌣

ら営管ミ凡︑ミミ︑ミミ︑譜職︒こ§貯餐鳶︑ミ偽壽㌧ミ

アンド腱ソクと彼のすべての慣習︹徴収権︺を﹂彼の先租が
保持せる如くに保持せしめ︑ ﹁しかして︑彼と彼の領民に

識§︑砺ミミ⁝ぎ詳聞N︑．︶︒住民の召喚と事実審問が命じられて

凡ミミ窺気へき〜︾宇

加えられた侵入と侵害については直ちに彼に裁判権を行使
いる︒

⑳

ぜしむべし﹂︵勲︾偽恥こ誤︑ミミ嵩馬恥討塞ミ9ミぎ勧ミ画曇ヘミ静

一〇九四−一一〇〇年のウィリアムニ世の倉

状︒名宛人は︑名厳ド含α①O節剛茜σq⇒︒︒︒ 菊一︒︸雲隠響闘σq巴⇒ρ

︵史料六︶

⑲
ミ︒遷︶︑と指示している︒前半は︑これまた﹁権利文書﹂

閑・頃蚕露㊦場一および菊．像①男○遷Φ譲ωの出庫︒

恥円Sミ︑ミミミ象もミぎミ帖嚇N題鶏身誉黛馬辺§殊ミ︸9篭ミ

的であるが︑後半は侵害に対し裁判権の行使を命じた司法

に命ずる︒8げ○ヨ①嘱修道院長Og馨禽に⁝⁝彼の土地を

﹁余は汝ら

令状的内容をもち︑二要素の混満がみられる︒

世が侍従︵禽ミミ翁・凡誤もげρヨび㊦﹃継ぎ︶たる団二田℃年①団に交付

から彼に加えられぬよう︑監視すべし﹂︵等§職黛︒§ぴ静ミ

するいかなる侵害も︑あるひとから︑もしくは正戦α≦ぎ

公正に保有せしむべし⁝⁝︒しかして︑汝らは︑それに対

した令状︒ ﹁⁝⁝国2ヨの土地のために︑G︒壷皿ソドレド

誌無馬ぎ§蔦誉竃ミ射O扇§馬ミρS寒識譜§嚇︑ミ凡ミミ隔︑ミ轟詮ミミ⁝

︵史料五︶ 〜O八七一一一〇〇年︑同じくウィリアムニ

︹の人々︺を鶯犀︒げρヨに召喚すべし︒しかして︹原告た

肉馬ミミミ馬引ミ甜曾ミ庶画こ§爵隠ミミ︑ミ黛縞窺N心§ぎミ暁こ馬袋魁職

係争があり︑再度の侵害を防止すべき措置が講じられてい

認文書であるが︑その背景には上記二巴α≦ぼなる者との

⑳

る切伊白︒・9︑の︺修道院長が︑

切§ミミき ︶︒↓げO諺①団修道院長Q瓢簿興の土地所有権の確

︹父王ウィリアム一世の存

命中に︑院長の先任者がその土地を所有せしことを︺岡州
︵ノーフォク︶の住民の証明により立証しうるならば︑余

は次のように命ずる︒彼︵同院長︶は︑彼の修道院に正当

る︒

︵史料七︶ 一一一一年︑ヘンリー世の妃乾霧＝畠簿が裳凶−

に所属する土地とすべてのものを所有すべし﹂︵蜜飾ら︒ミ㌣
ミ竃ミh§翁ミミ︑偽㌃︑塁ミ§S︑ミ8職ミミミざミ窺辱円ミ密母︑悪ミ〒

F伍Φと玄凱に宛て発給せる令状︒

﹁余は汝に命ずる︒

ぎ嚇慧憶︒受ミ︑ミミ︑〜ミミこ§魯ミ餐奪・．尊亀＆鰹蕊慧磁ミ
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Q楠

σq

に反して︑︹現に︺占全している土地︑とくに国︒ω︒︒の土

なる人々の宣誓により︑⁝⁝その土地と慣習を審認せしめ︑

派に︑かつ公正に保持せしむべし︒しかして︑汝は︑廉直

幽幽錠①ωげ08昌σq財の教会を︑その教会に正当に所属せる土地

地に関し︑さらにまた上述の切○び①霧が司教毛葭昼讐と

かつ磁器せられる如くに︑それらを院長と修道士会に保持

汝は︑ダラム司教菊ρ昌巳︷に︑菊︒σ①冨◎①冨￠ωoげρヨ℃に

ノーサンバーランド伯図︒σ①詳との問に結ばれた和解のあ

せしむべし︒なお︑余はこの問題についての告訴を︹今後

とすべての慣習︹の徴収権︺について︑良く︑平穏に︑立

とに三富せる土地に関し︑⁝⁝充分に公正な裁判を行なわ

は︺聴聞せざるべし﹂︵篭︑ミ誉︒袋＆閤§恥︑ミ︒検ミ触§寒ミき

関し︑また彼が聖O口夢び①詳の意に反して︑かつ司教の意

や

魁ミQ神＆ミ恥黛§ミ国騨遷 ら ミ ミ § 沁 ＆ ミ ︑

馬⑭§蝕簿職ミs無︸ミミ富ミ馬こζ㌧§恥鴨 ︸§ミ．ミ融ミ醤鈎貯讐四

O象ミミ︒ミらミ〜ミ賦8恥馬ミ§︑馬ミ ︑塁ミミ§Oミ遷動穿こσ60鶯臨§ζ

しむべし﹂︵㌧§覧︒欺竃ミ腎§砺涛§ミ慧︒愚帖鴇§︒§豊

黎蕊8象疇§烏麦㌧ミ砺ミミ窪ミ○ミきミ驚いミ謹啓Sミミミ§

§・ミ偽職︒ミ註ぎ偽昏§防§ミミ乾守§嶋§︑§壽憾ミ畿ミミ畠賊落忌ミ

o§馳昏笥ミ嵩§牒ミ︑鴇︑傍

沁翁島§浸ミ砺鳳ミ︑喩︑蔚禽ミ防も題需＆ミミ恥︒らミS§欺呼︒無ミミs︑−

ミミ題ミミ．肉執軌§ミミ御参︒露語＆ミミ︑画譜§ミ§ミ遷8蝕No象焼嵐＆翁

ミ瀞ミ帆ミミ§鳶魁ミミ遮§冴8特寒髄濫ミ8ミ多子ミ

ミ§嵩袋馬身

ミ龍嚇︑喚蕊ミ8蕊§ミミ凝馬動⁝無巴らミ瀞鄭ミミN帖蕊8堕ミ馬這ミ亀ミ硫

⑫

〜見︑単なる

肉＆ミぎミさミぎ嚇隔Nぴミ§§⁝︶︒土地所有権をめぐる係争に

上置§駐ぎ薄墨ミミ燃ミ無ミ爵§匙ミこミ恥㌔︸こ︒

執行命令の如くであるが︑宣誓による審認の指示があり︑

つき︑当事者たるダラム司教に裁判を行なわせるよう命令
した文書で︑ ﹁権利令状﹂としても類別できる︒その用語

また︑今後この問題についての告訴は聴聞せずとされてお

一一〇九年︑ヘンリー世がロチェスター司教

ベリ主席司祭との係争を調停すべきことを命じた令状を発

宛てに︑カンタベリ豚聖主ーガスティン修道院長臨写ンタ

︵史料九︶

り︑訴訟と判決とが令状の前提にあることは明らかである︒

法も︑．甘9翁⁝⁝ぎ富鳶暴馬噛ミ§ミらミ§︑とあり︑権利令
と相似的である︒

ωぴ○①≦巴α

︶年︑ヘンリー世の令状︒国⊆︒︒−
﹁余は命ずる︒汝は︑

一一二五︵？

状の定型句．甘驚§黛§§8ミミ寒暗§
︵史料八︶

霞︒Φ隷N︸○げ⇔宛て︒

の小修院長と修道士会に︑余が彼らに施物として寄進した
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⑳

給している︒

勘鯉ぴミ軌bご犠N恥馬竃静S

忌誘W詩ミミ

⑳

犠鴨勺ミ唾O

職馬

寒NS轡蔚

ミ

へ馬

国王が特定者に裁判権を委託した事例である︒しかし︑土

蟻︑︑詩

§ミ軌ぎ防順ミ鴇竃嵯MN凡議︑輸窺ミ爵§野N〜⁝︶︒特定の係争につき︑

は︑レスター伯図︒び①洋に命じ︑リンカソ司教と聖オール

地護与の事実を国王が確認しており︑℃簿興らが﹁不正﹂

︵史料一〇︶ 一一六〇年ごろのヘンリ工世の令状︒これ

バソズ修道院長との間の係争を決着せしむべき法廷に臨席

をなした旨明記されているので︑

れているといえよう︒その点では執行令状的性格が濃い︒

﹁裁判﹂の結果は予示さ

させたものである︒
以上が何らかの官職︵例えば︑地方司法官や国王法廷の判読

フたるW・である︒

︵史料一二︶ウィリアム早世の令状︒名宛人は︑シェリ

限を委任した令状の諸王である︒これらの令状の機能につ

ター修道院長に︑⁝⁝閃暮蜀昌αの教会について︑すべての

等︶を有する諸侯らに対し︑王がいわば臨時的に特定の権

いては︑後述において一括検討することとし︑次にシェリ

権利︵公正なる措置︶をなすべし︒しかして︑当教会が権

﹁余は汝に命令する︒ウェストミンス

フ宛ての令状を例示しよう︒なお︑名宛人はシェジフのみ

利によって保持すべきすべての慣習︹徴収権︺を︑⁝⁝彼

驚駐ミ蕊恥ミ匙餅餅ミ凡副警護ミ．載馬魯ミ塁凝砺職馬肉a黛ミN織浸

肉馬Oミ謡塁

ウィリアム一世が園8げ霞鳥隷NOo蝦暮お に保持せしむべし﹂︵旨奪§ミ慧︑ミ赴ミ§ミ誉§防ミ︸ミミ

でなく︑同時に連名で諸侯の名が記述される例もある︒

︵史料一一︶

よびシェリフR・へ宛てた令状︒︵年代不詳︒︶﹁汝らに通告

8︸§ミ袋ミ嚇§婁貸㊤唐駄馬無恥面一︑瞳ミミこぎ守ミ恥§財ミ〜軸︑ミ§ミ

⑳

する︒余は︑聖エドマンドと同修道院長ゆ巴O毒ぎに︑

ぎ贈ミ馬⁝︶︒

一一〇一年ごろの︑ヘンリー世の令状︒名

bd目8げ訂魔の土地を譲渡した⁝⁝︒また余は汝ら両名に命

︵史料〜三︶

宛人は︑バークシャのシェリフ瓢gσqげα①切︒︒無二と︑オ

ずる︒修道院長じd巴費くぼのために⁝⁝彼に不正をなした
る℃簿興伽①＜巴︒σq昌①ωおよびすべての者に裁判をなすべ

の住民に命じて︑⁝⁝三ヴァーゲトの土地について完全に

﹁⁝⁝汝らの州

クスフォドのシェリフ芝厳βヨの両名︒
︑裳馨ミ⁝㌧鳶職黛︒ミ凡象ミ§ミ恥§＆霧ミ＼§馬ミ鍍

し﹂︵の職ミ傍嚇謹§N§阿山綜陰§ミ︒建ミ↓こミ︒無S寒款亡5ミ織§き
§︑ミこ胸bづ
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噛、

真実を語らしむべし︒しかして︑もしそれらが余の寄進せ

状にもとづいて︑修道院長のために証関することを禁じて

いることが判明しているので︑論議することなく︑延引せ

るω鍵馨︒置口鍵oO伍算のマナーに所属するのであれば︑そ． おり︑そこでは︑修道院長がそれを︹以前から︺占有して

れらをω富馨︒⇔に所有せしむべし︒しかして︑もし然ら

ずに強ちに︑

︹その土地を︺修道院長が占有するように余

ずば︑諺げヨσq◎§修道院にそれらを所有せしむべし﹂︵㌻︑喬㍗

は命ずる︒何故なら︑余は修道院長がこの件についてこれ

§ミミ§馬謡回避恥笥⁝竃ミミ§〜

ら愚§

以上悩まされることを欲しないためである︒汝は監督して︑

：ぎミ詳§誘起砺㌃ミ旧いミ

qミミぎミミミ§帖喚§δ蔑礎ミ御欝ミ§り⁝㌧ミ鴇篭ミ導§監ヘミ

修道院長が正義の欠如なる理由で︹この問題を︺再び巡回

こ§曽ミ爵§§︑馬象叙黛§ミ

ミ︾︑oミ防ミ款§ミミ袋〜ミ︑ミ⁝尽鳶偽︑督ご︺

Nミミ§寒ミ忌︑9§恥ミミミ矯駄恥ミミ§9§・巡覧宅酒樽QNへ霧

︾秀亀誉︒慧笥ミミ︒噛︑凸面昆嵩鳶らミミ馬ミ恥検≧さ趣ミ馬ミミ暴挙ぎ−

中の余に告訴することのないようにすべし﹂︵ く§§§ζ

ミ§§︑§ミ袋＆磯︒ミ§ミ犠馬穿ミミ︒ミリぎ富ミも防ミ無嵩ヘミ鳳馬ミ・

㊧

ぎ冒ミ趨簑亀客ミミ§卜い富こ§ミへじ︒王による事実審問の命

令であるが︑その穏的は係争中の土地の帰属を明らかにす
るためのものであり︑後段には判決についての指示がみら
れる︒

＆守ミ馬

ミ＆贈塁＆遷§o＆翁帖︒ミミ︹亀＆竃N一腰ミ︒︑爽ミごミミ︹貧＆篭︸脳恥

に宛てた令状︵二〇一10 ミミミ無鳳亀ミいき診硲賊らミh象ミミ幅畠鰍覇馬帖ミ︒こミミ辱恥ミ＆恥

︵史料一四︶同じくヘンリー世が︑ダービーシャのシェ
リフ 図ざげ㊤aG・○昌○臨Oo富①

㌧ミ隠ミ識砺ミミ町塁陰影脇窯ミ簑ミ塁 餐︒駄き守翁砺ミ無ミ動＼ミ動馬♪

利を︺立証するために︑ ︹州法廷に︺出廷することを欲し

しかして︑もし冥8げ︒昼ωがその土地について︑ ︹彼の権

の土地に関する係争について︑遅滞なく裁判をなすべし︒

∩o尻︒凪P／＜お︒傷ohいぎoO5の四名に宛てられている︒命

シニリフ○ωび︒詳の他︑

︵史料〜五︶

こ恥辱ミ︑§§︑ミ︹職＆乱暴ミミ馬＆鰹貸恥欺ミ︑ミ起象載ミ馬素塾因ミ馬こ︒

涛窪石罵客①ωoプぎ

蒙oOげωO昌Oh

二〇〇一一五年の︑ヘンリー世の令状︒

ないならば︑州法廷が余の兄︹たるウィリアム工面︺の令

シェリフ窯8び○犀︒︒ohω鍵龍︒註との︑Oo8学ぎ占げ甲国一ヨω 鴫ミ葺き鳶ミさ寒恥ヘミ愚亭窃葺§︑s︑瓢ミ§ミミ畏溝隠〜馬慧・ミ§

二年︶︒﹁余は汝に命ずる︒︹切霞8郎の︺修道院長劉お巴と︑
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令の内容は︑①﹁余のマナーたる60詩︒︒︒︽とω8宅

ミ

職恥

︑ナ

ミ轟濫馬識巽ミ

︵ミ無〜ミミ

Nd唾昏詠a瓠

ーとの境界を︑汝らは行きて確認すべし﹂
織恥

ミN§§駐§§寒内・ミ︒罫毎蓋ぎ鷹ミα扇蟹ヘミ膏恥⁝︶︑②こ

れらの土地は︑今後日露︑富80洋の修道士以外の者の所

有を禁止する旨の命令︵他者による所有の禁止︶︵勲臆︒ミ富︒

ミミ鳶ミ防特≧ミミ︑㌔§〜§ぎ偽奪簑亀鳳ミ︑ミ下呂ミ園馬§鷺ミ霜妹⁝︶︑

ミ恥黛ミ

翻 婁︶︑②﹁州の適法者によってその境界を易易させ︑境

③同教会の土地所有が安泰たること︑および王の同意と修

賊帆守帖膚身二女N鷺ヤこミこ偽ミ黛︑趨

界線を画すべし﹂︵誉職誉遣8恥き恥§︑馬憶ミ︑㌣＆＆ぎミ慧題§

道院総会の同意なしに譲与すべからざること︑の指示︵無

許可の土地譲与の禁止︶ ︵手飼馨ミ鴬ごミも縞馬ら9題匙ミミ

昏︒こミミまミミミミミ眺︾鼠ミ翁§§へ菖︑③﹁もし︑汝らが彼

らを信頼しえないならば︑宣誓により彼らの陳述を彼らに

ソドレドに従属せざることの命令︵ハソドレドの自由の確認︶

き慧︑Nミ︶︑④6雪・醇8rハソドレドが自由で︑＝坤8ハ

恥§織︾︑舘帖ミs︸儀蕊三款§恥ミ羅塁ミ無含恥§切§濫ミ爵ミ8下塗

噛ミ馬噂︑篤無ミミ心ミい＆寒角〜ミミ㌧義ミミミ削ミ＆参審瀞ミミNミさ嘉

ぎ富ミ乳鳶まミ9ヤ〜ミ向妹ミ．箪︑蕊無紺ミミ翁象ミ砺款鰹ミ♪鶯翫夜馬無

の三段より成る︒いずれも︑司

⑳

確認せしむべし﹂︵津田ぎミ募︸国§ミ︑恥ヘミミ．ミ吻あ§鳩§§〜ご

§慧§§賊Q§駄ミヒミ〜ミ︶︑

法上の手続を細かく指示している︒

ジ．ヨおよびデ

︵史料一六︶ 一一一六年︑ヘンリー世がエクゼター司教
≦ヨβ露とシェリフたる国8財霞α︷需Nゆ巴

塁題︾︾ミ怨無袋§§茜器ミミ￡§ミ甕亀剛︑恥§トミ§象ミ§黛︷W

ミミ

状︒内容は複雑で︑次の如き種々なる命令が組合わされた

§ミ象㌧§§ミ︶︑⑤8窪︑糞○畠村への金醒ごとの週市と︑

︒ミ賊へhミミ隠︑ミ鳥も嘱︒⁝ミこNき︑ミミζ§日ざ竃無︒忌款伽

長文のものである︒①王の教会たる8ρ≦ω8魯の直営地と

ωけ濁雌B9同寸での三日間の大市の許可︵奪§§翫P：ミミ︑−

ヴォンシャとコンウォールの王の全身臣に宛て交付せる令

して︑切○げ︒同8σqげおよびOg色骨℃の二所領︵一一〇二年ま

・ミ矯偽脈〜ミ肋ミミこN〜§ミミ陪ミ︑ぐ塁二尊︶︑⑥売手・買手とも

ミ獄謡ミ携防恥︵ミこN艦様貯野心ζミ・㌃一こ酬窺謡黛叙戸〆ごミ乏へζ譜ミ嵩一こミ㍗ミ砺

に付与していた土地︶を回復させる指令﹁︵所領二言命令︶︵四．ミ︒ミ

に︑近隣の王の諸都市では︑市場税︵8拝︑富§ミミ︶の隠

で↓貧︑冨けoo財修道院長たりしタぞ白9ムが不・当に彼の弟づ︑密㌶露

ミ§§さ窯彰無㌧≧ミ愚貯幅§ミミ餐ミ誌へらミ町§ミ馬ミミQ︑︑N㍗
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（｝

匿の禁止︵韓憶︒ミ富︒謹ミ§織恥馬ミ慧ミ無器ミ§蝕なこ富§§§

⑳

恥§昏ミ帖雪篭︑帖ミミu蜀ミミミ恥身竃職ミ恥ぴ吋こ唾偽eミ竃ミ︑ミき帽誘

㌣︒⁝︶︑③教会の保有とともに︑裁判権等︑およびすべて

の他の慣習︹徴収権︺を保持せることの確認欝こ鵯ミミ︹ミ︺

§こきまミ駐§・・恥ミミミミ轡§⁝︶︒この令状の性格は︑一見

⑳

恥義⁝ミミ題噺︑へひ防︒註3肺ミ職戟ぎミミ㍗量．こ頓§ミ瀞母ミ聖ミ

訴訟の判決を執行させる断領回復命令で︑司法的令状たる

司法的でない如くであるが︑命令自体は判決の執行とみる

ミ駐管§§遷恥魯偽ミ︶︑の六種の命令が列記される︒①は︑

性格は明らかであるが︑②③④は土地所有権に関する命令

のが妥当であろう︒即時執行が指示されていること︑この

件について別々に令状が発給されていること︑＝一名の州

ならびに確認で︑⑤⑥の市場開設と市場税に関する部分は︑
﹁権利文書﹂的と認定しうる内容である︒

民による宣誓が要求されていること︑がその理由である︒

︵史料一八︶

一一五五年と推定されるヘンリ躍層の令状︒

ただし︑③は﹁権利文書﹂的である︒

︵史料一七︶ヘンリー世が︑ノーリジ司教頃尊び①洋と
シェリフ男︒げΦ詳の両名に宛て発給せる令状︵二〇八−一

九年︶︒内容は︑次の三種の指令を含む︒①ロンドン司教

手続としては︑ハンドレドの一二名の適法者による宜誓が

れに付属するすべての慣習︹徴収権︺を保持せしめる命令︒

世治世の既得権として︶命令︑②この命令に違背し︑権利を

に︑≦諦げp日における市場開設権を再確認する︵ヘンリー

①イェルサレムの神殿の騎士︵幡ミ§織こ§養Q斎§恥ミ§︶

切8げ9aに︑じdぢ夢σ舞αqげおよびGQ汁︒≦①両地の教会とそ宛名は︑エセクスの判事︑シェリフおよびそのベイリフで︑

必要とされるが︑ この問題の処理については既に国王の

妨害することの禁止︵禦特きミ富︒噛ミ砺§ミぎ偽§§§無ミ︑−
鯉§︑ミ︶︑を内容とする︒

⑳

別の令状により指令済みである︒︵㌔蕊9黛︒Q§織帖ミ誉鼠陰欝
ぎ鰹ミ︑馬肉鳶§︑§⁝ミミ象帆ミ趨§bごNいふミ薦凄︑無90ε馬ミミ§こ篭畑誤

ヘソリ勇奮が︑ノーフォクのシェリフ芝苧

壼ヨに宛てた令状︵＝五五一五八年︶︒内容は︑①国︒ぎ①

︵史料一九︶

§潮§ミミ︒無§ミ辱§§噂ミミミミ§噛M§§．︶②理由

修道院長が菊9︒詳ぞ︒訴げの土地︵これは︑OO毎ρpがヘンリ〜

8瞬§ミミミミ鯉§．：︾職らミ︾ミミ馬跳ミミ噛§鳳ミご蕊N凡ミaぎミ§象

を講じて執行を怠るべからず︑との命令︵韓謡§§︑§§w
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世治世に所有していたとして告訴中の土地である︶を保持すべし︑

ミ楠ミミミミ⁝︶︑

という判決の執行命令︵憶ミ誉︒袋＆＆ぴ青沼馬難き毫§§馬
欝ミミ三部§ミ§物§斡§§︑き︑恥塁ミ9ミ§ミ恥

②同時に︑その士地に付属せる家屋と動産︵これらも原告
O︒曇霞が不法に占話していた︶を修道院長に回復せしむべ
し︑との命令︵韓︑ミ帖暑︑塁紺喚愚ミ馬ミ帖§ミ8ミミミミ§

馬§§ミ鳳ミ§⁝︶︑③﹁もし︑汝︵シェリフ︶がなさざれ
ば︑︹代わりに︺余の判事をしてなさしむべし﹂︵O竃職達亀

誉職ミ嵩凡ミミ辱ぎミ§㌧牌．：ミ肉屋ミ§N⁝§ミ蝋びきミ凡之ミ曳馬⁝︶︑

②は原状回復命令で︑幻︒σq段やその他の人々により不当に

占取され︑あるいは持ち去られていたものを︑修道院長

︹の許︺に回復するよう命じている︵勲職ミ§購ミ﹁：ミミ辱ミ

犠ミ款§ぴミ傍ミミ§§ぎ遇いミ︑§山塞欝

沁￡ミ↓ミN愚簑ミミ凡鳥ミ織ミ§茜妃無恥ミミ馬身＆Nミ裳ミ竃Nミ恥計︑§−

⑮

帖ミ嵩画影蕊♂︾︹ミ篭
惹偽ミミ︶︒

三年︶︒内容は︑汝のベイリウィク︵冨田三︒rベイリフが管

とその下僚︵ベイリフ︶に宛てた令状︵一一六三一二七二・

シュロブシャのシェリフ

斎飾ミ餅︑§§費ミ鴨窺誉職ミ誉識︶︑との但し書︑より成る︒

轄する行政区︶の住民について裁判をなし︑彼らがbd巳乱≦霧

ヘンリニ世が︑

②は︑①の付帯命令であるが︑③はいわば二段構えの執行

の修道士に教会貢納金︵畠霞︒密8戸貯きミ

︵史料二一︶

命令で︑国王の意志が一層強く表現されている︒この︽ミ無

しむべし︑との命令︵特§愚ざま＆詠餐ミ︑塞§ミ傍ぎミ§鴨吻

⑭

コ
瀞らミ厨︾なる節は︑B権利令状の定型句として慣用化して
︹

嶋ミ簑ミ§守ミミ擾e馬無ミ臼ミ脳愚臣帖⁝賢ミ織窺ミ§§ミミ偽§

ぎ︸き§︶を納入せ

くる︒後述において一括検討したい︒
︵史料二〇︶ 一一六三一六六年の交付と推定されるヘソ

ソトリ司教菊8げρ銭がそれ︵貢納金︶を修道士に付与して

巽§§之§ミ寒§ミ恥⁝︶で︑その理由として︑①コヴェ

は︑①土地訴訟の和解命令で︑

おり︑そのことは彼のチャーターにより確認されている

リ八三の令状︒名宛人はリンカンのシェリフである︒内容

と菊︒σq興ωo嵩︒隔幻①ぼσqoけとの聞に︑頃ρσq芝︒ヰぼ昌σQげ勲臼

bd錠身畠修道院長七去

の一称ボ⁝ヴェトの土地をめぐり争われた訴訟に関するも
︒やミ§§ミミ

こと︑②この貢納金納入の慣行は祖父ヘンリー世治世に遡
⑳
ること︑が挙げられる︒本令状は︑一貫して司法的性格を

の︵㌧遷9辱ご︑凡ミQ§恥：．誉職工急＆§ミ塁鶏
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有し︑裁判の命令を下すとともに︑判決は修道士の勝訴を
予ボして︑貢納金の納入を住民に指示している︒
シェリフ等

﹁シェリフ宛て令状﹂として一括されるグ⁝ルプに︑特定

の定型句と機能を見出すことは困難である︒

注目されるのは︑この種の令状の中味はきわめて多種多様

︵史料一四︶︵ミ⁝誉職含や︑ミ§ミミミ≧ミ≧職馬ミ藁︑⁝︶

軌ミミ醇︶︑︵史料七︶︵ミ誉職蕊⁝ぎ富落胤馬ミいミ瞳ミミミ§：．︶︑

§ミ

﹁裁判をなすべし﹂と明示し

ただ︑シェリフの司法関係業務について詳細に考察して
みると︑既出の諸例のうち︑

以上︑諸侯宛ての令状︵史料一1一〇︶と︑

に宛てられた令状︵史料ニー二一︶につき︑その内容︵機

た事例は︑

であり︑広い意味でも﹁司法的令状﹂として類別しえない

︵なお︑同史料の注として同種の裁判命令が二例ある︶︑︵史料二

︵史料四︶︵誉馬竃凄偽︑ミ§N§勢い塞§ミ

能・性格等︶を考察したのであるが︑分体を通観してまず

ようなものも少なくないことであろう︒例えば︑ ︵史料一

のみである︒このうち︑二例はシェリフ宛てでなく︑司教

一︾︵培§愚ごミ応募ミ画室識素躍諏︒ミミ偽職ミ⁝︶︑の六例

付与︵実際は再確認︶に留まる︒こうした雑多な特権の授与

凝血されていて︑実質的には馬決の執行命令に近い︒これ

八︶には︑司法的要素は皆無であり︑単純な市場開設権の

は︑土地所有権の確認︑所領境界の確定などとともに︑令
チヤ タ
状の主要な内容を構成するが︑一見﹁権利文書﹂的ともみ

らを除くと︑

講じられた諸種の措置︵裁判の命令︑判決の予示︑判決後の執

の場合︑諸特権の再確認のあと︑何らかの訴訟に関連して

命令︑あるいは宣誓による審認手続や事実審聞の指示が中

ニ世治世にかけて︑令状の内容は︑判決の執行︑原状回復

年代的には一一〇七年が最下限である︒それ以後︑ヘンリ

こ

行︑原状回復の命令︑宣誓による黙認︑等︶が併記されている

心となる︒このように︑シェリフの業務は︑文字通り行政

飛史料劇戦の如き事例がある︶︑

シェリフに裁判権を委託した事例は三件で

と礼拝堂付司祭宛てである︒また︑最後の事例は︑判決が

える令状も︑実はその背後に当該権利について係争が発生

ヘコ

︵ただし︑他に後述Bの穴史料一︶

のはこの問の事情を裏書きする︒ 轡方︑厳密な意味での司

と司法の接点部分に広くかつ雑多であったことが判る︒

している等の事情があることを看過してはならない︒多く

法的令状として︑爽雑物の全くないものもある︒要するに︑
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ケーネヘムは︑シェリフの狙当業務について︑諸種の令
状における命令内容の曖昧さを指摘しつつ︑これは〜面シ

ェリフら地方役人の裁量権の大きさ︑換言すれば彼らの
⑰

利令状﹂は︑上述の﹁シェリフ宛て令状﹂と対照的にその

機能は本来きわめて限定的であるようにみえる︒ところで︑

既述︵序論︶の如く︑自由保有地に関する訴訟を裁判する

属することは︑封建制に固有の原則である︒とすれば︑こ

当該保有地の授封老たる領主︵封主︶の法廷に帰

うしたシェリフの恣意については︑これを抑止すべくとら

の当然の権利ともいうべき封主の裁判権の行使を︑国王が

権限が︑

れた国王の対策︑すなわち彼らから﹁裁判砿権を剥奪し︑

事更めて令状により指示するのは︑いったいいかなる意味

﹁恣意的態度﹂に繋がることを強調している︒しかし︑こ

これを地方在住の王の司法官や王法廷から特定訴訟につき

においてであるのか︒この点の理解が︑

﹁権利令状﹂の機

裁判すべく派遣される王の判事に委譲する方策−この王

も

能とそれが国舗史において果した役割を正しく評価するた

ち

も

機を次のように説明する︒すなわち︑㈲有力な諸侯と法廷

なお現実に人々が﹁権利令状しの交付を国王に請求した動

ぢ

理に立つ限り︑理論上無意味であることを指摘しつつも︑

ち

の意図は﹁巡察制﹂として結実した一とも関連させっつ

喰馬偽妹O︶とは︑ケーネヘムによると︑

し

めの前提となろう︒ケーネヘムは︑それが上述の封建的原

匙恥

﹁権利令状﹂︵糞H 搾 鼠 ユ σ q 曄 ︶

考量する必要があろう︒

瑚

︹

で争うには︑王の援助を借りるのが賢明であること︑㈲王

﹁権利令状﹂︵轡や︑馬守恥

次の如く定義される︒すなわち︑それは国王が発給する令

の令状により︑封主法廷における審理の迅速化が期待され

り

への移送が明示され︑それは領主にとって裁判収入の喪失

も

状で︑王法廷以外の法廷を保持し︑または主宰するある考

ること︑㈲命じられた審理が進捗しないときは︑他の法廷

る原告某へ公正なる措置︵裁判を含む︶が講じられたか否

という実利的なマイナスを寒したこと︑および⑥判決の迅

も

に対し︑その法廷において特定問題につき被告某に対抗す

かを調べるよう命令するもので︑通常の名宛人は︑封建法

速かつ円滑な執行が期待されること︑である︑と︒

⑳

廷の主宰者たる国王以外の領主である︑と︒この点で﹇︑権
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めて現実的な配慮にもとづき︑必要に応じ種々多様に機能

上述の如きものであったにしても︑具体的にはそれはきわ

しかしながら︑ ﹁権利令状﹂に期待された効果は︑〜応

し︵綬eミ︒§ミ§§誉晒§瀞§蓬曾ミ§帖白馬きQミ§こ鶏鼻§

道院長からそれを保有し︑

であることが判明すれば︑現にそれを保有している者が修

腎ミ㌣ミ§園§§鮮ざ＆曾駐︶︑㈲しかし︑もし．ミミ§犠︑

㈹もし︑彼︵現保有者︶が審

認を拒むならば︑修道院長がそれを直営地として保有すべ

窺等ミこ§ミミ§粛紬N︒逡ミ︶︑

︹かかるものとして︺審黙すべ

したのであり︑その定型化はかなりの曲折を経たものであ
⑪
ることに留意しなければならない︒この発展については後
述する︵本節後段参照︶として︑差当り﹁権利令状﹂への定

し︵寒ミ幽きミミ鉾馬食ミ＆守翁註§§註︒︑畑さ鴨ミ︶︑とい

も

型化過程にある諸種の令状につき︑その文書様式や命令内

も

⑫
う複数の命令を盛り込んだものである︒本令状は︑シェリ

フに対し州法廷の開廷と係争の判決を命令したもので︑前

も

容等を︑ケーネヘムの例示せる史料に依拠しつつ検討して
みたい︒

コ
︹

述A﹁シェリフ宛て令状﹂としても分類可能であるが︑裁

判﹁話しの付与という見地から﹁権利﹂令状として例示さ

ウィリアムエ世の令状︵一〇八七⁝九六年︶︒ノ

ーサンプトンのシェリフ名ヨδヨ︒︷09・冨σq器ω宛て︒内

れたものと思われる︒なお︑本来﹁権利﹂の内容は広いこ

︵史料一︶

容は︑③汝は州法廷を開き︑係争中のHω冨営営の土地が︑

とに留意する必要があろう︒

同じくウィリアムニ世の令状︵一〇八七一＝

孚

や冒Φ団と︑王の判事および王の全従臣︒内容は︑次の二命

○○年︶︒名宛人は︑侍従兼ノーフォクのシェリフたる出

︵史料二︶

ウィリアム一世治世に聖ベネディクト会篇節日︒︒亀修道院︶

の修道士に所領の定額賃借料︵賦﹃β︾こミ︶を納付したか
否かに関して︑州法廷の審認により判決を下すべし︵℃養㍗
ら曹ざ註竃ミ誉9翁8やミ馬ミ遷毯受§〜§霞§愚鳳§＆ミ旨ミ鼠︒

令より成る︒㈲州法廷によって︑この種の罰金の取得看が

ウィリアム一世治世に誰であったか︵菊霧島ω①図修道院長か

届ミ恥ミミ§§§ミ調

い§ミ賦bご§ミミ帖§鳩Sミ馬培ミ蕊恥ミS︑ω納付していれば︑

妻三智白創︒と瓢巳の先祖か︶を汝らは審問すべし︵寒餐ミ鷺

§嵩8恥お8聴ミ燃ミミ亀馬蔑縁ぎミ臓ミミミ

その土地は修道院長の直営地たるべし︵無目凡ミ焼§§鳳ミ︸脳
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慧楠︑8ミ暗ミ§〜恥ミ偽︑楠ミ軌器ぎ株主ミ︒盛誉弓馬尽§楠ミミ嵩ぎぴミ︑ミ

③．﹁この件については︑今後余は告訴を聴聞せざることに︑

ミへ貯ミ§愚ミ国勢〜§qミミ9︑恥ミ§ミミミ⁝象愚馬出学識ミ翁壱ミ㍗

︹告訴せるときは︺罰金一〇ポンド﹂︵ミ

§ミ轡§§︶︑㈲もし︑正当な取得者が修道院長であること

腎ミミ§︶︑④まだ︑修道院長が蒙れる侵害に関しては︑彼

汝は注目すべし︒

に州法廷が同意すれば︑三巴︷℃ρωω①δ芝が提訴した罰金﹁

︑ミS︒§特§︑蹄ミ無笥鳶＆寒卵肉ミ㍉§貯農§§§題亀噛︑ミ︑ミ︑ミ

○OSは︑遅滞なく修道院長に支払われるべし︵禦鴇8ミ㍗

﹁権利令状しのあるべき機

ヘンリー世め令状︵二〇三年︶︒バークシャ

のシェリフ頃億σqげα①ヒdooド⇒αおよび同断の司法官︾員σ−

︵史料四︶

能が早くも明瞭に現われている︒

れている点であろう︒ここに︑

については︑ ︵シェリフでなく︶修道院長に裁判権が付与さ

のは︑後段の②と④で︑今後本件と関連して発生する訴訟

に裁参せしむべし︵韓§蕎8§§導者§︸ミ§畑ξミミ袋§N
⑳
鴇賢妻ミ誉ら無憶題ミ︸δ︒この令状において最も喜多される

ぎぴミ︑♪ミ謹㌧ミミ磁︒ミ昏．匂ミミ身餐8きミ袋ミ一八勺§砺寧

〜ミ霧8§oミ§ミ乳牛N§執＆ぴ§黛ミ獄塞鳩壕轟ミ鴇貯ミ誉ミくミ計ミ︑§鰍

§富越

⑬
貯§ミ特簿ミ§騎鴇嵩こ︸・・ミ＆＆蜜款鳶ミへこ誉いご︒上例と同様に

シェリフに宛て︑州法廷での審問と判決を指示したもので
ある︒

︵史料三︶ ヘンリー世の︑ ハソティソドンのシェリフ
この内容は︑次の

お団畠Φ＜禽の両名宛て︒内容は︑まず①︾びぼσqロ︒p修

國︒σq費宛ての令状︵一一〇二年と推定︶︒

如くである︒①口ρ日の①団修道院長とα屯ぎに︑∪①笹嘆馨

道院長閃許嫁βωに対し︑＜〜艶置ヨoh冒ヨδσq＄に他の土

Xミ縁餐鼠さごミ寒鳩ミ霧さ寒恥§﹂客§織§象§ミミ

返還するよう余︵王︶が欲していることを汝らは知るべし

地から搬入せる彼のすべての動産︵収穫済みの穀物と家畜︶を

の土地︵鷹匠〆≦置pヨが現に三韓︶を︑汝は圓復せしむべし
︵℃ミミさご款ミミ＼﹄ミ国＆ミミSぴミミ㌔N．︒璽§硫ミ鴇含§帖ミ噛︑懸命袋

§ミミQ塁ミ︸園ミ災︑ミ嵩§亀︑ミミ賊§職ミ爵ミ︶︑②もし︑

薯鰻昼薫が同地の他の保有につき告訴したならば︑ ﹁都合

の良い開廷期に当該修道院長がそれについて裁判をなすべ
し﹂︵⁝ミも題へき§執︸N§ミ三位ミミミミ凡慧§ミ§琶ミ︶︑

劉ミNミミ︒鳶ここミこ偽謹直慧ミへ§憶§ミ焼§二§ミもミ思無嬉駕§§§＆

無店暴ミミ㌧§ミ＆窪恥りQ§ミ奪辱ミミミミ妹ミミミ偽凶ミミ§
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（い

ミ︑募ミ葬︶︑ついで︑②ただし︑家屋と作付中の慰物その

他については︑州法廷の公正なる覇決によって裁判がなさ

ヘンリー世の令状︵＝〇三年と推定︶︒ウォー

に留めたい部分である︒
︵史料五︶

リク伯麟Φ旨︸︑とシェリフ≦葺けヨ宛て︒内容は︑もし

ついて告訴するならば︑

れるべし︵導§︑ミO塁↓ーミ︒ミ窺ミ〜薯鼠識ミ偽ミら爲︑ミ冴ミ駐

に関しては︑既に王の他の令状によって譲渡せる如く︑修

の法廷に赴くべし︑しかして修道院長はそこで

一〇ωo編著瓢㊦切首霧幣がωけ試母団︵o暁﹀玄おΩo菖の土地に

道院長の望むままにせよ︒しかして︑修道院長は︑この令

に裁判をなすべし﹂ ︵⁝腎ミ馬鼠㌧ざミ気宇08ミ暗周蕊塁こと

導霧︑ミ§ミ画ミこ剛ミ︒︑ミミ︒§ミ貯鳳塞︶︑なお︑③土地

状に反して︑何びとにもこれについて訴了せざるべし︵富

ミ蔑§N＆寒︑隊ミ多望恥琴呑口ミ§無ミ噛︑馬魯ミね︶と命じ︑
へ
も

よリシェリフらが裁糊をなし︑③土地については︑﹁修道

行せしめたものであるが︑②家屋等については︑州法廷に

㊤
§ミ︶︑の三点より成る︒①は︑動産回復をシェリフに執

既偽ミ職鷺喚賢︑きこ︸§いミ8嚇§象㌧ミ輪ミミ蝕§動ミ憶旧︑ぎこ︑馬愚︒苧

被告たる封主の封建法廷への出頭︑被告による裁判が命じ

⑳
とある︒名宛人は︑伯とシェリフであるが︑原告に対し︑

寺亀＆贈ヘミ餐ミ噛§N噛︑偽落§§ミ帖こ§9鶏馬N§︒帖謡ミごN︒8︶︑

し︺︑その件につき訴浴することを余は禁ずる﹂︵ミ鳶蛍ミ︒

優し書として︑．﹁修道院長が他の場所で︸○ω8一ぎに︹対

宕︒︒8一8

﹁彼は︹跨びぎσqα○⇒の︺修道院長

欝ミ騒§§滝ミ色身町匙瓢§︑需ミミ霧＆守翁襲§〜蓉ミミミ鴨ミ

院長の望むままに﹂裁判が行なわれた︒物件により異なる

られており︑かつ訴答すべき法廷が限定されている点は︑

同じくヘンリー世の令状で︑シェリフ国￠σQげ

たもの︵二〇七−一一年︶︒①︹図○σ①詳なる者が告訴せる︺

の他︑○①o瞭お猛撃δ9と侍従跨￠訂①矯の三塁に宛てられ

︵史料六︶

に果すものとみてよい︒

形式上はともかく︑実質的に﹁権利令状﹂たる機能を充分

裁判方法が事細かく指示されているが︑最も重要な土地に
ついて︑封建法廷が処理に当ったことに注目したい︒なお︑

③の後半は︑この令状が︑︹領主法廷以外の︺他の法廷で
の裁判はありえず︑との保証を修道院長に与えたことを意
味しよう︒この種の但し書は︑後述︵第二節参照︶の如く︑

﹁権利令状﹂の最も重要な原則を内包せるものとして記憶
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らは修道院長に彼がこの件につき告訴しようと欲する時に︑

より︑修道士○ωびΦ碁に加えられた侮辱についても︑

﹁汝

の物件はΩρ購書ぎコの土寄︑珍物︶︑また②同じ労︒げ①訴に

利の欠如を理由とする告訴を︑余は聴聞せざるべし﹂

についてである︒第一は︑

尾に︑付帯命令ないし但し書として記述される一定の成句

なお︑ここで若干補筆しておきたいのは︑令状主文の末

ある︒

充分なる権利を行使せしむ︵裁判を行なわしむ︶べし﹂︵︹勲

々ミ§；N§〜ミ恥ミ爵§特き黛ミミ袋§識︶︑という但し書で︑

訴訟は︑8び窪コ①︽修道院長の法廷で裁判されるべし︵訴訟

§eミミ画ミ蕊簿Q§素的鳳黛瀞ミO客ミ︑味︒ミ〜§ミぎ⁝さ恥＆恥ミ

係争の最終的解決を明記したものと解釈される︒この定型

令状であり︑この両例から班に﹁権利令状﹂としての一定

§ミミ3︑とある︒上例︵史料五︶と類似的機能を有する

せる者は﹁罰金一〇ポンド﹂なる記述がみられるが︑大同

映§職︑なる部分がなく︑ ︵史料三︶では︑この命令に違背

句は︑既出のウィリアムニ世の令状では︑

︵諾

﹁︹今後︺︑この件について︑権

謁＆ミ︑〜o︺誉ミ偽＆轡ミ帖黛ミミミ遷魯ミQ§ミ︒§§嵐§凡欝唖鴨

型が成立しているようにみえる︒しかし︑・これらの令状に

小異である︒しかし︑こうした慣用句を用いず︑今後起り

﹁権利﹂の内容は多義的である︒ヘンリー世の令状につい

定地域内の不特定の封臣に宛てた令状︵＝二八〜年︶は︑

ば︑ヘンリー世がロンドン司教等の特一定者ならびに広く一

．︾6㌧§§︑ミ

あらわれる﹁権利﹂の内容は︑画一的に領主に裁判権の行

うる事態に関する具体的措置に言及した事例もある︒例え

⑰

使を命じているのではない︒ それどころか︑ ここにいう

てみると︑裁覇権の他に︑ωハソドレドの領有を再確認す

主文に︑﹁汝らは次のことを知るべし︒余はω汁同◎語煽巳︒︒

⑲

る令状︑②十分の一三の取得に関する﹁権利﹂の令状︑㈲

修道院長跨郎ωΦ一臼が≦轟げ⇔Φωωマナーを彼の教会の直営

⑱

単に土地保有権のみの圓復を命じた令状︑もある︒要する

地として占取することを命ずる﹂旨の通告を掲げるが︑但

⑳

に︑ここにいう﹁権利﹂の実質は多様であった︒実際︑既

︹将来︺⁝⁝このマナ⁝の所有権が教会にはなか

﹁もし匹︒げ鍵α︵同マナ⁝を占有していた人物︶

し書として︑

の子が︑

出の諸史料からも明らかな如く︑個々の令状の中味は︑こ
れら各種各様の﹁権利﹂の種々なる組合わせより成るので
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誉

＠

ミ■奪ミ亀斎らミ簿恥鷺誉§ミ誉ミ︶︑とある︒

さて︑ヘンリニ世治世に入り︑﹁権利令状﹂にはどのよう

つたとして訴訟を起すことを欲するなら︑余は︹同教会の︺

修道院長が彼︵空︒冨aの子︶︹のため︺に公正なる処置を

している慣習︹徴収権︺を汝は保有せしむべし﹂︵℃§愚旨

修道院長と修道士に︑彼らがダービーにおいて要求︵告訴︶

王がダービーシャのシェリフに宛てた令状は︑﹁しd蓉8口の

な変化が現われるであろうか︒まず︑︵史料七︶一︸五五年︑

ミ同気ミミミミ註楠§ミ曲ミ遷§山嵐題馬鳳§＆§§き象匙恥亀蜘■：

とる︵裁判する︶べきことを命ずる﹂︵忽ミミ添乳ミミさミミ欺
ミ

＠
ミミ︾§＆慧︒ミさび翁§・︒鴨ミミ管§惹無画§︶︑と述べる︒

︵︹繋＆︺

餐ミ⁝誉9翁＆寒声馬縣ミ§§ミ恥望ミ蝋§§窃§的§ミ§ミ吻婁騒砺

﹁もし汝ら が ︹ そ れ を ︺ な さ ざ れ ば ﹂

ミ無誉hミ菖︑代わりに誰某がなすべし︑とした付帯命令で

ミ§ミミ冒bミ8とし︑なお︑この権利は当該地域の適法

第二は︑

ある︒この倶し書の効果は︑二段構えの執行という意味で︑

いて王は聴聞せざること︑が付記される︒また︑︵史料八︶

﹁もし汝がなさざれ

者により立証されうるであろうこと︑

も

王の意志が一段と強化されたことの他に︑権利令状の多く

ば﹂代わりにレスター伯がなすべきこと︑今後この件につ
⑧

も

が封建的権利ないし原理の確認を主たる内容とするので︑

令状の未執行は︑それを理由として王の代理人による執行

の付帯命令もみられる︒例えば︑ヘンリニ世治世︵多分一一

契機となる点が重視されねばならない︒時には．三段構え

地と口乞δ夢の四人の子供についての充分なる権利を汝

らが権利を要求︵告訴︶している日団αα在六〇エイヵの土

に交付せる令状は︑﹁8げ︒ヨ①︽の修道院長と修道士に︑彼

一工所課年ごろ︑同声が國δげ霞αωo⇒Oh閃︒び①糞︒臨円蜜自α

﹁海の彼方なる国王の令状にもとづき﹂︵博ミミ三川

に切り替えられることを意味し︑かくて王権原理の貫徹の

六二年︶︑

は保持せしむべしし

㊥

門馬§噛・ζ︑亀偽ト艦へ鳶識恥壽ミ蔦帆趨㎏輯同職

料九︶一一六二⁝六六年の令状︵ノーリジ司教を巳雷8宛て︶

§籍凝ミ駐肉SミミQ佃§ら脳ミミミ︶︑とある︒さらに︑︵史

ミ︒ミ掴昏ミ恥

︵始ミ＆誉︒畿ミ鴫§郵．．黛§§四越§ ミ

ミ薦鋳§ミミaミミ馬︶発給されたレスター登園︒げ①詳の令状

鷺こ恥畿恥へδぴミミ

砺

には︑﹁もし汝︵名宛人︶がなさざれば︑国09諄α①＜巴︒σq−

浅§§N︒ミ

器ωがなすべし︒しかして︑もし彼がなさざれば︑余︵伯︶
が自らそれをなすべし﹂︵逆賭無隠§︑3陶＆ミ
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も︑内容は︑①﹁汝は︑長流鴛σQ賀卑教会の教区民を同
教会に来らしむべし﹂︵⁝誉9蕊竃ミ舜：ミミ§亀aミ寒ミ欝

の行使を中心としたものに変わる︒

例えば︑ ︵史料一一︶ヘソリニ世が円げ︒岳①団修道院長

は︑﹁汝は園8げ貧α津N︾創ρヨ︹のため︺に︑円≦団毒Φ鵠在

に宛てた一一七六一七七年︵もしくは＝八八年︶の令状

修道院長の封地であり︑またヘンリー世治世にもそれが慣

一ヴァーゲトの土地について遅滞なく裁判を行なうべし﹂

㌻§磧ミミ馬．：特ミ8ミ§8⑭§笥︶︑その理由は︑同教会が缶︒一ヨ①

行であったから︑とされるほか︑②﹁汝は同教会の司祭

︵⁝魯ミ§貯畿§馬黛§§国§魯§燃§馬蕊観ミミ︒滴皆臥§匙馬賊

したのは国︒αq輿δ切霧げ巴○目なる人物であること︑が令

修道院長は口δげ母αの封主であること︑この土地を侵珍

ミ薦ミ療ミ篭註ぎ鴨§NN窺⁝︶とあり︑しかも︑名宛人たる

類巴8目が⁝⁝不当に影取せし土地を︑前述の修道院長に
保有せしむべし﹂︵勲⁝ぎ筆写膏9当鬼職場ミ＆寒畿ミ蓉ミ
㊥
︵史料一〇︶一一六二一七五年の令状︵エクゼタ⁝司

Q§ミ副§執ミ浅憶さ帖肺舞：︹庶§題詞︒＆︑愚§ミ．：︶︑とする︒

次に︑

れた保有地の回復を目的とする裁判が︑王の令状により開

教bdρ穽ぎδ日薯宛て︶は︑①門器σq興ハンドレドの適法者 状の記述から判る︒かくて︑封主が封臣のために︑侵奪さ
の宣誓により︑ピΦ山江Ooとい○︹の両地︺の保有地について

始されようとしている事情が明瞭になる︒なお︑本令状に

は︑﹁汝がなさざれば﹂︑ノーサンプトンのシェリフが代行

審認を行なわせ︑②その保有が事実であれば︑・℃領土導8
⑧
の修道士会にそれを占有せしむべし︑と命令している︒

すべし︑との付帯命令︑および今後この件についての告訴
⑧

無論︑この一例をもってすべてを律することは許されな

は聴聞しない旨の偉し書が付せられている︒

に留まり︑狭義の﹁権利﹂としての裁判権の行使を命じた

いが︑六〇年代後半から七〇年代にかけて︑ヘンリエ世の

以上︑十工世紀六〇年代までのヘンリニ世の令状は︑上
＠
例以外のものを含めて︑すべて土地保有権等の権利の確認

ものはない︒既述のように︑ ﹁権利扁の内容は本来多義的

統治に何らかの発展があったのではないか︑との予測が成

り立つであろう︒というのは︑ヴァン皿ケーネヘムによれ

であるから︑そのこと自体は何ら不都合ではない︒ところ

が︑七〇年代以降になると︑令状の機能は一転して裁覇権
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ば︑ ﹁権利令状﹂は︑十二世紀後半に至って次の如き︑原則

侵奪された占有を圃復せしめる手段として用いられたから

制約の告訴から自由保有地を保護するとともに︑不法にも

であり︑その意味で﹁権利令状しは︑ヘンリニ世治世に新

薫令状がなければ︑現に占有者のいる自由保有地について

れが既に王国の慣習として確立していた︑と詣関するとこ
㊥
ろのものである︒この原則の意味は︑要するに︑いまや国

訟に対する国王の干渉から︑

るとしても︑それがその機能を質的に転化させ︑個々の訴

﹁権利令状﹂の系譜を発生史的に追求する点では有効であ

﹁訴訟開始令状﹂として王権

の介入が普遍化するに至る過程は︑やはり論理的に︑ない

いう上記の原則導体の確立︑という三つの局面から説明し
⑧
ようと試みる︒しかし︑この方法もまた充分にわれわれを
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9e

を確立し︑イギリス国事史上重要な発展を画した︑とされ
るからである︒その原則とは︑ ﹁国王の命令もしくは王の

たな訴訟手続として創案されたかの﹁新侵奪占有回復訴訟

〇一ωω①一〇◎一﹃F︶令状﹂と︑まさしく相互補完的役割を果

炉

ところで︑このようなヶーネヘムの評価は︑彼自身の配

⑳
した︑と︒

Ｏ〜﹁⑦一

可罰長官の命令なしに︑なにびとも彼の領主の法廷におい

て︑彼のある自由保有地について訴答することを強制され
ない﹂︵哺§蓉§N魯ミ鳶憩§§蓋譜象ミき智ミ爵訂箋§ミ帆喚さ
Nさミ︒︑§馬ミ§誉砺画ミ亀ミ㌧ミミ愚︑o§こN篤ミ玉鴫騎蛇ミ臨器ら§㌣

の訴訟は起しえないこと︑つまりこの令状が﹁訴訟開始令

しは法理的に分析される必要があろう︒ケーネヘムは︑こ

列になる﹁権利令状﹂の諸例を︑既述の如き仕方で検討す

状﹂に転化したこと︑である︒しかも︑この令状によりひ
⑧
とが告訴する法廷は︑封建法廷に限定されない︒かくて︑

の問題を︑ω抑止されざる告訴からの占有の保護︑②通常

この方法は︑

この原則は︑封建法廷の裁判権の確認ないし発動の指令と

法廷の活動に対する︑その主宰者への命令を通しての国王

るだけでは必ずしも充分に理解しえない︒

いう﹁権利令状︺の当初の機能から︑一転して王国の統治

の積極的な介入︑㈹国王令状なしに訴答を強制されないと

一環として始動することになる︒何故なら︑この令状は無

ヘンリ母型による土地占有の秩序と公正の維持なる政策の

者たる王の意思を遂行せしめる手段として︑具体的には︑

︑ミ費風§ミ帖§︶なる原則であり︑グラソヴィルが︑当時こ

（H
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において別途に検討することとし︑ここでは第三の令状た

納得せしめるものではない︒この点については︑後節冒頭

道院長スコットランドに再び占有せしめるよう命令する﹂

司9誌≦一︒プの都市を︑汝らが︑聖オーガスティンと︹その︺修

成る︒①﹁余は︑シェリフたる麟鉱ヨ︒が現に保有している

以前は︑多様な様式がみられる︒その機能もまた大きく転

通じて執行されることになるが︑しかしかかる定式の確立

においては︑名宛人はシェリフとなり︑国王の意思は彼を

に由来する︒また︑既述の如く︑この令状が完成した形式

るように︺︿汝が﹀命令すべし﹂なる定型句で始まること

コ
有力な諸侯である点では︑Aとして分類可能であろうが︑
︹

§乾識鑓§鳶ミミ恥︶︑と︒ これは︑名宛人が大司教以下の

ミ鳶ミ偽註ミ§赴袋暗〜§ミ爵ミ恥S無噛︑窺kミ︑黛さ恥疑ご漁竃§職

が不承旨々であれ︑それを返還するよう強制すべし﹂

〜ミ画ミ

︵亀

行為によりそれから何かを侵奪するならば︑汝らは︑彼ら

再び占有せしめる命令︑および③﹁もし誰かが︑ある侵害

ミ唾翁噌餐箋⁝︶

換し︑．当初の単純な原状回復命令は︑その付帯事項︵それ

内容は所領返還騰原状回復命令であり︑﹁プラェキペ令状﹂

﹁その他の土地すべてを﹂︵9ミ〜塁︹喝§︺§翁

蔑9§謹晦︶︑②同じく追放中の修道院長とωヨが護渡せる

娩8〜N・§脳§吋喚塁e︑§︑笥ぴミ頓ミ嵩§ぎミ§飾凝QNミミ§ミミミミ

︵ミ§§ミ㌣ミ鼠腎︒楠ミ誉載ミ鋳恥§罫§・屯蓋覇畿ミミミ客轡ミ徳ミ

る﹁ブラェキペ令状﹂の諸機能の論証に視点を移したい︒

@﹁プラェキペ令状﹂︵霜目星マ竃雲影︶

この名称は︑それが．㌧ミミ聖餐ミ奏ミミ︑︑すなわち

︹

ﾞが﹀支払いをなし︵あるいは返還して︶︹原状を回復す

が執行されないときの指示︶に重点を移行させていく︒そう

本来の機能を示す好例である︒

七年︶︒名宛人は︑コヴェゾトリ修道院長が所領を有する州

︵史料二︶同じく︑ウィリアム一世の令状︵一〇六六i八

⑧

した令状機能の発展と転化の過程を︑ここではひとまず上
コヨ ノ

述ABに倣い具体的に跡づけることにする︒

︹︹
︵史料一︶ 一〇七七年︑ウィリアム一世が︑大司教U曽亭

および﹁サクーーアンドーーソク﹂︵低級の領主裁判権︶の再確

h毒コ︒︑司教O①亀時3︑︑国￠伯菊︒び①暮︑寓葺σqぴαΦ試︒葺8界︑ のすべてのシェリフで︑内容は︑①修道院長の土地所有権

その他の諸侯に宛てた令状︒内容は︑次の三つの命令より
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㎝，

「〈

︵蕗︒

ミ︒ミミ喚ミ防§魯鈎

認が︑付帯命令として﹁なにびとも彼の許可なしに彼の裁
判権に干渉することを禁ず﹂

﹁余は汝

ラムジー修道院長レ多言昌をして︑彼の土

は︑○・の︒昌Oh口︒σq霞で︑次の如く命令された︒

に命令する︒

全所領から︑永久的に︑城砦修築の義務を免除する旨の通告︑

またなにびとたりとも彼︵院長︶に害を加えることを許し

彼の森林地を︑すべての点で公正かつ平穏に保有せしめ︑

地︑隷属畏︑何であれ彼に所属するすべてのもの︑および

③﹁しかして︑余は閑・目騨藏①げ︒δに命令する︒汝は信頼

℃はならない﹂︵噂ミ唐骨き心綱ミ膏忌引恥鴫§野心■⁝欝ミ§簑蕊

肋§ミ鴇ミ臓§ミ優ご譜詩ミ翰魯§︑帖ミ喜馬︶︑②同修道院長の

しうる保証人によって抵当を︹修道院長に︺返還せしむべ．

ミ詠§ミ§⁝§ミ霜さ画貯︹ミ︺ミら§恥§鳳帖翁ミミ§弓馬こξNミミミ

⑧
誉鼠8︑と︒これは︑︵史料一︶と異なり︑名宛人が○・な

し﹂︵韓赴黛腎乾霧誉︒涛寒§o逡ミ誉＆§§§ミ恥嚢嚇ミ§
鷺嚇︑︑§こ§恥ミ邑︑④﹁しかして︑その後にこの訴訟は判

る個人で︑命令内容からみて当該所領等の侵奪老︵従って

言命令となる︒

︵史料四︶

五年の某年︑ノーサソバーランド伯男○げ①誹宛てに次の命

同じくウィジアム多妻の令状︒一〇九一−九

被告︶である︒かくて︑本令状は︑原告にとっては原状詳

決を下されるべし︒もし︑抵当が正当に受取られれば︑彼

︵ミ憶8ぎ

︵修道院長︶は裁判されるべし︒しかし︑もし然らずば抵
当を返還せしめ︑彼に裁判を行なわしむべし﹂

黛織博ミ＆ミミ画昏§謎燃職偽こ§欝§貸愚ミミ馬無ミ桟ミミ国ミ払慧ミ馬副馬ミ

＠

蕊鶏ミミ§ぎ嵩毬唄画ミ︶︑とする命令︑より成る︒①②は︑

占有することを望む︒⁝しかして︑汝の家臣たちがそのと

ダラム司教が国︒ωω在の土地を

において爾後の裁判方法が指示されている︒このように︑

き︵激怒してウィンザーなる余の許を立去れる日︶以降受領し

令が下された︒ ﹁余は︑

本令状には︑抵当物件返還命令と裁判手続の指示とが組合

たものは︑何であれ︑余がダラム司教に彼の土地を回復し

﹁権利文書﹂的であるが︑③は抵当物件の返還命令で︑④

わされており︑ほぼ百年後に定型化される﹁プラェキペ令

ミ⁝h妹Qミ＆恥いミ

状﹂の本質的部分を回生的に示している点で注目される︒

bミミ︑ミこ亀恥砺慧偽騒びき騎§妹ミミ§沁8砺執

たのちは︑返還されるべきである⁝⁝﹂︵§ごミ愚§§蕊

︵史料三︶ 一〇九二年のウィリアムニ世の令状︒名宛人
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無窯惹斜ミ亀§℃ミミ⁝︶︒

⑧
この事例

慧§§︒愚§§こ§蕊蕊の縣ミぽい§§嵩鑓︒望ら§ぎ塁鴇§騎8逡
爲織§畿甜ミ§肘簑§き誉

では︑ ﹁余は望む﹂という表現が用いられているが︑所領
回復命令である︒

⑧
ている︒一見︑土地占有の確認め如くであるが︑侵奪者に

同じく︑ウィリアム一世もしくは二世の令状

対する返還︵原状回復︶命令である︒

︵史料七︶

Z八蝋！一一〇〇年︶︒名臼βヨα①O貧︒貴δ宛て︒﹁汝は︑

竃巴ヨ霧げ霞︽修道院長○①o鎗器嘱に︑汝の兄寓巴σQ曾が既

に岡修道院へ寄進した土地に関し︑充分に公正なる措置を

ウィリアムニ世の令状︵一〇九四−九五年目︒名

宛人は︑司厨長︵咽§︑貯識浅︶国恥σqプで︑内容は︑

講ずべし﹂

︵史料五︶

らサザソプトンへ持ち去られた魚の分け前を︑名宛人はバ

§ミミミ蕊ミ§熾ミミ餐§遷§蒔ミ竃受ミ馬こ§畑角儀ミ鴫S寒識§

して︑切霞ぎσqを︑聖ポールの他の土地が︑

︵繊悔︶王︑余の父︵ウィリアム一世︶︑余の兄︵同二世︶の令

エドワード

ｮぎσQから占取せるものは何であれ︑返還すべし︒しか

の修道士会に︑汝が余の兄ウィリアム︵二世︶王の死後

︵二〇〇10一年︶︒﹁余は汝に命令する︒速かに︑oQ叶℃騨巳︑ω

︵史料八︶均筥貯日旨巴卑に宛てたヘンリー世の令状

⑧

§ψ§ぎ恥辱ミ鴛︶︑とあり︑具体的には土地返還命令の一表

︵遵偽さ寒獄曾職§ミ︒大旨§執︸ミ§ミミ黛§§N

トル修道院長○窪のσΦ詳へ返還すべし︑というもの︒理由

現である︒

三巴汁①同の︒⇔○︷

は︑ウィリアム一世の雷進により︑それが同修道院の権利
＠
に属することが証明されたためである︒これも原状回復命
令の一例である︒
同じくウィリアム練緯が︑

﹁汝は認めるべしし︵噂ミ蕊ミ§︶とし︑

︹汝は︺なさしむべし︒もし︑汝がこれをなさざれば︑余は

状によって安泰である如くに︑平穏かつ平和であるよう︑

有すべし︑とあり︑さらに③この土地と森林について︑汝

出自Gqび位⑦切oo笹⇒偽に︑州法廷において裁判をなし︑以後

付帯命令として︑②修道院長は︑彼の領民の放牧地をも所

を保持すべきことを︑

森林地︵ただし︑後者のうち樹木で蔽われた部分を除く︶

Z八七−九七年︶︒①﹀σぎσq畠︒昌修道院長が︑彼の土地と

○汁臼 ︵．ハークシャの王の料林監視人8話︒・け8に宛てた令状

︵史料六︶

ケントか

（一

bd

は修道院長の権利を今後は侵害せざるようにすべし︑とし
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（一

確固たる平和を維持せしめるよう︑命令する﹂︵℃§ミ︒款ミ

示とが組含わされているが︑ただここで指定されている法

ここでは︑①の原状回復命令と︑②の訴訟手続に関する指

よう︒しかし︑形式的には︑

﹁プラエキペ令状﹂として扱

廷は領主法廷であり︑その意味では﹁権利令状﹂的といえ

ミミ︒ミミ含ミき︸〜ミ砺軌§寒℃ミミ禽鄭馬ミミ氏h§乾鋭§密険−

§頓題唐箕ミミミ脚下鴨恥︸§ミミ＼ミ壕騎ミ脳韓篭ミ趨ミ馬
ミ五三題恕袋ミ象ミミミ§ミ馬爵︑ミ︑ミ特§馬町婁こミミ竈

うことも可能である︒

︵史料一〇︶ 岡じく︑ヘンリー世の切︒ぴ①詳○Φ臼O昌宛

て令状︵一噌〇六年と推定︶︒内容は︑園︒びΦ冨ωo⇒oh国Φづ︑①鴇

が︑彼のすべての土地︵妻舜団σ9q在の︶と動産を平穏に保

人によって返還させ︵謁ミ§辱ミ黛恥喩身＆寒帖帖譜じ頓職ご凱叢§

まず︑①名宛人に対し︑切ρ窪Φ修道院長へ︑豚舎を保証

令状︵二〇一年︶︒次の三つの命令が組合わされている︒

がその土地を保有していたから︑とする︒ここでは︑問題

ンσぎσq鳥︒障︶に︑施物として寄進したときに︑前記図︒σ①唇

土地を王妃に寄進し︑王妃はそれをωけ竃ρ受教会︵︒h

で︑土地・動産の返還命令である︒理由は︑名宛人がその

有することを汝が認めるよう︑余は命令する︑というもの

篭§ミミミ︶︑②﹁もし︑汝がこの件につき訴訟を欲するな

の土地を切○げΦ洋が﹁占有﹂していたという事実が重視さ

一一一一年ごろのヘンリー世の令状︒名宛

＠

らば︑bd暮二ΦのQ︒什霞鎚怠瓢の法廷に赴くべし︒そこで汝

れていることに注目したい︒

︵史料一一︶

人は旨oaρ⇔α①ωρo鐸く已である︒

ら寒口器ミ砺ミ竃畿ン誉ミミ帖職馬切ミごミさ凡︸︑題￡ミ

ぎ富禽︶︑③ただし︑ ﹁すべての余のバμンと伯は︑余が

諺びぎσq侮8修道院長閏霞三葛ならびに同教会に︑汝らが

蓬扇職ミ

切暮鉱Φのωけ自9辱言の教会にその法廷を譲与し︑また︹そ

彼らから占取している土地で︑

口巴協§Gミ白墨ぎミが

﹁余は汝に命ずる︒

のことを︺再確認した旨を周知するよう︑余は望む﹂︑と︒

鳶ミ巽讐
ミ詠

は︹裁判請求の︺権利を保持すべし﹂︵奪紅§ミ︒黛§無ミ恥

︵史料九︶ ヘンリー世が図○σΦ詳Oo嵐宛てに発給せる

⑩
㌧§馬ミ慧§ぎし︒これも︑土地の返還命令である︒

顛磯§賊§bd8N§§弓馬誉＆ミミ管無ミミ濫凡w；魯︑騒ミ︑§ミミ

ミ憾黛ミ角ミ翫ミ濾︑魯︑詠ミ猟◎§織鴇き嵩悟らミ3㌣象慧ご

動§鐵聴鷺蕊鷺ミ恥防§ミ帖℃§§恥ミ§N織§国贈鳶曽帖＆§喪§肉織窪ミミ

b曽
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ブラェキペ令状の一種と考えうる︒ここでとくに留意すべ

きは︑土地返還令状の定型化が乗だ進展せず︑形式上﹁権

︹かって︺同教会に施物として寄進した土地に関し︑充分

に正当なる処置をなすべし︒しかして︑もし汝が遅滞なく

ヘンリー世の令状︒主席司祭とヨ︒伽宛て

利令状﹂との混同が認められる点であろう︒
︵史料一二︶

これをなさざれば︑余はぞ巴什興○漆霞島が︹代わって︺
なすべきこと︑また彼︵♂く豊富村︶がなさざれば︑瓜gσqび自①

ーコニ年︶︒﹁6げ︒ヨ①蜜修道院長へ彼のωρ≦σ臣山σq①

のマナーを︑汝がそれを受領せし時の如くに回復して返還

鼈齠

権利の欠如なる理由でのそれについての告訴は一切聴聞せ

せよ﹂︵肉ミ§＆寒畿§§§馬帖黛︑ミミ斗§砺§辱M︑N§防ミ馬ミ義ミ

切oo卵鐸αがなすべきこと︑を命令する︒かくて︑余は今後

ざるべし﹂︵㌧着S曽ご頴竃ミ黛ミ四謡ミ遷§戦ミ誉亀翁寒喚ミ︒

画ミ慧妨

喚§ミ肉ミ§蓄窮§Gミ法華怨§N§ミ鳳ミ匙題凡§爵風声ミミaこミ旧

こと︑および︑汝がなさざるとき︑写影hbd霧︒・騨が代わっ

し書として︑今後この件について国王は裁判を行なわざる

§ミ§二一ミこ︑︑ミ蕊q愚婁噛︶︑とある︒そして︑但

＆寒畿ミミミ塁ミ鴨§臥ぴぴ§繕§ミ§鳳ミミミへ§さ怨ミ乳帖ミ3

ミミ亀亀ミミ︒ミ斎南国阿叔ミミ愚ご餐ミ酬§N§︑竃O誉ミ一

ヘンリー世が︑．毒田貯8餌①窯︒馨陰︒げ卑に

宛て発給した令状︵＝二〇1二三年︶︒上例と類似の土地返

︵史料＝二︶

よる執行の意思が表明されている︒

⑧
てなすべきこと︑が付記される︒この図巴h切pω︒︒簿なる
意職ミミ無固目QN§隠qミ鈍量感︒90譜bd魯N§§誉鼠ミ章ミ馬凡ミ鳶
⑰
人物は︑ヘンリー世の巡回覇事であり︑事実上国王の手に
⑭

ミ§Nミ§§ミミ︸四篭きミ織特§ミ貯．︶︒本令状の定型句は︑

コ
前述B﹁権利令状﹂を想起させる︒ ﹁汝は充分に正当なる
︹
ざれば﹂︵ミ野馬：誉qミ土蜂︶︑等︒しかし︑名宛人は被告で

還命令であるが︑﹁汝がこれ︵この平和︶に反してそれ︵そ

処置をなすべし﹂︵黛馬ミミ§職︑ミ起︑ヘミへδ︶︑ ﹁もし汝がなさ

あり︑権利令状の典型にみられる如き封建法廷の領主では

の土地︶から持ち去れるものは何であれ返還せよ﹂︵ミQミや

⑩

ている︒

Qミ︹こミ無畏辱ミぎらへ奪焼砺タ藁ミ馬︶︑と原状回復が強調され

ない︒従って︑この場合のなすべき﹁権利﹂とは︑名宛人
︵被告︶が諺げぎσqα○ゆ教会に︑彼の占取せる土地を速かに

返還することである︒かくて︑これは原状回復命令として︑
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（一

の令状では︑菊○げ①詳︒︒○ゆ︒眺毛ρ洋魯の代執行が命ぜられ

通も発給されたのは︑命令不履行の故に督促が行なわれた

れる︒﹁汝らの領主たる︹図斜ヨω3．の︺修道院長へ︑彼に

ているだけであるのに︑第二の令状では︑前出の王の巡回

︵史料一四︶ 同じくヘンリー世の令状︒一一二三年︒名

負うている一切の地代︑定額借地料︑負債︑訴訟︹関係の

判事二巴℃げ切霧ω簿が第三段の代執行人として下命されて

ためであろう︒そのことは︑名宛人がなさざるとき︑第一

納入金︺を︑領主が立証しうる如くに︑汝らは速かにかつ

いることにも窺われる︒

宛人は︑図ρヨ器嘱修道院長の領民たちで︑次の如く命令さ

公正に納入すべし︒もし︑汝らがこれを拒むならば︑修道

︵史料一六︶

年の多年︑芝崔置B昏①oO湧三二①宛て︒

同じくヘンリー世の令状︒一一＝二一二八

⑱

院長をして︑汝らの動産を差押えるべし﹂︵b藁象愚鳶§＆
ミ︒ミ風最合遷袋ミ請貸客ミ執織§§さ竃無さQミ禽ミ職工§富蓼

なしに︵亀蕊混§鼠︒︶980①︒︒げ費修道院長からOOδσ図在

﹁もし汝が判決

§ら§簑ミ︑§ミミ織馬富畿恥ミ黛§ミ勲恥§鄭燃︑§龍ミ§恥導ミ恥

博ミミ干肉§＆禽§9ミ鈷會燃ミ亀蓉N凶§︑ミ漁愚題86石蟹§8博ヤ 所領を侵面したのであれば﹂︑﹁余は︑汝が今後彼に正当に

無翁︶︑かくて﹁汝はこの命令に反して二度と彼︹の権利︺

それを再び占取せしめ︵㌣§ §︒Q§載ミ§冒絵馬§§§ミー

︵史料一五︶

を侵害することなく︑また正当な判決なしに侵奪すること

ミ譜ξミ§§黛ミ§ぎミ︶・り

ー世の二通の令状︵＝二六年︑二七年と推定︶︒いずれも︑

なかるべし︵賊ミミ簑辱ミぎらミ愚Nき恥無凡ξミ皆ミ誉＆禽動㌔罵

と8Φ切凶σqoαなる婦人に交付されたヘンリ

名宛人巴8Φが保持せる土地・十分の一身・動産を︑じd①7

旨国こ浅8凄蝕§駄帆恥寒鴇着︶︑﹁しかして︑もし汝がなさざ

斎らミ同風§ミミミミミミ帖§§禽誉§ミ︶︑とある︒内容は

＜o騨の修道士へ返還せしめる命令で︑その理由として︑彼

ーによっても再確認されていること︑逆に表現すれば︑彼

土地返還命令であるが︑用語法に個性的な部分が見られる︒

れば︑余の判事およびシェリフがそれをなすべし︵勲ミ亀
⑲

女の父の時代に︑修道士はそれらを︹譲渡されて︺保持し

︵史料一七︶ ωけ巴び§ω小面院長と同修道院の聖職者に

女の父がそれらを彼らに譲渡し︑そのことが王のチャータ

たこと︑が説明される︒このような類似的内容の令状が二
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係争が背崇としてあり︑河川管理権についてその原状回復

ウィリアム一世および同二世治世と同様に︑公正に保持す
⑩
べきことを命じたもので︑名宛人と上記修道院長との間の

修道院長に︑ωぼ範躊αq汁○昌と缶Φ碁○コとの間の彼の水流を︑

宛てたヘンリー世の令状︵一一三〇年︶︒内容は︑閑ρ巳ωΦ図

て︑もし汝が同所の何かにつき権利を主張するのであれば︑

し︵韓心ミ§いミ討§聴辱裳こ︒ミミ駐妻職蜘鑓ミ霧︶︒しかし

ら銭取せるものは何であれ︑すべて彼らに公正に返還すべ

しめるよう命令する︵℃︸・ミ馬篭も︑§餐ミ野ミミミ翁ミ§ミ︒翁

ことを証明している如く︑良く︑平穏に︑かつ自由に保有せ

も

も

へ

も

も

も

へ

も

も

し

あ

燦二σQプ窓霧︒プ興︒二に交付

余の所管する問題についてと同様に︑この問題に関して充

汝は余の法廷に来たるべく︵§勘塗慧ミミ賊§ここミミ︶︑余は︑

も

譜沁ミ奪お．︑馬ミ鳶︑塁ミミ簑ミ嚇〜⁝︶︒しかして︑汝がそこか

が指示されたように解釈しうる︒なお︑代執行は二名のシ

ヘソリ〜世が︑

ェリフに下命されている︒
︵史料一八︶

分に正当なる処置を汝に与えるべし︵無§〜魯︒慧§細管培N甲

§遷らミ︒ミミミ鳩ミ誉§譜︶⁝⁝︒﹂︵傍点

⑧

﹁汝はωけ

した令状︵一一〇〇1三三年︶で︑名宛人に対し︑

ミミ釜日ミ亀象

引用者︒︶本例において注目されるのは︑被告が問題の土地

℃卑卑暮≦①簿ヨ貯珍興に︑公正にかつ速かに︑口︒αヨσqの
十分の一興を納入すべし﹂︵℃鳶＆驚︒餐鼠凌急馬ミミ︒遷§§

つ

に関して権利を主張するのなら︑﹁余の法廷に来たるべし﹂
も

原型がここに認められる︒

ら

も

化している︒厳密な意味での﹁プラェキペ令状﹂の機能の

法廷への召喚へ︑すなわち司法手続を指示する令状へと転

あ

と命じている点であろう︒冒頭の執行︵土地の返還︶命令が︑

う

簑やミ︒詮譜︒き防ぎ︑§ミ§〜§智慧恥喚§M︸N⁝︶︑と命じたも

の︒理由は︑彼の兄がそれを同教会に譲渡したからである︑
⑳
と明記される︒

﹁余は︑汝に︑切＄αヨσqの修道士達を

︵史料一九︶ 一〜四ニー四八年のスティーヴソ王の令状︒
≦p器づ器伯宛て︒

︷同じくステイ！ヴソ王が︑閃・℃ρ﹀︑自ωなる

者に交付せる令状︵＝三五一五四年︶︒内容は︑汝が問題の

︵史料二〇︶

余の同意をえて彼らに譲渡した土地である一を︑彼らが

土地に保有権ありと認めるならば︑︵原告たるQδ鴬8男泣修

して︑O馨︒︒転出在の土地iそれはOΦ○駿器囑℃自8＝が

それに関して蒋する余のチャーターが︑彼らの保有すべき
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出頭し︑それが自己に属すべきことを主張するか︑あるいは

証人とともに︑名宛人の夫であり父たる円げ○ヨ霧が鼠⑦㌣

宛てた令状︵一一五五年︶は︑U焉財ρBの修道士が合法的な

二世が○①9ヴ・α①鎧窃︒財ρB唱と彼女の息子8げOBρωに

裁判に従って彼の土地を彼に返還すべし︵綾8鷺︒蓬的袋＆

窪霞のご芝マナーを施物と毛て神および聖O暮財げ①暮に寄

道院長は汝の無権利なることを述べているが︶汝は彼の法廷に

§富禽蝋§ミ馬⁝鳳§国ら黛︑§9慧︒勘ミ袋ミ⁝§帖馬主§らミミミ

進したことを立証しうるならば︑

利主張か︑判決に承服して土地を返還するか︑その択一が

を平禰にかつ公正に保有せしむべし﹂︵⁝ぎ窮蔑ミ慧ざ鶯脳＆

に︑彼らに占有せしめるべ／＼また汝らは彼らをしてそれ

その土地を遅滞なくもしくは論議することなく︑かつ正当

﹁余は命令する︒汝らは

ミ浅§ミ識§§︑恥Q§織馬§馬題恥§富ミ讐qミミミミ馬禽︑ミミミ

㊥

指示されている点は︑ ﹁プラェキペ令状﹂の論理に立つが︑

砺鷺馬ミミ騎ミミミミミ偽ざミ︑誤苛馬身慧§偽議焼網ミ騎ミ冒︾国ミ

砺§ミ旨ミ︑塔ミN≧濾ミミ︶︑というものである︒法廷での権

その法廷は領主裁判所であり︑ ﹁権利令状﹂的性格をも併

馬こ門盗馬鴨8§ミ馬鷺瞳ミミヘミ恥︶︑としている︒要するに︑普

⑧

有する︒

無視されたようで︑一一五七年と推定される同一名宛人へ

通のマナー返還命令である︒ただ︑この命令は一年以上も

する令状には︑上述のウィリアム一世治世以降ステイーヴ

の令状では︑ ﹁O￠誉ρ旨の修道土達がその権利を要求して

．さて︑ヘソリ毒血の令状であるが︑その治世の初期に属

ン王治世までのものと︑文書様式上重要な差違は認め難い︒

べきことであり︑余の大いに不快とするところである︒よ

余が汝らに命じたことを汝らが履行していないことは驚く

いる類鐸夢Φ並判乏 マナーに関する余の他の令状において︑

﹁もし汝

§︵oHさ黛恥︶黎＆︶︑または単に

例えば︑令状主文の定型句は︑依然として﹁余は汝︵ら︶
に命令する︒﹂︵黛象慧旨

．臆︑§黛ρ．である︒また︑末尾の付帯命令も︑

って︑余は汝らに固く命令する︒遅滞なく余の命令を執行
せよ︒

︵ら︶がなさざれば﹂︵ミ亀喬忘年︹oH瀞§︑執駐︺︶︑という

定型的表現が例外なく認められる︒内容的にも︑既出の諸

黛贈無ミきこミミ四さミQ§織§ミミ§幾馬︻ヘミ罫§ヘミ塁ミミ︒起§ミ

︹違背せるときは︺罰金を課すべし﹂︵ヒ疑ミミ§㍗

例と大きく去るものはない︒例えば︑ ︵史料二一︶ヘンリ
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ミ馬3寒へ謹・ミ︑ミ〜黛ミ覧︒︾︑ミミ象ミミ隠︸︑ミ・ミミ§詑こミミ

げ§恥ぎ︑・制§§；§︑§・馨餐︒こ§ζ§ミ軸鷺こ§ミ§

さざれば︑余の切①象︒勢州のシェリフが代わってなすべ

かつ遅滞なく汝らは返還すべし︒しかして︑もし汝らがな

汝らがそれらから何かを不当に持ち去れるならば︑公正に

し︒しかして︑彼︵シェリフ︶がなさざれば︑余の同誌の

騎ミ計量ミ§ミ牒噛︒ミ帖︑袋賊v篭も愚ミ︑︑＝ミ凶ミ︑§ヘミ防咬〜§N⁝︶︑

㊥

とある︒

一部︹を管轄する︺司法官がなすべし﹂︵婁侵襲ミ§駐

帖ξ塞︑馬も§房款漁馬訂︑§貯ミ甑謹ミミ款9〜恥唱︑ミ§款勲肉鮎註忽

また︑︵史料二二︶毛豊β旨α①図○︒︒に宛てたヘンリ仙
宮の令状︵一一五八年と推定︶は︑﹁ωげ諺∬σqg︒︒鉱旨①︑ωの修道院

管箋§ミミ馬§㌧・ミ§論ミ爵甘儀篤§馬⁝︶︑とした内容であ

腎qミ︑ミ漁ミミsミ塁ミ偽甲畠bσミ︑一髪遷誉亀ミ︑ミ野肉Wミ弓馬為もミ︑鈍

しむべし﹂︵︑ミミ慧鳶識ミ餐ミ

る︒市場︑賦役︑慣習的貢租の返還︵原状回復︶命令であり︑

長に︑噂ξヨ①宅霞Φもρ霞ooの森にある共同地を汝は保有せ

款きミヘミ§ミ〜§ミミ爵9題︒§㌧︑ミこ§ミ㍗腎へこ︑きら︶︑とし

既出の諸例と較べて圏新しい点はない︒

ところが︑十二世紀八○年代のグラソヴィルの著述にな

貼︑§寒まミこ鳶砺＾ミ無︒さ年季

⑨
ている︒これも単なる返還命令である︒
さらに︑︵史料二三︶ヘンリニ世が︑切㊦無︒乙のリーヴ

︹汝は︺N

へ

ると︑この種の令状の様式ならびに内容は︑ともに顕著な

も

﹁王はシェリフに無気を送る︒

および市怨に交付せる令状︵一一七四一八八年︶に︑伯≦︑ρW

︵史料二四︶

変化を示す︒例えば︑次の如くである︒
切︒α−

も

も

も

に対し︑彼︵N︶が公正にかつ遅滞なく︑：⁝∴ハイドの
も

8乙村の市場と賦役とその慣習的貢租のすべてを保持さ

土地をRに返還するよう命令すべし︒しかして︑もし彼

ち

せるよう︑名宛人に命じ︵㌧ミ態態電＆助餐ミ壽q︑ミ王事ヘミ︒−

︵N︶がこれをなさざれば︑良き召喚人によって︑復活祭

後の第二謹言の翌日︑同所︵上述の省略都分に記述あり︶

首8ミミbσミ．喝ミミ寒ミ ミ 帆 こ

斗ミ馬ミ︒面起ミ濫ミ丸象貯￠㌧︻ミ款切馬へぎ◎ミミ■：なミミミ号N窃

おいて︑余もしくは余の判事の前に彼を召喚し︑何故に彼

に

ミ鴇議恥﹄ミミミミ象属§ミ偽ミδ§ミ一

る土地に居住する︑ゆφ象○乙修道士会の従属民に︑

夢㊦ohが切Φ舞○この幹℃騨巳 ω教会に施物として寄進せ

⑰

ミ§bごミ︑ミ§ミ恥§嚢魯い§§砺ミ砺⁝︶︑﹁しかして︑もし
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QN

がそれをなさざりしかを説明せしむべし︒しかして︑そこ

形式における返還命令の対象は︑上例の如き保有地にのみ

ことから容易に推察しうる︒なお︑この﹁プラェキペ令状﹂

⑧

の他︑負績︵臼きく田層づ︑ミミ霧讐〆N︶︑

抵当物件たる土地

限定されないことはいうまでもない︒グラソヴィルは︑そ

には︑召喚人を出席せしめ︑かっこの令状を提出すべし﹂
︵謁巽ミ題8ミミ偽寒脳ミ︸〜■℃碁ミ早馬≧Q§旨き無こ牒魯罷ミ︑ミざ㎞ミ
斡杁蔑瀞qミ簿象宅ミミ︸ミミミ

︵さミご象り︶の返還についても論述している︒

臓ミ犠ミ需記§§嵩ミ織ミζ 鳳 ミ 蕊 ⁝ 肉

特ミぴ§8砺§ミ§・・無ミ象餐ミ亀妹8馨篭国遷恥竃N凡§識ミ砺ミ馬傍

ところで︑上掲の諸例のうち︑若干のもの︵角史料五︾

ぎ噺町ミ馬⁝︶︑と︒ここでは︑㈲名宛人が訴訟当事者でなく︑

は両者を同一視し︑ともに﹁権利令状﹂として扱うのが普

状﹂と﹁権利令状﹂の近似性を指摘したのであるが︑通説

︽史料六︶その他︶について︑われわれは﹁プラェキペ令

§窃§§さ辱︒貧︒ミ＆翁ミ騎画§℃勲爵鳶愚画ミご§鳩起ミ楠§
8瓢§象ミ塁餐ミ馬や§四愚偽ミ罫韓ぎ鰹塁的軌ミ恥§ミ︑§ミミ馬諸職

シェリフであること︑㈲従って命令が﹁︵汝は︶命令すべ

通である︒例えば︑T・F・T・プラクネトはこの見解に

⑧

し﹂︑つまり﹁プラェキペ﹂︵黛ミ9鷺︶の形をとること︑㈲

立ち︑またホールズワースも︑﹁権利令状一を︑①些Φ

⑪

第一段の指令は︑原状回復︵土地返還︶命令であるが︑第二

式および手続として注目されよう︒そして︑令状の重心が︑

と︑⑥最後に︑この法廷に召喚人を出席せしめ︑本令状の
⑭
提出が命じられていること︑が従来のものにない新しい形

ついで召喚人を派して被告を王の法廷に出頭させているこ

請求者が要求した領主の法廷に交付される︒もし︑請求老

﹃権利令状﹄として知られる︒そしてそれらは︑ ︹令状︺

﹁土地所有権がそれによって回復されるところの令状は︑

ラクネトの共著になる﹃訴訟令状﹄は︑次の如く定義する︒

無煎①≦H淳ohユσq即け︑に三分する︒さらに︑タ⁝ナー翻プ

宅暮Oh鼠σq暮冨8簿︑②昏①憶ミ職臆暗ご§ミ︑③夢①
⑭

いまや第一段の執行命令よりは︑第工段の召喚︵国王法廷へ

が直接に︵§ミ盲ε国王に法廷を開くことを要求するなら

﹁彼︵被告4がなさざれば﹂と三人称になり︑

の出頭︶命令に移っていることは明ちかである︒それは︑

ば︑その令状は王座裁判所︵夢︒o︒B日︒⇒じd窪9＞もしくは

段のそれは︑

出頭を命じた法廷に︑この令状を提示せよ︑と命じている
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巡察法廷︵Φ団︒︒①︶に交付される︒そして︑そのときは．噂ミ㍗
︑
⑧

亀黛きミ誉鷺︑として知られる特別な形式をとる﹂と︒

これに対し︑ケーネヘムは︑ ﹁プラエキペ令状﹂が﹁権

あ

ヤ

セ

せしめる手段として機能した︒換饗すれば︑封建的権利に

対する王権の優位が︑ここに事実上確定した点が注目され
る︒

しかしながら︑

﹁プラェキペ令状﹂は︑当初から王法廷

利令状﹂でない理由として︑ω前者は︑

への訴訟移送の手段として︑意図的に考案されたのか︑と

﹁汝が権利をなす
も
ち

べし﹂寒§吻§罫ミ冒8α︒村お霧︶なる形での命令をしな

各種令状が具体的に証明している如く︑否と答えざるをえ

いえば︑ウィリアム一世治世以降年代順に排列した概述の

ものとしての﹁権利﹂を取扱わないこと︑③﹁プラェキペ

ない︒何故なら︑︑もしこの種の令状が固定的・限定的目的

いこと︑②つまりそれは︑ ﹁占有﹂ ︵o自O同ω コ︶に対置される

令状﹂は︑国王法廷への訴訟の移送を国的とした手段であ
も

を有していたとすれば︑前述のような﹁権利令状﹂と﹁プ

へ

らである︒また︑

ラェキペ令状﹂との機能的な重複は起りえないであろうか

り︑定型句も曖昧なので︑土地保有権以外の他の訴訟を移
⑪
送せしめるのに有益であったこと︑を挙げる︒
このように︑ ﹁プラェキペ令状﹂のもつ機能の重要性は︑

送を明確に指示したのは︑スティーヴソ王の二令状︵穴史料

﹁プラェキペ令状﹂自体︑王法廷への移

一言でいえば︑これ以外の令状では團王法廷へ多くの訴訟

該期の令状が有した多様な機能は︑複雑な現実的要求に対

一九︶と︽史料二〇︶︶以降である︒繰返し指摘した如く︑当

封建法廷への裁判命令が下達され︑それが遵守されないと

応しつつ︑漸次その昌的志向性を明確化し︑それとともに

を移送しえない点にある︒例えば︑権利令状の場合︑まず

き︑第二段の措置として︑シェリフらの法廷へ移送される

機能的・定型的分化を遂げたと考えられる︒

も

も

へ

あ

拠せるケーネヘムの大著が一貫して力説してやまぬ点であ

こうした解釈と評価は︑実は本稿が素材的にも多くを依

のが通例で︑直接国王法廷へは移送されない︒その意味で

へ

は︑ ﹁プラェキペ令状しは︑本来最高の塾主としての国王

も

る︒ところで︑こうした見解に立つケーネヘムの論証方法
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が管轄すべき直接授封地に関する訴訟の処置にとどまらず︑
も

広く封建的土地所有一般にかかわる係争をも王法廷に移送

㊥

のうち︑われわれが最も注目すべきは︑各種令状の効果を

コ
うち︑司法今状的性格の濃いものとして︑Aシェリフ宛て
︹
ヨ
コ
令状︑B権利令状︑Cプラェキペ令状︑の三種につき︑そ
︹

測定する方法として︑それがいわば例外的に王から交付さ

れそれの具体的機能および定型的黄現等を億別に検討した

﹁︑

れるところの﹁特恵令状﹂︵ノ護騨§鴇ミδから︑転じて

封建．的権利を原理的に再確認する

るものとして機能するが︑しかし︑ ﹁プラェキペ令状﹂が

系譜論的追求である︒われわれは︑このようなケーネ︵︑ム

また︑その分析視点は︑一言でいえばコモン

機能に注目しつつも︑文書の定型化にも等しく着曝する︒

されたわけではない︒既述の如く︑ケーネヘムは︑令状の

一応の便宜的なものであり︑問題はこれによりすべて処理

﹁当然令状﹂︵芝H雰譜ミ亀城oho2一︐も・①︶となる変化の時期 のであるが︑ケ⁝ネヘムのこの三分類自体は︑あくまでも

ヤ

上述の如く︑

の推定を試みている点であろう︒例えば︑ ﹁プラェキペ令
状﹂は︑
も

単に﹁特恵約﹂にのみ発給される限り︑それが封建的諸権

の分析に全面的に依拠しつつ︑しかも王権と封建原理との

﹁権利令状﹂を超え︑直接王権原理を優先的に作動せしめ

利に与える影響はさして実質的ではないであろう︒しかし︑

対抗という本稿の基本視点を見失うことがあってはならな

ロー令状の

﹁プラェキペ令状﹂が当然化する段階に至れば︑それは初

い︒こうした問題を︑われわれは上述の如き素材について︑

も

めて封建法廷所管訴訟をも王法廷に移送せしめ︑かくて地

どのように堀り下げて解明すべきであるのか︒以下に︑節

ヤ

方司法制度における封建領主層の勢威を少なからず削減す

を改めて論及したい︒

︵嗣．鵠

図︒鎧昌食Q偽§︑曼§

タ．o昏︒︒oDo凱oρ仁︶︑また地方官とその所在地域における彼らの土地

ドQ︒りbδ層話℃7ヨ翼︒二︐稽〇二酪国山け男旨昌置ヨ菊①m⑦p門︒げ守Qら05H8

ン皆嚇ミき烏蛍諏要袋母＆︑︸馬鼠濫ミ6ご♪〇二σqぎ鉱一矯℃鐸露■貯団︒巨鳥oP

リーード団マソデヴィルの如き例があり︑

にした貴族の典型として︑例えば︑スディーヴソ王治世におけるジェフ

①地方の官職を兼摂し︑しかもそれを匙襲して豪族的性格を漸次露わ

ることになる︒ケ⁝ネヘムによれば︑ ﹁プラェキペ令状﹂

の ﹁当然化﹂ の時期は︑多分一二〇〇1＝一〇五年ごろ
⑮
︵ジョン王治世︶であろう︑と推定されている︒

以上︑われわれは︑ウィリアム一瞳治世からヘンリニ世
治世にかけて諸王の重要な統治手段となれる諸種の令状の
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保有分布の濃密度との牙関関係については︑

〆＜．↓・かつoa﹂︑．↓70

奪ミミミきく2・冠罫一5﹁︑潜お①①に唱評しい︒

0ユσq剛飼嵩︒脇峠ぎOo霧舜一濁︸・お陶謬箏Φ男︒幽αqコ︒晒瓢象蔓H二り§︹．

勘︒㍗︑ミ咽曳ミ笥乱肉轟︑§匙︑§起§O§Q§無︑︒

Oミ壽ミ簿のミミ携隠憎き馬奪な︑電竈鋳音蔓ミ︑貯GoミとNoζ卜黛ρい9曜畠︒μ

②く帖≡98︒σq︒ヨ

︵ωo匡︒コの090ρ︑︶▼ドリ無讐やδメ

p一冨簿⁝oコ︶と機能分化盆薮︒話洋凶器δコ︶の緩漫な発展過蕪貧︒・δξ

コooo︒︒︒・︶の終着点であろ︒﹂︵謁遷ミミミ勲唱■屋．︶また︑﹁⁝⁝これ

92一尻算回︒昌①肖乙ω℃oo圃ハ象︒・p二9同︶の結果であった︒それらは︑初期の

らのコモン翻ロー令状は︑司法︹令状︺化と︹機能の︺特殊化︵甘畠乍

マソ諸王は︑実際アソグロnサクソン期の令状を︑未聞の重要性と適応

機能陶に未分化の執行的令状の巾にその起源をもつ︒アソグロ雛ノル

性とを有する一手段に変えた︒いかなる統治の実務も︑この手段を介

きは︑初期令状においてさえ︑それは単・なる執行令状に留まらなかっ

③前掲拙稿﹁令状の起源とその背景﹂参照︒ただし︑ここで留意すべ

ムは︑﹁古い﹂執行的令状というとき︑しばしば．o冠−国コσq冴プ︑なる

してこそ可能であったと思われる︒﹂︵きミこ唱．罵刈．︶なお︑ケーネヘ

蓑現を用いる︒それには︑﹁令状﹂自体がアソグロnサクソン起源で

た︑という事実である︒すなわち現存するアソグロ睡サクソン期の令
状一二一通のうち︑土地所有ならびに司法的・財政的諸特権の付与に

二点が含意されているように思う︒実際︑令状の起源についても︑簡一

あることとともに︑﹁筏服﹂以降その利用が継承されていること︑の

︵9♪︒ぎ冨9︑︶的性格の強い文書が圧倒的に多

い︒これは︑初期令状の特殊な一面であるが︑これらの他に間接史料

単な考察がある︵＆ミ

関する﹁権利文書﹂

から鋳証される事例からみて︑臼状が当初からきわめて多量的的に行

執行的令状﹂として引例したものは︑すべて﹁征服﹂後のもので︑そ

ば︑例えば肉磯題譜笥蒜§甲詠↓蝿No−≧ミミミミ︒ミミ︑ω︿oジに収録さ

いては︑前者が保存されるべき性格の文書であるのに反し︑後者はそ
．の必要が少なかったからであろう︑との推測も成り立つが︑それなら

密な意味での﹁執行的﹂令状はきわめて少ない︒無論︑この現象につ

か＝二通にすぎず︑その大部分は﹁権利文書﹂的性格のもので︑厳

﹁令状の起源とその背尿﹂︶︑﹁征服﹂以前の令状は︑現存するものわず

れ以前の史料への論及はない︒別稿において論述した如く︵前掲拙稿

勺唱﹂ドら︒占b︒①︶︒しかし︑ケーネヘムが﹁古い

使されたことは確かで あ る ︒

④いわゆる．§薦叫ミ貯．なる手続︵宣誓にもとつく証言︶が︑広義
﹁廉直﹂と訳出する︒

における陪審制を指すことについては︑＜昌Opoコ︒の︒β笥︒峯こ判︑︑ミ辞

娼や戴ふb⊃参照︒以下︑

⑤く雪9︒濤αq④β肉︒鷹N噸ミ口唱や嵩り占8．ここに挙げられた諸
例には︑逐﹇史料的典拠が示され︑一都には原突鼻の引用もあって︑

わけではない︵例えば︑弟㈲群㈹が何故警察的措置なのか︑また︑第

説明は詳細である︒しかし︑その分類については︑若干の疑問がない

﹁初

れる多数の執行的令状の現存をどのように説明すればよいのか︒私見

期令状﹂の継承という＝圓もさることながら︑その背景にある条件の

によれば︑アソグロ開ノルマソ諸王による活発な令状の利用は︑

③群㈲の⑦⑧が何故封 建 的 メ カ ニ ズ ム に 関 連 す る の か ︑ 等 ︶ ︒

る︒

した新王朝が旧王朝以上に強大な王権を保持し︑集権的国家としての

うち︑最も重要な点は︑当時の政治的状況︑すなわち征露により成立

﹁コモソーーロー令状およびコモソーーローの全手傭就は︑古い執行令

状︵200図㊦o簿ぞ︒ 無識︶の有機的発展︵9嵩︒円σqp巳︒匹Φく㊦δ℃彰㊦簿︶の

統治を必要としたという事情に求められねばならない︒けだし︑行政

︑ソ・ケーネヘムによる国王令状分析の基本的視点はここにあ

結果であり︑かかるものとしてのみ理解されうる︒それらは︑古い多

⑥ヴ

目的的なアソグ船団サクソン期の執行令状の司法︹全面︺化︵自象︒学
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的手段としての﹁令状﹂の利用度は︑国家の集権性のバロメーターで

︾趨精鉱︑ミ識好防ミOミミ︑賊熱ミ簿嵩ミ9b四§ミ茜﹂く︒§で・§§oミミ

○臥︒乙讐δ0①およびぐ︒ドQ︒讐厳君携ミ葡￡鋳い鳶辱浮騒ミ§さき馬ミ縁

や㌶

勘磯聖ミ．旨ρ描Q︒⁝℃︑財団ミ鼠−≧：唱．鱒Q︒．

ρ∪ρく陶ρ○呂︹O噌ρド㊤①o◎ヤ

の三巻より構成される︒以下本史料の引胴は︑隠魂白井とのみ略記し︑

賊賦みO鳥岸O儒σく鵠

兜⑬

陶薦象欝u洋︒霞㎝⁝㌔貯儀帖ミ眺−堵ごや跡︒餅

⑫寒饗讐bρ鶴野ミ§§羊≧糟や㌶

︵⑬

⑩肉魂馬§留き■多重℃貯ミ題﹄−≧

史料番号︵一︑二巻は通し番号︶を示す︒

︸．○同O田お碧ム胃臣国

．令状が著しく多陰的化し︑かつ前代に較べて一層頻嫁殊に用いられてい

賦恥㎞1

あると考えら．れるからである︒この点で︑われわれは︑﹁征服﹂後の

る事実に注脅したい︒
⑦＜鱒コO器器σq①β鵠遷ミミ蔑馬吻︑冨・δ㎝降り◎ケーネヘムは︑前述

せる4群の古い執行令状を︑．島oo乱ぞ﹃搾ω喰象ミ§誉9窺偽︑と総称
し︑これをω夢①メ謹謬︒人民σq馨窪α憾㌔︑§鼠野馬︑および⑥その他︵用

語法が多様であるのみならず︑機能も可変的︑無限定的で︑適切な名

⑭聖鷺讐隔き．δ①⁝ミ食鳳蹟鼠−≧讐℃﹄①・

﹁汝は裁判をな

後述する﹁権利令状﹂の定型句であり︑その含意は︑

⑮肉ミ馨﹄ρ麟8蝕§§羊≧も．b︒①．

称を与え難い︑という︶に二大別する︒︑輪︑象へ叢茜甘魚禽︑なる表現は︑

すべし﹂﹁汝は公正なる措置を講ずべし扁︵︑8伽︒巳σq算︑なる句につ

⑰尋題§．き﹄O⁝ミ§鰍鳳匙這をご唱．苧り．

⑯寒鷺蕎Lρ︒﹄

9ミ§§挙≧讐℃b9

無臆ぽ︑﹁汝は命令せよ﹂なる意味で︑命令すべき内容が︑後代グラ

いて§軸宅§寧N無帖怨b帖ミ馬︒起ぬ噛︑随の注解参照︶の意である︒．特ミ㍗

返還するよう汝は命令すべし︶なる定型句として現われるところがら︑

⑳

肉逗ミ噸Σミ勲審惹層口︒辱置ω⁝肉轟湧ミ層pρドOOごミ貸窯ミ這−之こ℃．

陶e︑ミ困3︑勘勲8ズ漕二〇■お曾葡誌恥職3嵩ρミ①■

⑳唾渇︒壕ミミ噛．款漁9翼漕pρ夢野需魂馬漕ミ﹁舜ρ澄Φ．

6諺O＞αα窪魯8く︒ぎヨ①ド℃膳Oω．︶

謁︒旨＆岬S︑蹄勲9踏ダ昌ρδboい淘魂貼砺ミ讐昌ρωGQαげ︵＜o︸．翼翼疑纂9

⑲

⑱く自9窪︒σqΦβ淘ミミ劉さ︑蚤仲㊦×峠LρおO⁝寄鷺防欝噂コ9b︒O・︒■

︑！謹詳臆︑§職特恥．なる令状の一様式として種別されるものである︒後

⑫

穿番

器馳邑出轟尉§︶以．降は︑︑讐．§駄黛Q§脳越︻ミミ︑︵彼が︹所領等を︺

ンヴィルの法書︵○寅鵠く三・N．藁無ミ解携§壽讐穿 防偽W偽§験ミ幅ミ§

述参照︒

⑧＜p︒嵩9巴㊦σq⑦β 肉 曼 ミ 剛 勇 貞 門 電 ﹂ 霧 占 Φ メ

チェスター司教︑ノーリジ司教︑およびウェストミンスター修道院長

当事者双方と︑法廷に伯と同席すべき四人の高位聖職者︑すなわちチ

肉曼ミ︸3︑三明や困りρなお︑この令状を受けたレスター伯は︑訴訟

σ竃K修道院長の訴訟の裁判命令を下している︒肉轟馬無3ぎ弘O曾・

リ〜世はロソドソ司教に対し︑礼拝堂付司祭涛陣Oげ止血対Qりξ頸くω−

勘︒黛愈岬ぎ︑蹄防讐富客ゴ匿9まρ陪禽乙防ミ聖旨9Hお㌣

⑳

おS

鶏帖こミミい09ミ§亀9︑帯ミ罵蕊智ぎ職鵠曲儀糟嵐M象−賦OP①費冨伽を写プ

⑨寒鷺馨沁馨§昏襲︒ーンN§︸§ミ§§讐NOaI置壁く︒ドどミ繋砺欝

⑳涛魂目無3唇9ドO日○︒・同様な内容の令状として︑一〜一四年ごろ︑ヘソ

お誌﹁鐸ρδご嵩︒窯．しd蒔巴9︿㌧℃N§帖ミさ粛馬︒−﹀§．ミミミ母8卜斜建

Φ象け①Oげ︸・O﹃㎏Oげ器O昌．p昌傷￠．︸．O屈9ぎρ

㊧

H暮3α自︒餓︒昌ω﹁窯︒冨︒︒留p斜塔H昌ゆΦ拷㊦ω﹂︶曳国・必ζρUp︿β○改oaM

やト⊃︒︒．なお︑上記

ミミ騎§Nミ需畑ミミ糺ト勺達恥ミ︑噌ミき韓無ミ鍔ミ三二ミ銚勲

ピ9託oPH︒︒δ︵以下ミ§馬ミ抵−≧・と略記y

Gゑ塁︑δミ

︑篭ミき置OO丸賦91

肉粛塁駐肉轟§翼抵嵩曳︒−﹀﹁9．ミ§§9︑Nいミは︑ ぐ9■bo 渇磯塁ミ㍑§︸︑執驚
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に文雷を送り︑また聴聞後伯と上記四人目︑王に対して書面による報

⑳を黛ミ§︑︸g×鉾8■竃O⁝葡碇馬讐L回︒・躍︒︒ド・

⑳

⑫

肉︒黛ミ三身螢叶︒一層コ︒．嵩GQ．

肉逗ミヨミ漁8糞曽き■置㊤⁝肉￡ミ3巳・Hb︒一︒︒・

確定させ︑②所領に所属すべき草地・牧地・森林地・耕地を回復せし

行命令で︑①修道院長と修道士のために︑直ちに所領の正当な境界を

がある︒これも同じ切翁α間ざ罵修道院．所領に策する訴訟の判決後の執

くヘソリ出世がリソカソのシェリフに宛てた令状︵﹇ 五四⁝七九年︶

葡遷ミ藁ミ勲帯×8訂9一総・これと同種の内容をもつものに︑同じ

葡逗ミ曼蔑童言ζ．コρH認．
⑭

鵠曼ミミ蔑盆三士L日pに臼肉界禽ミ鴨昌P環一︒亀

膏を提出せよとの命令を受けた︒
㊧ 肉︒旨ミ咽ミ︑計勲け︒匿峠Lδ．H8⁝寄薦笥角匙Lδ■bσ島．

⑳ 寄遷ミ還ミ盆譜馨Lδ．一ω︒︒コ回︒■心b︒O．なお︑．鳩魯ミ触ミき禽．なる語
は︑．境魯ミミ．讐．薫・︒︑と同義である︒従って︑︑誉職蕊⁝篭ミ§ミ註偽ミ．

は︑．陸︒鳥︒瓢σq犀．の意であり︑後述の﹁権利令状﹂の罵語法に類似
ヘ
へ

しているが︑﹁権利﹂を行使する主体が異なる点に注目したい︒

沁︒冤馬蝉ミ勲9蓉L日ρおQ︒嚇葡轟＄登5ρ認Q︒嚇．ミミ帖ミ解≧︑唱や

隠︒い・ミミミ横言諸戸賞ρ同ω㊤⁝需認湧ミ魑嵩︒．⑦OPなお︑これと内容

めるとともに︑③もし︑汝がそれをなさざるときは︑代わって余の判

刈ω為膳．

⑱

ヘンリー一世が蜜σQ巴伽︑9≡

へ

ごり︶︒第二史料は︑不当な十分の一億の占取に対し︑王の令状によっ

⑲

的に類似のものとして︑ ． 一 一 〇 七 年 ︑

肉︒黛ミミ噛︑薄いり3箕讐瓢ρ一締．

昌ρHqnO．

せざるべし︑との二つの但し書が付せられている︒葡︒随ミ藁嚇︑寺山︒×ρ

事がそれをなすべし︑また︑④今後︑この問題についての告訴は聴聞

⑳

とオクスフォードのシェリフノぐ籠置ヨに宛てた次の如き令状がある︒

ω3艮︒串︹鵠霞︒o砦己の人々が壊した彼の水門について十全なる権利

﹁余は汝らに命ずる︒汝らは︑諺σ貯αqロ8の修道院長︹のため︺に︑

をなす︵裁判を行なう︶べし︒かくて︑今後は︑権利の欠如なる理由

ヘ

肉︒受ミ嘱享︐馬冴旧℃℃．↑㊤PNO卜︒．また︑や悼8﹁卸蒔には︑シェリフの

任務が﹁戴判﹂でなく﹁判決の執行扁のみであったことを示すものと

でのそれについての告訴を余は聴聞せざるべし︒また︑このとき︵告

ヘ

訴するとき︶は︑肺一〇の罰金を課すべし﹂︵㌧検ミ駄庶oq︒窯恥ミ︑§帖ミ冴

ヘ

して︑次のような二つの暴落が引用されている︒第一史料は︑オクス

紛争であるが︑船夫の支払い拒否に対抗して修道院長は王の令状の交

フォドの船が﹀げぢ︒qαoロ教会に支払うべきにしんの取引税に関する

ヘ

§濃

罵騒§黛凡塞き魯ミ§上蓋ミ

魯ぴミ縁§迅＆§恥9ミ特馬§ミ艦ミ嵩騎︑ミミNミ討馬ミ審巽偽N蕊騎象§ミ

ぎミ帖ミ恥§騨鳳§畏9§︾磯貝ミミ﹁ミ帖ミ

§袋獅︶︒

付を受け︑徴版権の執行を承認された︒しかし︑このとき︑その命令

角NSミ疑§憧窺恥︑︒註卦

︵需曼ミ薄唖薯・な蓉・コ︒・H母⁝物誌ミ3勝︒・︒︒置・︶また︑同内容の令

鋤①該︒馨Φの両名は︑州法廷で正式の訴答手続がとられるまで︑船

を受けた同旨の共同シエリフたる目プ︒筥pωαoQD仲︸oげ昌と園δげp藁

§ミ§ζ特こ越ミ黛ミい嵐3ミぎ

状一二壊された水門についての裁⁝判を︑﹀げ言σqαo昌修道院長勺拶ニー

いることが判る︒令r状 耀 語 は 若 干 変 一 わ り ︑

下僚の事例であるが︑結局彼らはその訴訟が州法廷で裁決されるまで

て正当な徴収権の行使を命じられたバークシャのシェリフおよび彼の

夫に対し何ら強制推置を講じなかった︵﹀げ貯σ窺αoFOミ︒ミ§N噛鈴や

鉱塁のために︑即時行なうべし一が︑同年︑同じシェリフ毛已一9日

黛§ミ潔瀞務ミ馬§嵩・：︑となっている︒ 食肉︒発ミミ箆童富×ρ臣︒・とbQ旧

︑寄︒無なミ鴇起馬§oミ

17﹄重ねて交付されているところをみると︑この問題の処理が急がれて

需品器ミ噛ロ︒．Q︒覇．︶
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鐙

執行を猶余した︵凡驚 3 ワ 暗 ① ︶ ︒
シェリフの権限の縮限については︑ノく

︾．竃︒﹁牲登§馬馳§ミ恥ひ・ミ

を州法廷に審認せしめたものである︒
物覧恥騎ミ一瓢︒．Hゆq◎P

同じ／・ヘソリ

肉＆．ミ州﹁蔑︑勲な4噛コρ鑑噂

肉︒いーミ調㍉蔦盆

世が同じシェリフに宛てたA罰状で︑

一〇諸ゴ瓢9膳・も︑

一九六八か年︑第三篇︑

小山頁夫︸．イギリス中⁝世の地方行政﹄︑創⁝文社︑

ω慾誠 貯嵩OP該mご5一μo︒︒8﹃層甲無℃＃玄．δ引言噂冨︸昌．りO①QQ層唱ワ峰HムOO髄 ⑪Ψ翔⇔鴇監州憎篭β落拷漕二ρωW淘誌舘欝㌧鋒ρ巽餅なお︑

渇3甲ミ調︑誠三陸⇔呂↓噛5ρ0

笥品3書層づρ①㎝ど

﹁修道院長は彼の法

⑦涛雀器2修道院長と島≦ぎに︑侵奪されていた土地の保有圓復命

．令と︑②今後この土地についての告訴があれば︑

第﹇章︒また︑前掲拙稿門地方司法組織﹂︑同﹁大巡察鵠﹂︑参照︒

延で裁判をなすべし﹂︵⁝＆簿恥誉§こご︑ミ§二︸こミ．器防§︶︑と

涛︒発ミミ蔑すや爬0 8

の命令が簡潔に述べられている︒

⑭ N昏蕊＝℃や悼OQOI憩Oρ

﹁権利令状﹂の文潜としての定型化が漸次約発展の結果であったこ

鐙

⑪

⑱︸謁e・ミニ︑蔑童酔︒諸けや5ρρ需誌携貯魑開6■①紐・

鱒層

周知の如く︑

例えば︑一

需＆・ミ澱ぐ蟄恥曽な惹．鵠︒．ご肉薦塁音Lρρ㊤誤5

その術語自体の変遷であろう︒

﹁権利令状﹂を詰銘してその発駕をみた目合︑請求嚢は一楚の代価を

とを端的に示すのは︑

⑰

○○一一五年の令状では︑ヘンリー世がバークシャの

燈

ケーネヘ

賜王に納めたが︑それらは逐⁝℃ぢ︒男︒＝に記載された︒
へ

シェリフ鵠鐸αqげ︒囲切oo訂p山︑王の︹地方︺司法官︑同州のすべての

ヘ

ムは︑勺なΦ切︒賦の分析から次のような結果をえている︒すなわち︑
初期の用例では︑℃畠ヨ︒簿︒・︑土着蓋ミ︒︑︵圃ou江σq葺y．黛．o篭無︒

彼の先任出たちがウィリアム一世︑問二世︑および余の治批において

パロソに宛て︑﹀σ言αqロ︒

ヘ

瓢ミ鳶象＆．︵ho凪鳳σq簿ε三ω昼ロ島︶辱．旨き§ミ︒§︑き恥︒︑︵囲︒憎臨σqンけ

保有せる如く︑良くかっ平和に︑名誉をもって保持すべし﹂︵特ミミもご

修道院長が﹁彼の類︒触ヨ⑦吋ハソドレドを︑

o囲ゆoh︶塾．特着憾Nミ蹄︒馬ミ︑越敦ミ．︵8門覧oρoβ鉱ω貯雪吊y．ミ恥ミ

袋ミきび蕊§暗きミきい器ぎ富ミ趣§§・ミ寒嚇嵩簑N§§さ㌣ミミ腎ミ

︿葺︑oh甑σq馨︶なる術語で記述される

ミ§らミミ︑︵叶︒簿㊤巳峠︒慧σq簿︶の如く袋現されている︒それが︑

ミ§監鳳§S9︑鴨辱ミ︸．騎ミ亀職︑ミ隠︑甜ミ氣ミミ8︶︑と命じている︒

ヘソリ⁝世の︑ヨークのシェリフ○し・ぴ︒答およびOo養ぼ噺︒ゆ二α①−

需Qい︑ミ嗣喪ミ貴富誕ρpρ◎o旧葡蕗跨ミ矯ロ09崔置■

ぎ穿

．§︑Q穿︑恥驚§篭無︒︑︵暁︒巴．

一一五七−五八年ごろの

穿嵩馬職§㌧§偽ミ︾o嵩︒︑慧題曜驚賂ミミ蔦賦ミuw§牝鶏跨的ミ︑塁偽ミ§馬奪畠

⑲

のは︑⁝⁝七六年が最初である◎肉︒聴ミ幽き︑帖登や鱒舘．なお︑8驚籠

一山ハ五−七五年のm川例もある︒

§竃乳︒︑︵♂謹潔︒︷脾一σq寡︶なる術語自体は︑

チャーターに二例が隣兄⁝濁され︑また一
N驚鈍鳩℃マ㈹O①1国OS

命令︑そこでの審認手続の指示の事例として︑ヘンリー世がエセクス

詳O■ド一同Qo．

ヨーク州鑑の立証にもとづいて︑再確認している︒肉︒鷹こ園ミ恥な︒図ρ

ドワード繊悔王時代から同教会に帰属している十分の⁝税徴収権を︑

ω巴㊦の両名に宛てた令状ではYωけ回︒﹃昌︒︷切︒ぐ︒聾︒団の教会に︑エ

のシェリフ跨億酵3︑α①＜⑩﹁に宛てた令状︵︸一一五−二七年置があ

宛て発讃した令状は︑きわめて簡潔に︑護O島σO詳qωなる者に︑Oお暮9

戸護蜂 一㎜一八1 九年︽ヘソリ㎜世の王子ウィリアムが︑しd舞財司教に

ヘ
ヘ
へ
⑬ 渇︒い・ミ嶺嚇︑詳蓉賃88．b︒一二禽馬簗轟．き．濫︒︒．陶様な州法廷の開廷

⑫ 陶︒黛ミ︸さ戚避富拷戸嵩︒ ご鴻飛塁暮り昌ρωoQGQ⁝勺ミら出前諏−宅．糟やコ．

その権利者が誰⁝であるか

る︒これは︑カソタベリ大．司教とウェストミンスター修道院長との闘
で争われている﹀一望 欝 5 の 土 地 に つ い て ︑

（284）

106

コモン＝ロー体系の成立と国王令状（松垣）

ヘソ

o一辺︒渥︒が保有せる土地を︑公正に保有せしめるべし︑と命令して
いる︒葡︒＞蔦N馴蔑㌣欺勲鈴︒囲漕づσ．一一⁝肉魅偽鴨箕3嵩ρH卜oO轡岡様に︑

世が！＜巳8門鼠戸08σ︒︒びに宛てた令状︵一一〇〇1二七年︶

一般性であり︑ ﹁彼の領主の法廷において﹂というのは二義的にすぎ

ず︑法廷に限定はないのに︑実際︸には領童法廷が多かったことからこの

ように詑述されたので訪ろう︑と解釈している︒〇一碧く難讐↓弐ミミN畠▼

蝕陣噛b︒⁝q§起畠ミ恥§恥§ミ§ミミ噛Q§糺．N凡ぎ︑吋§鶏ミ︑ぎ詳籠馬

リ
の土地の占

ミ§㎞§〜ミミ§〜§ミミ騨警ミざ特ミ団守ミN§い題きミ§タ哺畑§特︒鷺ミ

園睾謎3︑修道院長に︑侵奪されていたO毒昌ゆ①蛋

も︑

簿§㌣§ミ恥鳳§§N融ミ鮎嵩鷹§帖ミミ防凡§町§馬§ミ賊ミミ偽凝ミNミ塁

り他者から保有している土地を告訴するとき︑彼は︑王もしくは王の

︾誘ミ篤ミ§導 ﹁誰かが︑ある自由な役務を︑もしくは自由な役務によ

50■一章肉轟翁ミ曹瓢︒．叢ヨ■

また藩王の命令もしくは令状なしに訴答を強制されてはならない︒﹂

ち︑﹁なにびとも︑判決なしに彼の自由保有地を侵奪されてはならず︑

法律家ブラクトソの次のような注駅により裏付けられている︒すなわ

肉︒随ミ蝿ミβ噂．陣G◎・ケーネヘムのかくの如き理解は︑十三世紀の

判事の令状なしには︑それを逸訴することができない︒扁

働一義︒糠ミ遷ミ賞3云

8婦仲■ロρ一暗⁝肉馬料自ミ層麟O．一㎝ωω・

有を回復せしむべし︑とした比較的簡単な令状である︒旬8．ミ類︑蔑︑勲

⑪

⑫ 霜ミミ運ミ賄﹁峠04 渇ρち門ミミ㌔ミ＼γ≧帽やト︒一〇︑
⑬ 肉8・ミ畑き．誌層譜4．昌ρHO︒層

⑭ 需遷ミ咽ミ︑幾98呂グ瓢︒．b︒ρ

趣 肉︒発ミ回ミ㍉登言算二岡︒．障ω．

㊧ 謁︒受ミ︸﹃蔑貧3資望謡︒■趙■

? 例えば︑ω．葡＆・ミ層憎註登峠︒匿漕嵩O．髄鱒は︑ノ：リジ司教メく竃昼影

﹀げ鳩趨︒脅ぴミ鴇鵠馬醤ミ神職︒ミ題聖旨噛︑馬§N蓼ミ︒

沁︒い嚇ミ刺壽．鴇勲喝やbδ置Ibobρ9

気噛ミぴ越亀．

〜§§§㌶O簑︒勲嚇嚇8噛・禽辱9ミミ6籔起偽憶ミミ馬黛︒賊O§軌ミ詫鴨静嵩偽窃

⑳

︵bd羅68P隔oH．一露

oαqぎ巴島の封臣

に宛て︑寓2ヨ︒修這院長と修送士に︑十分の︸税徴収権を保持せし
の令状であるが︑内容は︑名宛入たる

め︑また②同コ︒﹁H㊤は︑王の令状にもとづき恥鑓給されたレスター伯
凋︒げ︒罫

菊︒σoさαo諸ρ5縣︒≦嵩一7匹︑U凶αq毒︒＝の土地とその付帯的権利を保持

葡e︑ミ咽蔑ミ貴融囲叶嘲詰9沁ご霜轟題

3嵩◎心∂魁膳．

⑭

葡O黛ミ岡禦誠帖鴇噛零拷漕瓢O．卜50噂笥轟跨ミ．βρOQQ■

葡︒聴ミ囲賢蔑営結複ρ自O．鱒軽．

肉e−乱ヨい︑駐

せしめたものである︒

㊧

謁︒黛ミき紋章冨呂勲爵ρωO㎞沁長汀ミ層コρQ︒ΦQO鉾

肉︒受ミ調＼ミ盆零進﹁一μρbユヨ肉薦騎貯

肉e︑ミ咽輿適童心Φ惹層コρ認⁝肉轟a欝℃コρお郵

謁ミミミミ3落蓉﹂Hρωご信認畠ミ層ロρω㊤ド

コρω謎節︵ノ︑oピ込︒噂℃ 戯8︶．

議長L6■鱒G︒⁝謁砧題鳳3嵩ρωGQピ

O蜀詳く三．§．ミ鳳ミ吋δ§執奏3謹無偽§当無袋ミミ簿携嚇．轟ミさ押明ミ噂

⑯

磯

⑰

肉︒い§N帽5︑謎﹁℃・卜⊃昌．この場含︑告諒手録がとられる法廷が封建法

法評繊︵肉＆︑ミ嵩＼証貧℃．卜⊃欝︶．

⑳

廷に限定されない︑とする論拠としてケーネヘムは︑既述の9睾三＝層

︵磐

肉O陵ミ囲享蕊凝りけ︒呂許コρGQ窃㎞肉轟騎ミい昌ρ隷b⊃噛

鵠︒黛ミ§︑篭畳叩の図ρ昌ρQ◎Q︒旧肉薦偽偽ミ＝6．認b⊃・

⑳

bσ

の次の如き詑述とを玩較し︑前者は﹁彼の領孟の法廷において﹂とあ

邑剥トっαの原則︵︑ミミ︒転§ミ§．円い特§爵鳶．の原則︶と︑岡呂凱

⑳物＆︑ミミミ砺噌突具き．︒︒蒔⁝尋讐馨し︒ふ︒︒ρ

﹁なにびとも訴答を強制されない﹂という原則の

るのに︑後者にはかかる限定がないことを挙げる︒ケーネヘムによれ
ば︑前者の重点は︑
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．轟

・

⑬肉︒黛ミミ識登叶Φ艮噛切09ωΦ⁝需抄録封︑影ρ㊤刈合電§救象鼠此く．︑℃・㊤Φ・
⑳〜肉︒黛ミ咽享．欺勲富×r昌O■もQ刈噸需島国馬3昌ρHOG◎ω．

㊧β口︒巴ざ︑︑目幕○﹁お貯︒︒9峠ぎΩΦ髭二巴国︾︑おぎ簿︒蜀魚Gq口

⑳99錠口三興鍵乱B男8コロaヨ鼠戸切口き智㌧貯q蹄ミ3戸9己︒昌

﹃権利﹄もし

くは﹃所有権臨に関する令状は︑づ．葺ωo︷㌣ミ無讐として知られる

︵oqo冠2同ω09①3・yHO㎝押℃．呂匪．また︑﹁この形式の︑

が︑この名称の由来は︑名宛人への挨拶のあと直ちに一塁ミ鷺縞§亀

≦降9薬蔓︵不動産占有回復訴訟令状︶と︑唱︒ωω︒ωω︒運9層9

如くなろう︒﹁プラェキペ﹂形式の令状の最広義の種類である爵①

涛︒受ミ咽園ミ営もや帥ω？bQも◎タケーネヘムの見解一を要約すると︑次の

︑なる主文がつづくことにある扁と︒ミ糺．讐やH萸・

◎︷崔①霞団H︑ド§馬憩＆ミ§三層〜︑o門己ど轟ρ膳讐ドリ窃9℃ワ①OQ︒−δド

⑭

噛・ミ讐

寒晒砺ミb︒藁︒︒︒︒S
同お㎝辱

︵⑯涛︒黛ミき辞層盆×戸昌︒・G◎○︒廟肉薦禽鷺．昌ρ＝ObΩ旧︑ミ驚ミ睡点く＝℃・り一・

⑰ぎ簗ミ起ミ辞g蓉ヨρω ㊤
⑱淘ミミミ蓼﹂Φ暴きω．劇ρ痒⁝尋鷺防ミ巳︒・レま︒︒

箕圃︒㌶蔓餌︒瓢︒葛︵︹不動産︺所有権訴訟﹀︹の令状︺とは区別される

5ρ嵩＄

⑳肉︒黛匙︸閏一驚峠O露＃自ρ跳鴇自署塁貯 瓢O・一罐GQ巳

⑲ぎ黛ミミミ勲富鉾呂■与国嚇ミ鷺讐

が実効のないときにプラェキペ令状は期いられたので︑それは﹁権利﹂

べきである︒しかしハ現実には︑占有について処理する℃①気団四︒︒ωに①

を取扱う令状とみなされるようになったことは否めない︒それにも拘

⑳ 涛︒疑ミ嵩譜︑勘勲な×漕訂ρ恥懸沁趣偽り駐噂二〇■HcQ刈g︒．

らず︑それは﹁土地所有の権利﹂の問題以外の詠訟をも国王法廷に移

へ

⑳肉︒黛匙想唄蔑懸盤匿ρμo．蔭8

醗 肉︒黛ミ︸ミ簸密密握叶嘘嵩O■隠9

は不正確である︑と︒なお︑門ゾラェキペ令状﹂により国王法廷で審

送する機能を有したのであり︑従って︑それを﹁権利令状﹂と呼ぶの

昏魯譜︶についてのそれ︑およびω王法廷への移送が国王に好まれる

︑例えばややいQ竃︑ひ︒ωo︒1凶ωρひ∂①鼻

︵肉︒陵ミ︸黛蕊量やbρωρコ■①Y

﹁結論偏の章においても反覆強調される︒ここで注

﹁若干の周到な計画

性﹂︵︒︒o讐ΦOo︸き︒﹁葺㊦覧p田同ぎσq︶︑すなをち県体的には︑ω時代の要

様な訴訟を処理するために諭した諸機能の中に︑

・定していない点であろう︒例えば︑ω国王法廷がそこに提訴される多

ギリス鋸限王︑就・叩ヘソリ工世の創意と法制改︑革への闘確なる意思を否

目すべきは︑ケーネヘムが必ずしも﹁征服﹂以降十二世紀朱に至るイ

に認められ岬︒︑が︑

この日郷解は︑肉︒量ミミ蔑冴の請所

冒ミ鳩ミ象§§§下節⁝

ミ霧﹂層ρ①∵︑ゆミミ童言謎ゆ§載§O恥ミ§執§ミ§§喚襲q馬ミ

．訴訟︑の二種である︑とグラ．ソヴィルは述べている︒○㌶p︿ヨ巳撃︑騒？

理される訴訟の種類は︑㊨圏王からの直接の受封地︵ぴ白山げ︒置凡醤

♂鈍四夷驚怨旨畠欺聴ひ鴨馬亀魅§熱偽＞Nミ§§贈○§槍鷺象§ミミ鴨O詫ミ

いわゆる︑円㊦窪葺勲ぴ宿町門騨︑のもつ意味については︑O．累﹁ωげ︒午

⑰ 肉︒掩ミ煩唄蔑置君雪駄βo﹁膳O．

ヘ

纒 肉︒量ミ唱禦蔑貴富羅ρ舞O﹁Ao︒

㊧陶︒黛ミミ噛︑鳶出山翼酔噂5ρミp■

母陶︒陵ミミ畿童富馨噛瓢︒．蒔Gq・

⑳

野瀬︒隻裂甲調馬賞9×漕嵩ραρ○ドヨ︑竃噛8ミ黛ミ設い噛譜0
⑳

9ミ膏き嵩＆点鐙図い9乙9ポHりO伊℃℃．ωN；ω︒︒を参照せよ︒なお︑後

述﹁結び﹂参照︒
⑳陶︒旨ミミミ鳳勲唱℃．心ω刈ムωo︒︑け①置戸昂Oω髄ζnOP㎝ご○一欝盗≦芦壇憧§一

ミミひ封bo一望ρ
⑳6．三月．膨ぎ︒貯器茸㌧匡Oo謹削減蔑帖無︒電ミ帖富Goミミ︒趨卜窺建糟望げ．

Φ鐸ぴ9廷OPHり09マQ◎㎝メ

ピO影畠OPりり㎝伊や伊

⑫ 国O置︒︒妻︒詳劃鼠鳶冴へ9︑随ミ．聖心偽凝越鳥窺§噛ぐ︒回一錨Σげ︒山・結く冨㊦α旧
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求する証拠︵℃Hoo剛︶のA口理的手続の普及︑㈲占有を保護すべき専用

の一組の技術の創出︑が認められること︑②ヘソリニ世の政策のう

︵N驚3唱や

の区鋼︑および㈲後者の不法な侵奪に対する各種の保護措置の採用︑

ち︑㈲土地所有縫︵二σq鐸剛＝習ム︶と土地占有︵ω風︒︒ぎ︒断㌶⇒島︶と

が特筆すべきものとして評価されていること︑等である
Q︒お一ω給︶︒しかし︑通説が︑國王法廷の重要性の増大︑権限強化を︑

﹁各種のテクニックを考案して他の法廷を無力化し︑王の判事の業務

その﹁周到な政治的活動﹂︵9畠︒にσ奪簿︒娼︒＝梓ざ9犀鉱︒昌︶︑あるいは

を拡大せる結果﹂として説明するのを批糊し︑ケーネヘムは王法廷の
広範囲の機能が︑その根源を﹁多様な偶発的状況﹂︵く鍵δ拐貯︒陣Oo淳巴
o畔︒偉量ω峠窪ooω︶の中に有したこと︑換︸冨すれば多くの﹁便富的措置﹂

の濫発を規回した有名な第三四条との

マグナーーカルタ

︵o諸℃㊦臼窪3︑︶の積み重ねであり︑周到な計画性は少ないこと︑を強
配している ︵きミ や︒︒お︶︒

﹁プラェ キ ペ 令 状 ﹂

⑳涛︒黛ミ￥馬賞℃℃．卜σ海Q︒も㎝ρここで︑約一〇直後︑

において︑

関連がが指摘されている︒なお︑この推定は︑㈹令状の発給件数と︑
⑥その代価との絹関関係︵低価格ど発給件数増加との相関性︶を鞘感馬
陶︒葬の記述︵令状の代価は︑国王収入として財務府に納入される︶
を︑統計的に分析した結果による︒ 導ミご℃℃．卜︒窪Ib︒㎝ω

この課題に接近するため︑われわ

コモソーロi体系の成立において果した国王令状の役割を
分析することにある︒

れはひとまず前節において︑国王令状を︑主としてその機

能面から︑系譜論として遡及的に追跡したのであるが︑こ

の作業を通じて明らかになったことは︑グランヴィルの法

書において定型化せる上記三種の令状が︑実にウィリアム

一概治世にまで遡る百年余の系譜と実際的効用の所産であ

ったという点である︒しかしながら︑系譜論的分析は︑単

に文書様式や機能上の類似性・関連性を論証するにとどま

り︑多種多様な令状の型通にある法原理それ自体の発展に

ついて充分に解明しえなかったことが反省される︒本節に

おいて︑われわれはこうした見地から問題に接近したい︒

既述のように︑本稿においてわれわれは︑コモソー−ロー

体系の成立を王権原理と封建原理との一元化として把える

立場から出発しているが︑そもそも爾者は次の如き関連に

おいて存在していたと考えられる︒すなわち︑ωレーン制

原理における王権の位置であるが︑レーン制に固有のピラ

二 王権原理の至上性とその確立

前節において︑われわれは三種類の国王玉津につき︑そ

ミッド型構成が︑その頂点に最高の馬主としての国王を位

置づけることはいうまでもない︒しかし︑レーン制が本来

の様式上の特長および諸機能を具体的例示により詳細に検
討したのであるが︑その日的は行論中再一三濁及した如く︑
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二点であろう︒権利令状は︑既述の如く︑

﹁国王法廷への召喚・移送令状﹂としての機能の取得︑の

土に関する訴訟に介入しえないのが原棉である︒つまり︑

の令状なしに訴答を強綱されることなし﹂との原則を創り

私的・個別的な双務契約関係である以上︑国王は陪臣の封

個女のレーンは自己完結性を有し︑その譲りで最高封主と

出し︑訴訟開始のための必須の条件として国王令状の発給

一

﹁なにびとも王

しての王権の至上性はいわば名目的にすぎない︒ところで︑

を当然化することによって︑封建的裁判権をも含めて︑す

し

②国制における王権の機能であるが︑一個の組織体たる国

も

べての訴訟に王権が闘与する原則を確立した︒しかし︑こ
ぢ

家が不乱として機能するためには︑レーン綱の自己完結性
へ

の源則確立以前に︑権利令状は︑しばしば﹁汝︵令状名宛

ヘ

が打破されねばならない︒この契機は︑レーン関係自体の重
ヘ

人︶がなさざれば︑代わって誰某がなすべし﹂なる付帯命

ヘ

層化︵これをレーン制の国家形成作用とみる見僻は︑ここではと

令によって︑王権の介入を事実上可能ならしめていた︒

も

らない︶の中にも見出されるが︑ 国画の存立にとって不可

方︑ブラェキペ令状の完成した形においてみられる﹁王法

も

欠な条件は︑王権が普遍的原理として機能すること︑具体

廷への召喚・移送命令しは︑あらゆる訴訟を究極的に国王

し

的には︑王権の至上性が原理的に確立し︑かっこの原理が

かくて︑問題の焦点は︑王権原理の至上性とその確立︑

法廷に提出される訴訟は︑ω当然に王法廷が管轄すべき直

を添す重要な一指標である︒しかし︑この令状により国王

法廷に移送せしめ昏効果をもち︑その意味で王権の至上性

およびこの原理のレーン制への貫徹が︑いかにして可能と

接職封された封土に関する係争と︑②王法廷への移送が国

レーン制の中に貫質すること︑である︒

なったのか︑ということであり︑われわれは︑これを解く

のものであり︑格別の問題はない︒後者は︑その恣意的性

や

られるのではないか︑と考える︒前節の分析において︑こ

格の故に︑もし最大限度にそれが行使されるならば︑すべ

も

王に好まれる訴訟︑の二種である︒前者は︑封建的原理そ

の観点から最も重視されるべき論点は︑㈲権利令状の﹁訴

ての裁判は王法廷に集中せしめられることになり︑封建法

も

一つの重要な鍵が国正令状の機能的分化と発展の中に求め

訟開始令状﹂としての機能の取得と︑ωプラェキペ奄状の
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実は︑この原則の有する上述の如き重要な含意を最初に
コ
指摘したのは︑前節B権利令状の項において論及したよう
︹
にヴァン腺ケ⁝ネヘムである︒彼によれば︑この原則の確

廷を消滅させる可能性をも含むことになろう︒さればこそ︑

①
的発給を禁止する条項を掲げたのである︒このように︑こ

立には長い歴史があり︑かっこの問題を解明するためには︑

マグナーカルタ第三四条は︑ ﹁プラェキペ令状﹂の無制約

れは封建制のルールを破砕しうる効果を有し︑王権の至上

コ

次の三つの論点の検討が不可欠である︑という︒すなわち︑

原則自体の起源︑の三点である︒

あ

︹

へ

常の法廷活動に対し︑その法廷の主宰者への命令なる形に
コ
より︑王が積極的に干渉するに至った歴史︑およびCこの
②
︹

︹

A抑止されない不妾な告訴に対する王の保護の歴史︑B通

コ

性どころかさらに進んで国王専翻をも可能にする手段とし
て機能するが︑しかしそれはあくまでも実際的運用の如何
にかかわる議題︵すなわち︑属王とバμソとの力関係一政治的

次元における問題︶であって︑法原理上の問題ではない︒換

言すれば︑それは︑普遍性・原則性において欠ける点があ

は︑確かに精緻そのものであり︑傾聴に価する︒しかし︑

ところで︑ケーネヘムによるこのような姦婦処理の方法

を一般的・原理的に確立するための充分な条件たりえない︒

次のような閥題については再考すべき点があるように思う︒

るとしなければならない︒この点で︑これは王権の至上性

実際︑われわれが︑ただ単に個々のケースにおいて︑封建

例えば︑上記の三点のうち︑初めの二点はともに当該原則
も

関係へ王権が介入し︑自己の権限の至上性を明示した事例
も

の﹁歴史的背景﹂に関する間題として︑第三点は﹁原則﹂
へ

を拾うならば︑前節の既出例のなかからでさえ︑相当数を
ち

それ自体の確立に関する問題として︑別個に処理される︒

ち

指摘しうるのであるが︑当面の問題は︑その〜般的・原理

しかし︑第三点は︑要するにこの原則がかつてメイトラン

も

的確立なのである︒このようにみてくると︑ここでわれわ

ドにより提唱されたように︑ヘンジニ世治世初期の一立法

§§ミ8苧

れにとって必要かつ充分な論点は︑前者すなわち﹁なにび

︵艶

にもとづいて成立したとするのは誤りで︑実はグランヴィ

ルが述べる如く︑ ﹁王国の慣習に従って﹂

とも︑王の令状なしには訴答を強制されることなし﹂とい
う原則の確立の過程を追跡することであろう︒
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とも︑王の令状なしには訴答を強制されることなし﹂とい

﹁王の令状なしに発駅を強制されな

養魯ミ§§鳶口帖︶形成されたものであることが強調される

以上を要約すれば︑

うことに他ならない︒

③

﹁王の令状なしには︑
も
ち

にすぎない︒従って︑この点を上の二点と切離して論ずる
ことはおよそ無意味である︒しかも︑

ら

も

マ

リ

ヤ

も

も ヵ

ヤ

あ

へ

コヘ や

︹

も

訴権の保護とを論理的前提とする︒つまり︑王権は原告た

︹

それぞれ︑A不当な告訴からの被告の保護と︑B原告の告

コ

い﹂原則とは︑楯の反面として﹁訴訟開始令状﹂たる﹁権

も

ら

なにびとも贈答を強制されない﹂というこの原則は︑論理

︹

利令状﹂の利用の一般化・当然化を指し︑またこの両面は︑

コ

的には︑いわば不当な告訴から被告を保護する方策として
コ
解釈されうるので︑その意味よりすれば︑Aと岡種の問題

︹

として処理することができよう︒一方︑Bは︑逆に原告が

も

ると被告たるとを問わず︑要請があればすべての訴訟に関

も

その告訴につき法廷で裁判を受けるよう法廷主宰者へ命令

︹

へ ノ

与しえたのみか︑やがては原則的に訴訟一般に関係するこ

︹

も

へ

にすえた本稿の立論としては︑単に手続上ないし論理的に

もっとも︑王権原理と封建原理との対抗なる視点を基軸

コ

したもので︑いわば﹁原告の告訴権の保護﹂が意図されて

も

とになる︒われわれがいう王権の至上性の確立とは︑まさ
も

いる︒しかも︑かかる形式と手続とは︑既述の如く︑まさ
カ

しくこのことである︒その意味よりすれば︑ケーネヘムの
ヤ

に﹁権利令状﹂に特有のものである︒換言すれば︑ ﹁権利
も

上述の分析視点は︑AとBのみで充分であるとしなければ

あ

令状しとは︑原告の告訴権を承認し︑かくて裁判を開始さ
あ

ならない︒

へ

せる効力を有したのであるから︑この種の令状が単に特恵
的に交付されるにとどまらず︑一般的にかつ当然に発給さ
れるとすれば︑まさしくこれは﹁訴訟開始令状﹂たる機能

王権の至上性が確立することだけでなく︑事実においても
ケーネヘムが﹁権利令状﹂の機能

を備えることになる︒

また王権は個々のケースにおいて封建関係に介入してきた

ことを︑できる限り具体的に例示しておきたい︒そこで︑
コ
ここではCとして︑ ﹁封建関係への国王の介入﹂の問題を
︹

の到達すべき極点として把えたのは︑かかるものとしての
﹁訴訟開始令状﹂であったのであり︑かくてかかる手続の

確立は︑その対極にある被告の見地よりすれば︑﹁なにび
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補足的に倹討することにする︒

幻 不当な告訴からの被告の保護

︹

世治世に認め

︵史料一︶斎王は︑渇く①ωげ誤謬修道院に

この種の保護措置は︑早くもウィリアム
られる︒例えば︑

﹁なにびとも︑そ

対して︑なにびとも告訴することを禁ずる旨の次の如き令
状を交付している︵一〇七九一八三年︶︒

の属地に対する余の禁止に反してそれ︵修道院︶を告訴せざ
るよう余は命令する﹂︵⁝ミ聴ミ9誉︒ミ9いNミ塞象Sミ織爵苧
§嚇N馬ミミ§ミ§ミ鋳瓠ミ§ミ§ミミミミ噛§ミミ無誉§叫︶︑
④

⑤

憲譲ミ§︒ミ§色織︒博§ミ§ミ嵩餐ミミN§愚ミ寒ミミミ竃馨吋畠

図ρB器団修道院長は⁝⁝土地を保有すべし

馬↓§⁝︶︒また︑︵史料三︶幻9旨︒・①唄修道院長に対し︑ ﹁余

は命令する︒

⁝⁝︒しかして切自曙在の彼の礼拝堂の名によって︑余は

命令する︒彼は︑新しい貢租を支払わざるべく︑また︑余

が命令するのでなければ︑それについて抗弁せざるべし﹂

︵⁝鳩遷ミ芯旨餐鼠S守自§肉§§遷馬⁝§ ・鴨ミ音ミ翁⁝韓

⑥

きミミ畿ミ譜窃§馬︑封翁§§き蕊騒下塗亀誉︒ミ§ミミ越憲の

︵史料四︶として︑正規の手続により開始され

§恥嚇ミ隔§ミ恥し§§§黛§誉ぷミ蔑粛︒黛爲青黛§こ︒

さらに︑

明白な王の許可による以外は告訴されることを免除せられ

次に︑ヘンリ︸世の令状︵＝一五⊥三年︶であるが︑

の土地に関する鑑︒容鍵山島の告訴に対し︑訴臆しない許

められる︒すなわち︑ω﹁客お①一畠①幻ρヨΦ馨○鋤が彼の父

ベンリ一世治世第三一年の勺さ偽謁︒嵩に次の如く四例認

た訴訟で王の権威ある命令にもとづき停止された事例が︑

︵史料二︶ωも巴象昌σq

と︒

た事例として二つの史料を挙げうる︒

可を︹王から︺得るために銀一〇マルクを支払った﹂︵﹂≦

恥ミ器§肉ミミミ§霜遷幾篭§愚ミ§N載こOミミ駐墓詣§蔦ごミ

必修院長への特権付与で︑﹁ω℃巴α首σqの小修院長は︑彼に
も
も

§辱§§ミ黛︑︒

対する告訴が何であるかを余が審問するまで︑：⁝・訴答し︑
あるいは抗弁することのないよう︑余は命令する﹂︵⁝㌣㍗

②勾8碧︵冒︒︒α①Uρ＜ごく臼ρが毛①ω8誤払の彼の土地に関

して﹁抗弁せざる﹂ ︵ミ黛§凡ミ︶許可を得るために銀一〇

ミ§愚ミ自ミq§ミミ§尉ミ評説ミ碁砺ミ︶例︑

§ざ鶯戦ミ特壕帖︒壕§ぜミ§薦噛§遷愚︒乙案ミ謡ミ黛§ミ︹§

趣§ミ寒砺餐こミ唱監§︑§︑黛偽§ミ恥喚§管ミ§偽器馬ミ
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四八年︶は︑次の如く述べる︒ ﹁汝らは知るべし︒余は︑

ヨ窪似は︑霞昌09げ

マルクを支払った例︑㈹Uρヨび①詳αΦ菊

マナーを返還する︒よって︑爾後それについて図︒σq巽ωo昌

神と聖エドマンド︑修道院長および修道士らに︑を冨9Φ︒︒ω

め﹂ ︵ミ妹§恥ミ§特ミ恥︶銀四〇マルクと軍馬一頭を支払っ

Oh渕8げ胃qωo⇔o︷芝巴︒げ鉱一霊ωにも︑彼の相続人にも︑

α①とげΦ目註く鑓ρが告訴している土地を﹁平穏に保有するた

た例︑およびω国㊤α巳h切霞⇔帥σq①は︑彼の生存中︑彼の

するひとを除いて誰にも︑彼ら︵修道院長︑修道士ら︶は訴

へ

も

や

また今後入手すべき他の令状にもとづきあるものを告訴

土地について﹁抗弁せざる﹂︵翠黛§蝋ミ︶許可を得るため
⑦
銀一〇マルクを支払った例︑である︒ところで︑上述のヘ

答する必要はない﹂︵旨ミ鋳§費遷幾︒：●恥§w8属ミミ§§陰．●

ミミ〜ミミミ§︸ぎ︑さ§禽旨⁝帖ミ器§遷黛ミ恥越落§織ミミ執嵩§

ンリー世の二通の令状︑および漣需國︒一︸の四例の記述
が︑いずれも﹁抗弁せざる﹂﹁訴答せざる﹂﹁告訴された

⑩

に付与された特権として︑

ていることは明らかである︒就中︑﹁余が名指しで命ずる

さて︑ステイーヴン王治世にも︑旧来の慣行が維持され

ちに宛てた同郷の令状は次のように述べる︒

ことが確認されている︒すなわち︑王の司法官︑シェリフ

れば︑院長は修道院の土地に関する訴訟に入る必要はない

裏付けるために修道院総会の権利文書を呈示するのでなけ

原告が彼の権利要求︵告訴︶を
チヤミタじ

ミ駐ミミ騎ミ鴫ミQミ￡四ミミ§賊馬匙§謹妹憶こミ譜黛︒ミ塁転帰N ＆

為磯馬ミ逼N贈葡焼ミミ焼喬ミΨ§N偽ぎ§職ミミミ書§ミ伽§らミ偽ミ恥ミ

あ

土地を平穏に保有する﹂特権について述べていることは︑

も

爵§§N貯︑︶︑と︒しかし︑他面においては︑新たな発展の

も

一見かってステソトン夫人が﹁王の令状なしに訴答なし﹂
⑧
なる原則はヘンリー世治世に遡って確認されるとした見解

も

局面も冤出しうる︒それは︑︵史料六︶日け︒難①図修道院長

へ

を支持する如くであるが︑ケーネヘムによれば︑かかる特
権が個別に授与されていること自体︑この原則の未確立の
⑨

のでなければ︑それについて抗弁せざる﹂特権が前代から

る︒

証左である︑とされる︒

引続いて付与せられている︒例えば︑ ︵史料五︶ロンドン

⁝⁝ヘンリー世王の存命中における如く良く⁝⁝保有すべ

↓汐︒国賓修道院長は︑彼のすべての土地と保有とを

﹁余は命令す

司教およびエセクス州民一般に宛てられた令状︵＝三五一
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身かあるいは彼の祖先がそれについての修道院総会の権利

しeしかして︑彼のある土地について告訴する者は︑彼自

舶〜§特§ミミ二男へ︑ミ跨鵯ミ簑砺昏霞凝ミ︸煙8§ミ遭8ミぎ︑ミ餐§畑

馬§〜ミミ恥鶯§鳶疑寒ミ︑誉嵩︑ミ ミ§防ミ︑∀﹄ミミ塁ミ亀ミミぎ儀

bさ楠ミ〜§︑馬§恥ミ︒§§書ミ禽馬丁蕊曾こごこ隔愚ミ馬⁝紅 ミ謡匙馬§

以上の両例が︑ステイーヴン王治世における〜つの発展

ミO恥O鳶こ馬ミ：◎

⑫

文書を保持しているのでなければ︑この令状に反して訴訟
を起すことはできない﹂︵⁝ミ爲黛鷺︒§ミ暮ぴ蕊§§ミミ茎
ミミミOミ嵩題蝋ミ縄慶事ミ欝§ミ．へ覇鶏ミ動軌ミ守ミミ．：無熱泥団牒ミミ烏ミ馬

を示しているのは︑被告が訴啓を強引されるべき訴訟の成

立条件は︑原告が﹁権利文書﹂を呈示するか︑あるいは当該

Q§喩巽鳶恥ミ●︾ミミ妊・ミミミ鳳・憩い§ミ︸8㌣〜§笥〜︑ミ駐

魯ミ§ミこミ§ミミ・竃ミ象・・ミ§§こ§§・︑・こミ§︐

ある︒換言すれば︑それから保護されるべき不当な告訴と

地を現に﹁保有﹂しているか︑いずれかに限定された点で

ミ︒無§ミ

⑪

薫製§⁝︶︑と︒同じく︵史料七︶切霧8⇒修道院長は︑

へ

も

も

は何か︑という落慶につき︑具体的にそれは﹁権利文書が
も

いかなるイギリス人の原告からも︑現院長が保有している

ない﹂こと︑あるいは﹁その土地を占有していない﹂こと
⑬

である︑との基準が示されたことを意味する︒

も

所領について告訴されるべきでない︑という内容の権利
を再確認する文書を交付されていたことが︑次の令状︵同

﹁余は命令する︒切下冨○⇒修道院長は︑彼のす

ジ露︒およびスタフォドシャのシニリフ宛て︶により知られる︒

まず︑ωを裏付ける事例として︑次の如きものがある︒

慣行の継続とともに︑②新しい重要な発展も認められる︒

次代のヘンリ達筆治世であるが︑その初期には︑ω古い

すなわち︑

︵史料八︶ゆ舞図ωけ国畠ヨ雇⇒α︒︒の﹃封建文書﹄の事例︵一一

一二瓜五IE九年︒グロスターの

べての土地を︑ヘンリΩ琶︺王の存命中における如く良

五五−五八年︶︒ ﹁些修道院長は︑余の同意なしに︑この上

じくステイ⁝ヴソ王の令状︒

くかつ平穏に保有すべし︒しかして︑この令状に反し︑院

述︹の土地︺から︑何かをあるひとに返還することも︑ま
⑭

たそれについて訴号することも︑余は禁止する﹂︑とある︒

長がそのとき現に保有しているある土地についてイギリス
人に告訴されるべきでない﹂ O：ミ・§§︒餐ミ・き・覇§
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︵史料九︶﹁余が命令することなしに︹彼は︺決してそれに

に関する記述があるからである︒すなわち︑それには︑

二︶ヘンリニ世の令状︵〜一五五−六二年︶に︑コ制定法﹂

も

し

へ

し

リス人の告訴により︑もしそのイギリス人︹自身︺かもし

⁝⁝彼らの保有地に関して︑余の制定法に反対して︑イギ

へ

﹁余は命令する︒禦Qっ三業琶の小脇院長と修道士たちは︑

ついて抗弁すべきでないし︵ミミミ︒§§噛ミ馬黛§誉ご職蔑

§§ミ論︶・︵史料一〇︶﹁余の面前で守︑また名指し
で余が命令することなしに﹂ヘンリー世の存命中保有する
⑯
土地について抗弁を強制されることを禁止する︒ ︵史料一

令状に反して︑この土地について訴訟を濫用され︑あるいは

売手たる﹁該おΦ執奏なる者の息子たちの告訴により︑この

この尼修道士が︑かって塞げ︒窮①の土地を購入したときの

リフに宛て交付された令状︵二五五1五八年︶によれば︑

と︒もっとも︑ここにいう．無ミミ寒§︑の内容ははっきり

ミ偽こ§ミ置嵩︒9ミ義竃Nミ§題言ミ防§恥§§竃馬ミ魯註脚馬霧⁝︶︑

ミ塁譜ミ§き〜塁ミ︸§§験︒辱巷qミ§愚ミ黛ミ§§嵩§砧§帖

§§帖ミミ§§︑偽ミ⁝ミ轟§憶§黛ミ8ミ§心筋ミ黛8ミミ砺牒ミミミ趨

抗弁を強綱されざるべし﹂︵㌧§愚智Q§織辱蕊ミい霜ミミの§−

くは彼の祖先がその土地を⁝⁝占有していたのでなければ︑

不当に抗弁を強制されることを余は禁止する﹂︵受身︒ミ富︒

貯σqの尼修道士のために︑ケントの司法官とシェ

謹偽§ミぎも§四黛ミ偽慧§妊巽雨ミミeミ斗四黛§誉§憶§ミミ

しない︒しかし︑
五四一六二年に︑教会に関する上例
⑲
とほぼ同様な意味の令状が他にも多数あり︑これらは︑土

一︶旨ρ

暗︽誤

地占有に関するある一般的な．震08暮︒ΦヨΦ簿oH霧ω齢Φ︑

も

も

も

ミミ§肘︶

一心さqミ§S︸〜野掛勘ミ§脚愚物誘﹂≦偽ミ：．︶︑と︒以上の

つ

も

も

へ

も

一般的に王の保護が期待

も

は︑第一にこの措置が制定法的な性格をもち︑従って特定

たしかに︑ある﹁制定法﹂

⑬

四例は︑しかしながら︑個々に承認せられた特権であるか

を前提としたようにみえる︒

⑰

ら︑当時既に﹁国王の令状なしに訴答を強制されることな

の存在を示唆するものと考えられよう︒ここで注目すべき

し

し﹂との一般原則が存在していた︑と考えるべきではない︒

も

ところが︑この時代に一方ではある立法措置︵霧
も

者のみが保護を受けるのでなく︑

ち

により︑個別的保護ないし禁止から︑一般的保護ないし禁

されうること︑第二に︑土地の﹁占有﹂なる事実が︑正当

も

止への新たな発展もみられる︒それは︑次の如く︵史料一
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な告訴の証印として権利文書より優先していること︑であ

わば同等に扱われていたことを想趨されたい︒︶なお︑ケーネヘ

へ

瑚
︹

告訴権の国王による承認

コ
前述のA国王による被告の保護措置が︑不当な告訴防止
︹
コ
のためのいわば﹁消極的な﹂方策であったのに対し︑Bは
︹
原告に対する特殊な保護関心をもって︑国王が主導的に法

ヤ

ムによると︑この法令︵ωけ暮環叶㊦︶の公布は遅くとも一一六

廷に対し︑

ヘ

二年であるが︑間もなく次の二つの理由から無用化するに

圧力を加え︑また助画する﹁積極的な﹂方法であった︒ケ

る︒︵ステイ⁝ヴソ王治世には︑﹁占有扁と﹁権利文書﹂とは︑い

至った︑とされる︒すなわち︑まず︑前記の．謡恥§︒妹§§ミ

﹁征服﹂後

﹁正当な︹原告の︺権利を陳述せしめるよう﹂

鳶憩暑§鳶︑なる原則が確立したこと︑ついでイギリス人

ーネへんは︑このような国王の積極的態度は︑既にアンダ
⑳

についてみれば︑それは次のような形において現われてい

ロ鋪サクソン時代にも認められる︑というが︑

な告訴の禁止︑というこの法令本来の主旨が︑農奴の地位

る︒すなわち︑まず︑

︵つまり︑いかなる占有をも請願しえないヴィレン︶による不当

の低下とともに︑彼らの領主に対する告訴権の否認なる形

交付せる令状︵＝〇二年︶には︑

ハシティソドソのシェリブに

ヴンHヘソリニ世両王の治世を通じ︑不当な告訴から被告

が︺⁝⁝そこ︵口弩ω仲︶にある何かを要求するならば︑修道

ヘンリー世が︑

を保護すべき王の手が︑一つの慣行として働く一方で︑保護

院長自身が都合の良い開廷期にそれについて裁判をなすべ

︵史料一︶

の基準が漸次明確な形をとって示され︑一一六二年には土

し﹂︵ミ遠無ミ魚画題慧塁︹さ装︺ミ馬鐸ミ蕊賦蜜ミ§ミ蝕恥無

で実現したこと︑による︒かくて︑われわれは︑ステイー

地の﹁占有﹂なる事実の有無を基準とする立法が公布され

膏題口添§慧§ミ§

︵史料二︶山王により︑ウォーリク伯ヘソリおよびシェ

る︒

⑫

毒三島ヨなる者が修道院長の法廷で告訴権をえたことが判

由§ミミ§︒§ミ恥︑§ミ嫡︶︑とあり︑

﹁⁝⁝のちに︹≦二二旨

るに至った過程を跡づけることができた︒この六〇年代初
めにおける司法手続が︑かの．扁ミミ︒㌧§ミミ長点︒嚇ミミ6︑

の原則に発展するのは︑わずかに一階梯を残すのみになっ
たことに︑ここでわれわれはとくに留意したい︒

（295）

117

︵史料五︶として既出のと

リブたるウィリアムの両名に宛てた令状︵一一〇一二年と推定︶︒

﹁その他の場所で﹂行なわれてはならぬこと︑﹁後に原告の

べるが︑その裁判は︑ ﹁都合の良い時期になすべきこと﹂︑

修道院に承認せしめ︵ミ軽蔑き伽身紅こミミ︹智逡ミ註︺ミ

おり︑︸○ω○巴草鳥Φ図画鍵猷なる者の告訴権を︾ぴ貯σq山︒コ

れているわけではないゆこの点で︑次代のヘンリニ世治世

こと︑が定められたもので︑即刻裁判をなすべしと命じら

息子が︑⁝⁝陳述しようと欲するならば﹂行なわれるべき

コ
本令状は︑前節B﹁権利令状﹂
︹

§︑§〜︶︑かつ︑その他の場所で修道院長が一〇・︒8一ヨに訴

には︑王の令状にもとつく訴訟開始について雷及する史料

⑳

回することを禁止したものである︒

あ

ひ

が多いことは野駒に価しよう︒しかも︑以下の諸例におい
へ

︵史料三︶同じくヘンリー世の令状︵＝二八年と推定︶︒

ては︑王の令状が発給されるや︑直ちに訴訟が開始された
如くみえる︒すなわち︑

ロンドン司教︑ノーリジ司教︑その他不特定多数の辻三に．
宛て︑㈲ω汁閃畠営茸αωの修道院長︾易①︸導が芝川巴舅Φωω

彼はそれが同教会の直営地に非ずと主張していたこと︑㈲

ナーは︑図ぎげ鍵α︒・○⇔○囲老巴︒臣廉恥⇔が領有せるもので︑

Oげ鍵αωθoO閃の土地を占有した︒ このときの訴訟手続は︑

の訴訟を自己の法廷で裁判した︒その結果︑原告が勝訴し︑

は︑原告名三壁ヨ創①℃興︒団対被告O費げΦ訴創︒勺奪︒︽

︵史料四︶一一五四一五五年︑ ω巴冨9蔓司教﹂○ωoo罫回

それで︑もし後に空︒げ胃αの息子が︑そのマナーはウィ

われらが主溝ヘンリ︹二世︺王の命令により﹂︵馬ヒも§憩ざ

マナーを彼の教会の直営地として領有すること︑㈲このマ

リアム一世︑同二世︑およびヘンリー世治世に教会の直営

§ミ腎軌琶恥ミ蕊覧砺簿ミ・ミ︶同司教の法廷で開始された︒また︑

︵史料五︶ヘンリニ世治世の初め︑ 国︒σΦ面影N閑︒σq曾

㊧

地でないことを陳述しようと欲する︵さミ恥ミミ融雪嘩さ織⁝︶

ならば︑ ﹁余は︑修道院長が空︒げ鍵山の息子に対し︑そ

は︑切︒錠ω蜜＝在の土地を跨び8σqαo⇒修道院に権利放棄

が彼女の寡婦産であると主張し︑ヘンリニ世から一通の令

︵すなわち返還︶した︒その後間もなく︑彼の妻はその土地

れについて裁判をなすことを命ずる﹂ ︵特§ミ︒ミきび翁

⑳

妹§恥ミ恥こ嚇N§§ぎδ︑とある︒

以上の三例は︑いずれも原告の告訴権の承認について述
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状を取得して同修道院長冒σQ二罵に提出したが︑

状の﹁もし汝がなさざれば﹂という付帯命令を論拠として︑

るレスター伯切︒剛︶①陣の許に行き︑前記の修道院長宛て令

﹁それに

よって︑院長はこの告訴につき裁判をなすべし︑と命じら

公正なる措置を要請した︒そこで伯は︑ハーフォドシャの

シェリフにこの訴訟の扱いを委ねた︒しかし︑修道院長は

れた︒﹂裁判の結果︑原告は無権利なることが判明した︒
一一五八年ご

州法廷への出廷を拒否したので︑欠席裁判の結果︑判決は

︵史料六︶b⇔鉢菖①修道院年代記によると︑

ろ︑同修道院長芝原錨Hは︑ヘンリニ世に対し︑ある保蒋

原告の勝訴となった︒

○一ぞ巽竃○類曽︒げ煽ω

について苦情を述べ︑正義が行使されるよう願い出た︒そ

︵史料八︶一一五四−六〇年の某年︑

と菊ρヨωΦ矯修道院長との間に訴訟が起った︒結局は和解

こで王は国g伯︸○げコに一通の令状を交付し︑伯に命じて

当該修道院長︹のため︺に充分なる権利を行使せしめ︑な

となり︑その条件を権利文書に記載することになったが︑

それによると︑ ﹁領主9貯窪冨︒⇔9︒︒け霧は︑王の令状に

お︑伯が命令を履行しないときは︑サセクスのシェリフが
⑳

代行すべし︑とした︒

よってわれわれに対しbd養創①墨○げΦ︹在の土地︺に関する
訴訟を開始した﹂

︵史料七︶勺簿窪αΦく巴○σq器ωの死去に際し︑ω汁巴σρ口ω

修道院長は︑累自室ρ≦の森が℃雲興の終身保有であった

きミ恥ミミ匙§w§窃︑へ§噛§書軸ミミ竃§恥鏑：︶︑とある︒

⑳

︵⁝§ミ簿器Oミ毒断蕊旨皆§ぎ防§︒霧恥ミ

として返還せしめ︑それを直営地に編入した︒ところが︑

げ巴傷の法廷は︑℃簿Φ目なる者とロンドンのω汁℃ρ巳︑ωの

カソタベリ大司教円財Φ9

るとし︑保有権を要求するため︑折柄滞婦中の国王の許に

修道士会との間の係争を処理したが︑これについて︑

︵史料九︶一一五四一六一年︑

赴き︑修道院長宛ての権利令状を取得し︑帰国して修道院

れわれの風なるヘンリ︹二世︺の命令にもとづき︑われわ

℃①汁霞の弟で相続人たる閃○げ①詳は︑それが世襲保有であ

長に伝達した︒この令状は︑修道院長の法廷で朗読され︑

れの法廷によりこのように判決が下されたといわれるし

︵⁝さミミ巽憶§§ざ載︒ミ遵噛§ミ蕊讐毎穿嵩§こミ§︒

﹁わ

訴訟が開始された︒しかし︑当該地が終身保有であるとす
る修道院長の主張を論駁できなかった原告は︑王の名代た
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⑳
＝五六−六一年︑カンタベリの教会法廷

ミ安き箕鳶ぎもミ︒§ミ聾︸ミ§ミ馨︶との記述がみられる︒

︵史料一〇︶

た︵﹂ミ巳旨

ミ煽ミ篤§縁職§職首聴ミO卜kミ訪＆ミ︑ミ砺bミN身§ぎ畠

鳳ミ誕鴨︸N8︹国︒蔓日ユ巳叶メと匙σQ舞ρび︒罠仙︒菖き昏§窮§蕊§

⑬

≦︐臼置露α①O農No添は︑菊学

困匿巳︒︒のテナント︶がかつて保有していた土地を彼に返還

て王の令状を取得したが︑それは彼の父祖︵しd霞団ωけ閑争

︒げ錠αo︷ロ︒びΦ舞興︵霧︒げ◎＄oO郎○︷矧︒録鶏ω︶の助力をえ

︵史料＝二︶一＝ハ八年︑

象9塁費ミ簑§鯉落︒識ミ︒い舘ωぐ・画経読§︒

において︑図毒巴畠ohU貧︑冒①ω︵被告︶と伯國①σq蓑亀α岱① 磨︑ミミ象特ミ8ミ騎§Gリミミ書ミ︑特ミ冒︑ミ恥篭鷺恥ミら§偽題ミ

σ蝉常富めく葭①および彼の牧師○ωσ①詳︵原告︶との間に不

動産訴訟が発生したが︑このとき国王は令状を発給し︑②
伯の岡教会に対する聖職者推薦権に関して︑彼に判決を与
えること︑ω○ωσ①訴について︑彼が︹所属を︺剣奪され
⑪
ていた教会に復帰せしめること︑を法廷に命令している︒

するよう命じたものである︒彼は切字蜜に赴き︑そこで令

状に頗ってωo尊覧卑巴ωロ㊤ヨ

鼠ρ囁けげ①≦QQO鵠O︷OロΦ菊①￠一①同

なる者がロンドン在ω什9剛①︒︒の救護院に対し訴訟を起し

ところが︑修道院長が問題処理を延引させようとしたので︑

︵史料旧一 一︶ 一 一山ハ五加＋︑

たが︑そのときの権利令状は︑ロンドン司教○臨び①詳閏○に︒け

原告は 菊δ置ρ巳

とい

われ︑やがてヘンリ員数治世に入り︑一般的・日常的とな

認するという措置が︵初め偶発的・特恵的なものとして現

以上の諸例から︑われわれは︑原告の告訴権を国王が承

︑つ

⑭︒

︵惹天覧§§ミ書室博§ら愚δについて苦情を陳述した︑

の許に行き︑ この﹁王の命令の軽視﹂

マナーの保有権を主張した︒

に上記冨暮雲Φ≦とその他の相続人について裁判を行なう
よう命じたものである︵⁝ミミぎ§⁝ミ︒配蹟らミ§Sミミ趨
ヘミ竃講Naミ恥︹鶉○障①︒︐りい︒謡αo菖⁝培ミミミ馬瞳馬鴨負Q§臓ミ

は︑

蔑§畿聖の辱鳶ら§激§帥 愚︒卜§§轟︑9蓼ミ8哨︒款ミ帖器神門ミミ

⑫
ミ焼ミらミミ鍔隷ミミき国国肉馬§ミ帖塁ミ富蕊：ゆ︶︒
勺ぴ自○ωo℃げ信qα

るに及んで︑それが訴訟開始のために不可欠の手続となる

口︒σ①同け

ω津詳げ跨9αの教区に関して︑それとその教会が不正にも侵

に至った経過を認めうるように思う︒しかもかかる機能は︑

︵史料一二︶ 一 一山山山野芝︑

奪されたとして︑鵠︒ぢ円甑昌詳ざとασq翼①に対し訴訟を起し
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この問題の分析に際し︑当面われわれが留意すべき点は︑

措置を契機として初めて可能となったのでなく︑いわば特

令状様式の刷新とか︑法原理上の革新により齋らされたの

の普及によって実現した︒その意味で︑ヘソリニ世の治世

殊的・個別的事例が先行し︑それらがやがて慣行として漸

圏王による封建関係への介入が︑何らかの新たなる立法

における権利令状の普及は︑われわれの最も注目すべき点

次的に定着する形をとったことであろう︒

でなく︑それが一般的ルールとなるに足るだけの令状発給

である︒なお︑行論中再三にわたり指摘した如く︑原告の

lI令状の発給なる手続がすべてそうであるように一こ

しかも︑本来

告訴権の承認は︑原告に裁判をなすべし︑との定型句によ

の種の介入すら︑国王の意思による恣意的・専制的手段と
も

り︑ ﹁権利令状﹂なる形式で具体化していることにも留意

も

封建領主の側の令状請求により︑初めて具体的に措置され

も

して発動されたのでなく︑国王による紛争処理を期待する

一つの帰結たる所以である︒

た︒従って︑ここでも問題は︑かかる事実がいかにして集

も

したい︒ ﹁訴訟開始令状﹂が﹁権利令状﹂の発展における

ところで︑既述のように︑ ﹁権利令状﹂それ自体は︑封

積されて普及し︑王権の封建原理に対する至上性の基盤と

も

建法廷に対し︑自己のテナントの告訴を聴聞すべきいわば

も

して一般化されえたのか︑という点に絞られるであろう︒
し

当然の権利を行使せしめたもので︑当該法廷の権能を否認

ヤ

も

も

さて︑封建領主の側から︑原則的には自らの権限におい

も

する性質のものでは決してない︒しかし︑この種の訴訟に

へ

て処理すべき封建的関係にかかわる紛争に︑国王の介入を

ヤ

対して国王の積極的な介入が始まると︑封建関係に国王が
ヘ

要請してその解決をはかった事例は︑いま一一〇〇年以降

も

干渉し︑やがて事実においても︑封建原理に対する王権の

の時期についてみても︑諸所に少なからず検出されるので

も

至上性を着々と積上げる結果を生むであろう︒われわれは︑

︵史料一︶一一〇六年︑

Oo富Φ一ぎα①図愚霞ド︵被告︶︒内容は︑被告に対し︑原告

ヘンリー世の令状︒名宛入は

ある︒すなわち︑

封建関係への国王の介入
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以下にこうした事例を集めて検討してみたい︒

（C］

ミ＆〜︶塁疑義ミミ塞織偽§︑蟻︑高垣ミ為§ミ§衷M砺§ミ§ミミミミ起

も

も

し︑

﹁汝らが︑汝らの閤言σqω8ゆの教

＝一一年ごろのヘンリー世の令状︒名宛人

缶￠σQ冨ω80︷肩当ψ証昌が︑彼の土地に義務づけられ

は︑問題の土地の領主たる修道院長閃9鼠訟霧である︒﹁も

︵史料四︶

返済せよ︑との内容である︒

⑰

︵噛︑象ミ典範ミ防ら§思N勘§ミ欧州鶏§弓袋蛇内野︑療ミ薦ぎミ︶を

会について︑それ︵﹀び一昌σq斜Oβ 訓荻ムム︶に負うている諸貢租﹂

教会の二人のテナント︒

司教甥︒σq段の令状︵一一一〇年ごろ︶︒宛名は︑︾びぎσqO8

︵史料三︶国王の財務長身兼司法長官たるソールズベリ

⑯

たる諺びぎσq鳥8修道院長男錠凶賦蕊に︑ ﹁彼︵閃即噌一餌料信Qo︶お

膏昏ミウとあり︑差押えないし没収が示唆される︒

︵餐ミ馬受ミ§妹ミ喬ミ臓§馬§挙

司ρ甑江南ωの先任事たる︾暮げ色里

磐田§

よび彼の修道院から汝が保有せる封土︹に基くところ︺の

﹁汝の兄が︑

役務﹂︵ミ陰ミ御きミ§喬〜§餐ミ§ミミ忌さ寒
塁塁︶を︑

に対して履行せる如くに﹂

§魯誠恥§鼠ウ履行せよ︑と命令したもの︒付帯命令とし
て︑ ﹁もし汝がなさざれば︑同修道院長が汝の封土を差押

⑯

えるべし﹂︑とある︒管見の範畷では封建的役務履行のた

も

ヘンリー世の令状︵一一〇八年と推定︶の

めの最も古い令状である︒

も

︵史料二︶同じく︑
へ

ている汝︵閏斜巴一二一9ω︶

諺σぎσQαo昌修道院長のために︑彼のテナント︵閑︒げ①詳鐸ω冨尺玉

α8窪ωなる者︶に宛てたもの︒ ﹁余は汝に命令する︒修道

すべての事に関する役務1を履行しようとしないならば︑

ミ§N無特§畿§四誌鳳§§§§嵩ミ奪い︑＆誤

誉§︑恥§ミ匂誉9ミし︒

⑱

︑§ミ辱藁ミ鴬ごミ︑楠艦愚怨慧§︑霧ミ画ミ隔N誉無禽騨ミ︒ミ這窺餐い§

§§ミミ帖§鴨憾ミ

辱ミ箋ミ．琶N謡ミ無誉らミ謹言§ミ画ミミ§細萄ミミ砺塁こ帖ミ辱ミ畿噛N鼻

よう︑その件につき適切な措置をとるべし﹂︵9奪︷題凝血霧

への役務i1・柵と橋の修理やその書

院長燗ρ鼠叶貯ωに︑汝は︑汝が保有せる土地の役務を︑汝

余は次の如く命令する︒汝は︑彼がなすべきすべてをなす
ミ

の祖先が修道院長︾α巴虹溢出の時代に履行せる如くに︑
履行すべし﹂︵㌧ミミ膏ざ 凡ミミ魯静臥獄寒ミ皆誉職翁動ミミ畿画

﹁もし︑汝がなさざれば︑余は命

〜ミミ馬身§脚欝ミ3吻馬簑こミ§鷺鳶ミミ馬砺隠蟹ミミ琶︸Ss︑恥＼ミ㍗

︑暮ミ勘客ミ鋳ウ︒そして︑

令する︒上述の修道院長が︑汝が保有する彼の土地につい
て︑彼の欲する如くなすべし﹂︵甦邑鴇誉§︑営ミミ㌧ミ§慧︒
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︵史料五︶ヘンリー世が︑．上掲︵史料四︶に言及されて

らを義務づけられているすべての物件につき一を︑彼の

ての潰習的役務ならびに貢租−汝らの土地のうち︑それ

郡区︹法廷︺に納入すべし﹂︵ミ誉ミミ鋭魁︒ミミ恥府ミ凡ミミミ摯

いる頴鶉σq甥↓g嶺汁ぎに宛てた令状で︑内容は︑修道院長

団霞註蕩に名宛人が貢租を支払うべし︑と命じたもの︒

爾後彼︵院長︶の土地は汝の土地として収穫されざるべし

汝は義務づけられた如く貢租を支払うべし︒しかして︑

義務がある一を送金しない間︑汝らの金銭を差押える︑

なさざれば︑汝らが余の金銭−司教がそれを余に支払う

§︑碁ミミ鼠§鷺噛職§ミ画§︶︒③﹁しかして︑もし汝らが

災昏§養ミ畿憂ミ恥凡噛四︒§き器遷ミ漁民8ミ動向恥§富駐層層欝ミ帖砺

．︵ミ特a謹§・︒ミ︒§︑蓉砺塁ミ遷ミミミ翁臆︒妹ミ蓑辱Nミ︶︒

という手段によって︑司教が汝らを裁判すべし﹂

﹁余は汝に命令する︒諺σ営σq創︒昌修道院長閏ρ甑註霧に︑

違反せるときは余に罰金一〇ポンド︵簑辱ミ§§ζN§禽

為らミ︑ミ二期題q8︑浅ミ帯鳳培ミ黛ミミミ︸；題壁匙ミ§︸§誉＆ミ蹄

︵ミミ甑

誉蔑多多ミミヤ；ミ謡N︶を支払うべし︒もし︑汝が速かになさ

嵩馬鷺ミミ吊身ミ鼠＆ミ＝鳶§斜餐§嵩愚射8臆鈎ミきこ一軸馬こ︑ミ§篭

国手Φ出口①α①男Ooω︵被告︶︒﹁余は命令する︒汝は︑℃ごヨω富α

︽史料七︶ヘンリニ世の令状︵二六〇年︶︒名宛人は︑

§〜藪︶︑と記述される︒

⑳

HWΦ同一くのげ公評Φ︶が汝の動産を差

ざれば︑諺︼びユ︒燭ωα①切．︵Oh

押えるべし︒しかして︑今後はこの件についての告訴を余

毛⑳＝Φ郡区

は聴聞せず︒違反せるときは罰金一〇ポンド﹂︑とある︒

︵史料六︶ヘンリー世の令状︒名宛人は︑

在の汝の土地が義務づけられている役務を聖オーガスティ

ン修道院長に︑汝および汝の父祖が︑余の祖父ヘンリコ

︵毒昌①演舞①︶に居住する︑リソカン司教の全テナント︒内

容は︑①﹁汝らすべての者は︑リンカン司教が余から保有

世︺王の治世に履行するよう義務づけられていた如くに︑

Q§叙豪蕎§落§§窺的さ寒声の§ミ簿嘆盗画ぎ§愚ミ§誘§

タベリのシェリフが代わってなさしむべし⁝⁝﹂︵︾§職場︒

している彼の法廷と郡区法廷に︑彼の役人の召喚によって

噛こ

公正に履行すべし︒しかして︑もし汝がなさざれば︑カン
辱馬検偽ミミ§Nミ§

出頭すべし﹂︵§食人§§禽匙駄黛§ミミミ§黛濫蝋ミミ謡ミ
愚貯§一拳︸§N§N恥画防喝§織§ミ馬§ミ

ミミ無§︑蟹ミ養ミ§〜︶︒②﹁しかして︑汝らは︑司教にすべ
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特ミ龍〜画ミ︑ミ遷§ミ§嵩防ミミ3鴇

8げ㊤コ簿の住民は︑カンタベリのω叶諺仁σQ￠ω識旨①教会の上級

その背景にある事情は次の如きものであった︒すなわち︑

ミ駐ミミ曽鳳ミ騎8鳶砺馬ミ

偽ミさミ助＼§ミ鴨譜ミ特︒惹遷賢恥寒ミ執ら帖ミ執ミ馬恐ミミ職誉聴喰旦

も

裁判権の承認を拒否し︑カンタベリの法廷への召喚に応ぜ

し

⑪
§象︒ミ題G§勘鳶誉 ミ誉適⁝︶︒封建的役務の履行命令で

も

ず︑同地の彼ら自身の荘園法廷︵詠ミ馬ミ8以外では告訴さ

れない︑と主張していた︒そこで︑ω汁﹀自σq窃江⇔Φから選

も

ある︒

︵史料八︶同じく︑ヘンリニ世が︑○δgo①ωけ窪修道院長

ばれた修道院長は︑王の令状により︑カンタベリの州法廷

でこの係争を裁き︑そこで判決を下すべし︑との命令を取

の滞流たる90β8の＄目の市民に︵ぴミ︒ミ§暮器§ミ︒楠§ミミ︶

宛てた令状︒

得した︒すなわち︑

﹁余は汝らに命令する︒汝らは︑○δ蓉＄け巽

修道院長に︑汝らが︑同院長から保有せる土地について︑汝

滞なく︑汝らの領主たる前述の修道院長に︑汝らの封地に

甘翫ミ傍⁝oこ§ミ的ミミ

ミ

ミ8誤8ミNミ帖謹9ミ︾ミ臼餐ミ海砂

いたすべての役務︑貢租︑および諸負担を給付すべし︵⁝

﹁余は汝らに命令する︒公正にかつ遅

らが余の祖父ヘンリ︹一世︺王の治世に給付を義務づけら

つ音彼に義務づけられ︑また彼の先任老に義務づけられて

・§

§帖ミ篭防餐ミ偽

れていたすべての慣習的貢穏ならびに役務を給付すべし﹂
︵辱ミミ愚ご妃＆鋳Q§鶏口︑ミ§赴防S寒畿勲婁ミ砺驚︑執§

§愚旨妹§ミ勲︒ミ・・題職§恥§￡§ミ恥恥縣黒雲ミ繋§蕊白襲蕊凡噛

誉融蕊§ミ

コ
交付した令状︒︵前節A﹁シェリフ宛て令状﹂R史料二〇︾とし
︹
て既出︒︶内容は︑①bd9嵐器︽修道院長︸09と切︒σp巽

︵史料一〇︶ヘンリニ⁝世が︑リンカソのシェリフに宛て

る諸義務の履行に︑国王が介入している︒

蹄§斎甕縁竃恥軽質ミ袋§辱蓬馬§ミ砂防ミさ竃簑諺

§さミ縁遷義ミこミ愚ミ偽§軸§帖§鴨偽ミミ転＆︑

﹁何故なら︑

同教会の権利に属するもののうち︑それからのいかなる免

膏§魁魯N9ミ邑︒ しかして︑もし汝がなさざるときは︑ケ
⑬
ントのシェリフがなさしむべし⁝⁝﹂︑と︒封地に付帯せ

除をも余は汝らに許可していないからである﹂︵餐ミ§ミ傍
袋§ミ︑蕊ミ丸婁§憶馬ミこ§さミミ§軸喝ミミ裳ミミミ竃窯砺s苧
⑫

ヘンリ国命の令状であるが︑

§邑︒慣習的貢租ならびに役務の給付命令とその理由が述

一一八○ 年 の ︑

べられている︒

︵史料九︶
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魯ミ臓ミ︒崎叫ミミ簗偽笥ミ蕊騨︑ミミこξ塞妹馬︑馬こミ§§凡笥§ミ謡︶︒

qミ愚輩N§譜旨Oミミ︑無動喬薦§職賢さ鳶ぎ富ミ窺鳳ミ恥︑畿恥§き

こ一ボーヴニトの土地︶につき︑和解を結ばしむべしとの命令︑

㈹﹁さ的ミミδ§寒ミミ︵日︸回窪①け︶は︑ 瓢ミミ§§§

の︒昌︒隔閑①言σqoげとの闘の係争︵原因は国掌︒σQ滅︒詳三pσq︸話ヨの

および②同修道院長の原状回復︵国︒σQ韓らに不当に占取されあ

§嵩§§ミ爵ごミミ︸N暮ミぴN§嵩§切︒乱切N寒

土地保有の代償として義務づけられている﹁役務と上納金﹂
⑭
鼠§ミミ§ミNミミ︶を支払うべし︑との内容である︒

黶Z〇i三三年︶︒名宛人は封主たるラムジ⁝修道院長に︑

︵史料一二︶ヘンリー世が閑二巴δ昌なる者に宛てた令状

に係わる措置である︒

⑯
凡ミ§欝§塁鷺ミ燃︶︒㈲㈲は︑いずれも封建的土地保有関係

︵⁝ミぎ富ミ§

直営地として保有するために︑為嵩①ω・G︒9を納入した﹂

切︒農ミ黛が不正に彼︵国含ミミへ鱗︶から保有している土地を

⑭

う

も

るいは撤玄されていたものの回復︶命令︑である︒封主蔓菜臣
も

︵国王からみて陪臣︶間の土地保有権をめぐる封建的係争に国

王が介入している点に注目したい︒

︵史料一一︶ヘンリー世治世第三＝牛︵＝三ケ年︶の
℃ぢΦ男○目に︑次の三つの記述がある︒③﹁フランドル人
彫像①崔二ωは︑彼がΩρ首鼠α窃切蝦︒げΦ器罵葛との間に行な

った︹保有地の︺交換の︹期間の︺延長をしない︵交換を無

効ならしめる︶ために︑金一マルクを︹財務府に︺納入し
た﹂︵鼠§詳S務︑属§ミ§亀恥鳶足簸8踊春曇§§嵐ミミ魯§ミ帆

．と︒この場合の﹁交換﹂は必ずしも封建的関係とはいえな

ンの整マ！ティン教会へ赴き︑かつて余が汝に命じた如く︑

に命令する︒この余の令状を見て三日以内に︑汝はロンド

︵史料一三︶ヘンリー世の妃マティルダの令状︒﹁余は汝

いが︑土地保有それ自体に封建的関係が付随することを考

その霊マーチィソ教会︑および芝淳ロ騨ヨ教会の修道士会

ミ舘ミミ罫ミ騨§ミ騒§W餐＆誉ミミミO霜︸ミミ︒馳§浮ミミ︒︶︑

えれば︑国王の介入は異例のものといえよう︒㈲﹁司教

に忠誠の誓いをなすべし﹂︵⁝魅自色黛︒嵩ミ餐︒恥忌ミ§

せる彼︵司教4の土地を︑直営地として再び占取するため

嵩ミ§鄭§細§鳶無紅︒ミ畿ミミ著帖︑§ミミ馬ミ誉臓禽亀駄恥ミ

ミ馬ミ賢母心§ミぎ 趣遷竃ミ§ミN建ミミ︸㌃馬翁ミ切§罫§ミ黛噛︑−

ミ 駐ミ

類言8ゆは︑国8げ貧α国簿罎田津が司教領から不当に保有

に︑銀一七〇マルクを納入した﹂︵導ぎ§器§ミ§恥孝弟§
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⑫

領主側の要請にもとつくとはいえ︑領主による領民支配

ことを示す興味ある事例である︒

名宛人は︑芝詳げρ8教会の袈職者≦巴け霞で︑彼ら︵修道

のレヴェルにまで国王が入した事例は︑他にも少なからず

馬鶏醇賠⑦§〜ミ︸§ミミ無昏§＄N帖§§ミ§偽ミ§調ミ︑馬ぎミ⁝︶︒

士会︶から土地を保有していることに対する義務の履行が

ラムジー修道院長の所領居

認められる︒すななわち︑

ヘンリー世が︑

︵史料一八︶ヘンリー世治世第三一年の℃首①園○質に︑

として既出︶︑がある︒また︑

を付与すべし︑とした命令︵前節︑B﹁権利令状﹂︽史料七︶

コ
︹

ダービ；において権利要求︵告訴︶している慣習︹微量権︺

世の令状で︑切髪8⇔修道院長および同修道士に︑彼らが

︹
一七︶ダービーシャのシェリフに宛て発給されたヘソリニ

︵前節C﹁プラェキペ令状﹂R史料一四︾として既出︶や︑︵史料

ヘリ

訴訟関係の納入金等︶の給付︑借金の返済を命じた令状

住者︵領民4に宛て︑封建的諸負担︵地代︑定額借地料︑

︵史料一六︶

命じられたものである︒

﹁余は汝らに命令する︒汝は︑汝

︵史料一四︶ステイーヴン王が国自界90Φα⑦bd①出ooの息
．子に宛て交付した令状︒

の領主たる︹ウィンチェスタ⁝の︺司教ヘンリの許に赴き︑

︵尽鳶9鷺︒心置︺Q§駄恥蕊ミ

その土地を彼から封地として受け︑しかして︑それについ
て彼に臣従の礼をとるべし﹂

奪ミ§畠§措8臆ミN§ミミミこ§ミ四ミ翫こミ遷ミ斜馬こミ馬ミ黛恥

⑱

ミぎミ薦帖§二§匂遷既雪§誉9塗︶︒

﹁余は汝らに命令する︒

︵史料一五︶ウィリアムニ世が︑ω什︒≦修道院長の領民に
交付せる令状︵一〇九一一九二年︶︒

汝らがかつてすべてのものについて司教図Φ巳σqごωに対し

次の如き記述がある︒﹁男︒σ①訴α①鼠○野鼠︑は︑℃おω38⇒

︹ω8≦の︺修道院長

てありし如くに︑ 汝らの領主たる

在の彼の領斑が︑彼の父に対してかってなしたる如くに︑

︹財務府に︺納入した﹂︵謁＆ミミ防§U§ミ＆︑慢轟ミ§尋︒ミミ

受けた王の令状の代価として︺軍馬一頭身よび言質一名を

彼に彼らの慣習的貢租を納入するよう︹そのために交付を

O︒ご白び野屋に従順たるべ七﹂︵噂鳶§ごq§防§ミ◎蕊ミ
帖封冊識恥＆ミ帖§好防職︒ミき︒竃動ミoOミミ︸〜O§ミ＆いミよζミ︑職山勘砺

⑲
ミミ喧︒§§遠慧︒ヤ壽§窃蓉器︶︒これは﹁封建﹂関係と

いうより︑むしろ﹁領主支配﹂にまで国王が干渉している
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︵史料二一︶劉︒び①詳竃鉱①αOoけ蟷ωに宛て発給されたヘン

︑

§N辱ミ§︑ミ︒ミ賊︑慮ミミ恥ミぎこ〜俳話恥ミ§︑電砺ミミ〜冨

リー世の令状︵＝〇五年︶︒﹁余は汝に命令する︒︹諺びぎσQ創︒冨

務を︑汝の先祖が修道院長︾仙鉱巴露器の時代になしたる

誉§要職§〜簑§恥焼ミ砺畏翁誓ミ誉ミNミ奪§．口占︒︶︑と︒

司教男○げ①詳︑その他のバロン宛て︒

如／＼なすべし︒しかして︑もし汝がなさざれば︑そのと

の︺修道院長司9鼻貯︒︒に︑汝は︑汝が保有せる土地の役

し︑しかして命令する︒ω℃巴α8σQの領昆は︑ωや巴αぎσqの

き余は命令する︒上記修道院長は︑汝が保有せる彼の土地

︵史料一九︶ウィリアムエ世の令状︵一〇九三i九八年︶︒

修道士に︑彼らの定額借地料︑貢租︑および彼らがくく8長

につき︑彼の欲するが如くなすべし﹂

﹁余は次のように欲

円9一ぎ︒♂の時代に修道士に支払いしものを公正に支払うべ

さ鋤ミ雪祭腰ミ︒膏9二三区民畿§起§︑遷馬喝慧§こ瓢§爵竃ミ妹妹ミ

汝は︑

．切蓋竃ゆ§賊斡8ミミ碧馬◎鴬恥

ミ軌§起畏§︸野︑≦．QDεげσP留貯ミO浮§．騎誘ミ蕊Oきミ︑自︑§㍗

σ凱￡やお象曽℃勺．認？ら︒b︒ご倒．8Ω塁︒げざ．︑属ρσq閂峯O講究P9三舞

一貯▼翼①≦嶋oH置勺やω蒔？ωα貸紳ρ嵩︒罫罫処ミqミ鳳馬bO騨日−

ω．竃舘犀8げ巳ρ§蝕§Oミき魑O冨︒︒σqoヨお置㍉①℃H．げ団切鄭ぽ男第嵩解

碁欺§砺駄寧茜馬帖客○§恥ミミ拙§ミ察物象︑験○駄︒乙﹁一〇︒刈ρ娼﹄8⁝≦■

博︒恥箋

§岱ミ塁9脚§︑ミミ鳶N職§ミ帖Q§§§謹軸§§ミこさミぎ鳩ミ騒慧§蕊

あるひとに発紬されてはならない︒﹂

れによって自由人が彼の法廷を失うような形で︑ある保有地に関して︑

①マグナ・カルタ第三四条︒﹁プラェキベとよばれる令状は︑今後そ

国王が命令しているのである︒

⑧
竃N柵ミミミ誉らミし︒上記二例とも︑領主への役務の履行を︑

妹§鳥鷺§職慧︒ミ窺ぴ寒恥臆ミミ竈一こミミ防Nミ袋§こ恥ミコ§§

§誉亀誘ミ塁誉融ミミ帖§Sミ馬・ミ職ミミ噛R守ぴミ釣婁ミ鴇色らミ卸賢

︵㌔ミミ憾ざ款ミミ

し﹂︵さごミ憾§愚旨ミ︸§w帖ミ恥§ぜ亀ミ︑︑浅欝篭籍§蔦ミ§へ→
昏ミ恥§留ミ織︑︑ミ蓉ミ簑ミ趨ミ恥ミN畏ミ︵砺脚昏︶馬︑恥§亀実装恥ミ蔚

＠

§ミミミ§監WミS︒臓馬μ ◎ § 計 § 職 ざ 帖 恥 ⁝ ︶ ︒

﹁余は命令する︒

︵史料二〇︶ヘンリー世が︑界Φ≦ρaたる国二鳥○⇔￠ωに
宛て交付せる令状︵一一一四年︶︒

ラムジ⁝修道院長幻巴8ぼ霧に︑汝が彼から保有せる土
地の︹代償としての︺役務をなすべし︒もし︑汝がそれを

︵㌧ミミ黛︒ミ甘§防

なさざれば︑修道院長がその土地を差し押えるべし︒しか
して︑余はこの件に干渉せざるべし﹂

肉ミ謡︒ミ︒＆寒嵐§肉ミ㌔一塩ミ恥ミ︑鳴ミ§轟︑ミ・蓉恥ミミミ︑§題§昏ロ︾・

◎§職ミ紙鳶飾ミ賞愚題目ミ引き⑭ミ殊§︑ミミ職帖ミ恥ミ起こ〜恥

＠
凡︸ミ︒ミミ§︑︶︒
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同三興ギ男︒謹︑︑噂§馬鰹楠曳軌罫窺嚢ミ鳶ミ肉き馬§㌧︿oH■7×冥層お忠魍
℃ワ総bっ一αミ．

②＜塁O器匿σQ︒βぎ凌＝箏帖βやN置・
毛9b︒窃あ・︒蒔．なお︑メイトラソドの見解については︑

ピ︒民8藁︒︒︒︒㊤も℃﹄︿−τ⁝ω冒男℃巳Hoo匿

閃づN■冒巴自9ロ鼻硲ミミ牒℃鳶蕊§﹄§嵩9︑臨ミ§蕊O導ミ恥無寒NO蕊ミ

③謁 ミ ミ ミ ミ い

Go鱒ミ一層︵ω㊤罷︒昌QDooδ四白︶

㊤コα国≦．冨鉱登戸回9§恥韓鷺Oミ駄奪N偽ミ答翠黛ミ守蝶ミ鴨ミ恥§ミ鴨
や置8な

お︑︑い§き§§ミ蕊腎§恥§︑の原則が漸次的に形成されたとする

亀肉銚建ミ斜トぐ︒︸．ドO帥ヨ鐸一伽σqΦ．ドQ︒￠伊器冨ω口⑦αH㊤①Q◎

ロ9脚︶・．

≧o︸．〜ぎ馨黛︒蕊ミ器Gぎ噛︑紺参po．メ一言﹁や密︵渇3︑ミ娼祠＼蔑3や§◎

五五−五八年の事例︒

⑮Gミ巳9ミミぎ§噂鉾℃﹂8︵葡eミ︸．．ミ蚤や・︒昼詳躰︶．＝

⑯

⑰淘ミミ奪蟄審蓉ヨ︒﹂りO．

状︒宛名は︑全国のシェリフと役人である︒︵笥︒陵ミ§︑駐▼やb︒掃SP

⑱ミ§ぎ恥ミ9ミミ勲昌ρ葺℃ワ．ω㊤︒︒ωΦρ■所収のヘソリニ世の令

N︶■

⑲同様な意味を有する令状として︑例えば︑ωヘソリニ世がカソタベ

されたる竃即ぽぎ㎝①Uo︿霞の教会と修道±は︑⁝⁝あるイギリス人

か︑あるいは彼の先視が⁝⁝それを占有していたのでなければ︑その

リ大司教︑王の判購︑およびケントのシェリフに宛てた令状︒ ﹁祝福

イギリス人に︑それに関して訴織すべきでない︒﹂また︑②エセクス

日男．日鋼貯︒犀oo＃巳卜轟咄q︑ミ馬§ミ鼻革鑓§︑載ト

④淘ミミ蝿ミ登零冠戸ロ︒．幽寂⁝肉三更3き﹂︒︒伊この令状の前段

のシェリフに宛てた同王の令状︒ ﹁世襲権を要求するあるヴィレソに

見解については︑

は︑画く㊦ω9白修道院への所領譲渡の通園と︑その良き管理の命令で

⑤笥ミミ熟ミ勲や曽麟b．⑦い寄鷺旨層き．Oゼ鰻H

よって抗弁を強澗されることを︑余は禁止する﹂

︿9■同心やω蒔ρ

⑥肉曼ミ§︑密奏歩き﹂①︒︒鴇寄鷺恥賞8LαO幽巳ρ︒嵩b︒刈︵りY

同王がウースターシャおよびウォリクシ＋のシェリフと下僚に宛て発

黛§帖ぎ§特§§N蝋ミミ蔚§§ミ象篤ミミ喝ミぎ︑ミ鞭ミ恥︸趨亀§ミ

給せる令状︒﹁ウースター小県院長と修道士とは︑彼らの保有地にっき︑

︶︒㈲

⑦康黛鴻ミ凌導嚇蓬ト毛．Hド墨①野
望事︒遂甲くOピく．O帥匿げほ巖σqρお塾︒9やOo︒09

⑧∪■罫︒っ盆纂︒鐸︑︑駐屯窪臼霧雲蔓HH︑︑噂↓書6§忌篭爵恥﹄§ミ馬鯉ミ

すべきでない﹂︵謹馬蓬恥特§譜§W§〜§§§蕊吻簑鍍ミ画ミ一旦粛ミ︒

またはそれ以後︑それを占有していなかったあるイギリス人は︑訴答

余の祖父ヘソリ︹一世︺王の存命中か︑もしくはその父祖の存命中︑

⑩謁曼ミミミ面魂⑦藁蓑し①メ

ゆミ謡︒轟瀞

そして︑この過程は究極において不自由テナントをコモン開ローの保

由人とヴィレソとの法的地位を明確に差別する一契機となったこと︑

⑳葡遷ミ碍ミ勲ワ・︒蜀ケーネヘムは︑コ六二年のこの立法が︑自

肉ミミ奪鰍螢やbニド8肖P

ミ隷§糺馬防ミ鴇ミ恥§ミ︒竃︑ミ馬ミ§轄嚇ミ§畠噛︑巽§霧

⑪三遷ミ唱さ謡勲富蓉．き・Hα①・

︸︸§騎憾ミ驚§a色町廟δ碁§砺竃Nミ蔚ミ防§㌶ミ馬跨︒ミ§竃N特象W︶︒

⑬肉ミミき壽曜電．b︒辰Ib︒H①■

超篭目℃．陣O﹁戸戸 Y

⑭しづ郎蔓望流山ヨ壽右書銭ミb︒ら§§無二ρc︒

魑や㊤㎝・︵寄黛ミ

§§§︶とは︑騎±もしくは聖職者に非ざる通常の土地保有者を指す︒

⑫銅器ミ州ミ馬鎧諾蓉ヨρH①G︒辱なお︑ここにいう﹁イギリス人﹂︵さ嘩

⑨ぎ黛ミミミ勲や日9瓢．膳．

︵㌧きミ富︒ミき

ある︒

O臥霞ρお心ρ冨℃門．H㊤①b︒ 罵．b︒酷歯ρをも参照︒

︐
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⑳

．費

護から除斥する結果を齋したこと︑を指摘する︒

⑰℃貯ミ＆這−ヒ．層℃﹂δα

切凶σq巴O毛は︑この﹁諸貢租﹂︵唱§ミ謡ミ壽題︶

を﹁借金﹂︵ヨ︒⇒①霊鳥⑦馨︶と解釈している︒関連史料︵ミ§賊ミ虞−≧こ

澱

㌔貯甑貯﹂︒﹀訓や悼ON

℃ミ亀ミ嵐−気魑や目ωρ

︑隷驚ミ鼠−≧旨唱．μ一P

蝕犠竃裁鼠−≧噂℃やbo凹儀lb㊤卜σ①．

﹀σ貯σQα9耐

噂馬濤O鳶簡㎏轄お遷ト斜辺一ωρ℃やH蒔μGQメ頓Go．

︵艦こ§§ミ特ミ．特§§§こ§§犠§ミ誉偽§︶旨の但し

⑳

㊧

勺骨馬謁︒ミ軌嵐轄喩ミ矯トp同Hωρ唱・HQ◎膳．

葡鴨晦馬風3溢ρωω劇．

ノく凶鵠︒げOω蝕⑦﹁トきミ§諸瓠9職伊納N気負排q︵肉＆ミN唱ざ．馬流︑唱■H◎◎卜σ噛戸b◎Y

肉馬偽器ミ︑昌O■Φリメ

働︸寓馬頓偽無3昌ρ一〇①9

謁恥恥跨ミ噂5ρい×××げ× ぐ〇一．鮒℃．一幽ρ

⑳

⑰寄V・ミ唱⁝登℃﹂︒︒刈L﹄・

愛協が山める︒

．押える﹂

⑩肉魂題ミ¶瓢︒・HG︒αO費﹁汝が支払うまで︹修道院長は︺汝の動産を差

℃

bぴヨ㈹αo昌

唱℃．お似占8︶によると︑この﹁借金﹂は︑具体的には︑

例えば︑ωエセルレド湿触は︑司教︸O罵ゴO器に托してρ巨＄∋ω國①︽

における集会に令状を送り︑繊保する賢人たちすべてに︑

教会に︑キリスト降臨祭に︵ミ象ミミ︒無§︶納入すべきであった一①

修道院長割書三楽︒︒の蒔代に上記名宛入両名の祖父が︑

タぞ島p巴

とい㊦oン三器の間の訴訟を裁くべしと命じ︑また②同属は大司教

縣．︑の未納金のことである︒

諺︒︸マ8に命令し︑﹁訴願と抗弁とをともに考量しっっ﹂紛争を調停
せしめた︒ 男局．￠帥窪冨ささ蝿N早い騒ぎ．ニミ︾︑〜登鎮9琴げ霧9び困りα卜︒騨

一算

⑳

㌧三身ミ鼠−≧︑℃やHOり1雛ρ

℃や日Pα凸︑︸℃やHく讐コ︒㎝■ドトσ⁝︾．︸・図Oσ㊦簿q︒oP臥§曳？的霜訣9㌍

⑪

◎趣§．鳳ミ・物﹁Oρ讐げユ伽αQρ一りα9昌Oω．①伊の㊤⁝顯．7﹇囚①日げ器◎O鋤馬偏
b馬憾ごとミ嵩噺．〜窮﹂馬ミGり窺映9職駄−︿2．ω

UO西山OPHcQ膳ρ憎①℃同．一り①膳

コρO㊤らQ鍵卍焦く2■膳噂びO昌鳥O鈍一〇Q鳥伊﹁⑦唱門．一り①野コρりPP

⑭

．︹鱒⁝

⑫・℃ミ職ミ凪−之ごやト⊃㎝蒔

⑱・

bo一ρ戸b3Y

⑫ 国窪日あO︸︑○為検qミ偽93旧6■卜σO悼︵需偽恥議ミ讐コρ窃﹃戯旧物09§︑慨然︑㍉︑勲唱．

き﹂まけ

昌O．Φ㎝画⁝ミ轟無ミ込−≧層や㊤9

勘O黛篇N麟♂︑凱騎曜げO×紗詳PH窃餅

⑳︸需︒旨ミ嵩＼蔑射▼酔①諸戸圃μρ①旧葡蔦頓題貯
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あるが︑このことは決して王権原理の至上性により︑封建

原理そのものが破砕されたことを意味しない︒その理由の

も

一つとして︑ケーネヘムが強調するように︑国王令状は︑

カ

以上における論証によって︑われわれはいわゆるコモソ

ち

少なくともヘソリニ世治世の中期以降には︑客主の請求が
も

ーロー体系の成立が︑イギリス法史に関する教科書的評価

あればいつでも︑適正なる代価によって交付され︑かつて

の﹁特恵令状﹂︵≦馨§餐ミミ︶から﹁当然令状﹂︵

＜葺§

すなわち国法の成立︶の背景に︑まずもって一〇六六年のノ

鵯ミ簑︶に転化したことが挙げられよう︒たしかに︑ ﹁権利

①

ルマソ征服とともに導入せられたレーン翻のイギリス国制

令状﹂は︑王の命令によるとはいえ︑封建法廷における訴

わ

における定着なる意義を有したこと︑具体的には﹁征服﹂

訟の開始を可能にしたのであり︑令状の当然化により︑封

セ

の齎した一つの政治的状況としての集権的国論が︑その強

建法廷の運用もまた当然に円滑化したであろう︒実際︑当

も

大なる王権を︑本来的にはその対抗者であった封建原理の

該期の国制は︑司法組織についてみれば︑地方の封建法廷

し

中に貫徹せしめ︑前者の至上性なる関係において二つの原

の実動を前提として機能していたのであり︑その故にこそ

この場合︑念のため再言しておきたいのは︑王権の盃上

と把えたのも︑この意味においてであり︑決して一方によ

れる︒コモン湘ロー体系をわれわれが二つの原理の＝兀化

﹁封建国家﹂たる特質を毫も失うことはなかったと考えら

性︑より正確には王権原理の封建原理への貫徹︑の意味で

へ

あ

ヘ

へ

も

しかしながら︑この虚器は︑原理的には上述のように規

妾でなや

解釈した如く︑上記の原則を﹁王権の専制﹂とみ為のは妥

る他方の除斥を意味しない︒従って︑例えば︑ジョリフが
︹王の令状なしに︑その自由

保有地について︑彼の領主の法廷において︺訴答すること

︐原則︑つまり﹁なにびとも︑

ある︒われわれは︑これを．ミミ︒妹§ミミ噛︑馬落§驚越︑の

立をみたこと︑を明らかにしえたように思う︒

理が一元化したことにより︑イギリス封建国家の構造的確

︵制定法に対する慣習法の体系化︑

地域慣習法に対する一般法︑

び

を強制されない﹂という原則︑の確立の中に見出したので
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も

ル

セ や

分化と特殊化︑その結果としての機能転化︑の中に認めら

へ

定されるとしても︑実際的には︑国王と封建領主層との力

れることは︑前述の如ぐケ⁝ネヘムの力説してやまぬとこ

マ

関係によって臨きぐ影響を受けたことも看過されてはなら

ろである︒われわれもまた︑基本的にはこの見解を支持し

レ

ない︒例えば︑既述の如く︑封建的訴訟を国王法廷に移送
カ

たい︒実に︑ ︑ミミ︒§ミミ慧愚§駄鳴鳶︑の原則は︑．それ

も

せしめるべき﹁プラェキペ令状﹂の皇嗣が︑ヴ︑グナほカル

を記録に留めたグランヴィル自身のいう如く︑

習に従って﹂︵題ミ︑ミ四§§§ミNミ・§禽嚇︑磯ミ︶形成された

﹁王国の慣

タ第三四条によって強く規制されたのは︑その証左といえ
る︒また︑その後︑一二五八年の﹁バロンの請願﹂第二九

も

④
ものである︒それが︑ヘソリニ世の一勅令により創られた
も

条も︑ ﹁権利令状﹂に対して封建的裁覇権を保護すべくと

ものでない︑という点については︑もはや疑問の余地なく

③

られた措置であった︒

明らかであるといえる︒

しかし︑このことは︑この原則が国王令状の単なる反覆

こうした事実が示すように︑王権のもつ至上性は︑その
運用如何によっては︑封建的権利の否総に繋がるものであ

へ

の上に︑いわば自然発生的にあらわれたことを意味するも

も

る︒しかし︑その可能性はあくまでも潜在的であり︑現実
ヤ

のではない︒この点に関するケーネヘムの見解は既述︵第

ち

一節末尾と注⑮参照︶のとおりであるが︑近年スチントン夫

には王権と封建原理との調和と共存として発現する︒われ
われは︑司法原理ならびに司法組織の面からみたイギリス

人は︑ケーネヘム説を批判して次のように説明している︒

グランヴィルの法書に例示せられた既出の﹁プラェキペ令

へ

封建国家の基本構造を︑かくの如きものとして把えること

すなわち︑夫人によれば︑ヘソリニ世治世の初期の令状と︑

最後に︑かかる意昧でのコモン即ロー・体系の成立の史的

状しとの間には︑漸次的発展ないし慣習的積み上げでは律

ヘ

ができるように思う︒

契機が︑ ﹁征服﹂以降およそ一〇〇年余にわたる多種多様

夢①︑器霞渥ρ瓢①︑をH綜の定型句の考案である︑とす

し切れない﹁飛躍的発展﹂︵鼠講貯σq︷︒妻・鴛．畠︶があり︑それ

は︑

な国王令状の交付の中に認められること︑とくに︑古い執
行的令状の司法令状化にみられる如き︑令状機能の漸次的
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て︑アソグ四日ノルマソ期からプラソタジネト初期にかけ

ての国王令状に︑連続性と同質性を見過ぎた卜いなしとし

シェリフに宛てられ︑彼

如く︑グラソヴィルの令状は︑

ない︒既述の如く︑国王令状の﹁機能﹂という点から﹁発

コ
る︒ 既出︵第一節C﹁プラェキペ令状﹂ 只史料二四M参照︶の
︹
に︑被告を出廷させるための召喚人を選出するよう命令し︑

展﹂の跡を辿ってみても︑例えば︑

ヤ

へ

も

﹁権利令状﹂が︑封建

令状の定める日には︑シェリフも︑召喚人や被告とともに

法廷への訴訟開始命令として機能したのは︑確かに系譜醸
も

出廷すること︑そして︑交付した令状を法廷に提示するこ

には早くもヘンリー世治世．初期の令状︵例えば︑前出第一節

し

と︑を命じているが︑この令状を提示する手続を︑夫人は
⑤
れるのである︒もっとも︑ここに指摘された令状の法廷へ

ニ世治世初期の令状では︑土地所有権︑領民支配権等の

︹

B﹁構利令状﹂角史料三︶︶に遡りうるが︑その先例は必ずし

コ

の還付と提示なる手続自体が果してかく重大な意義を内包

﹁権利﹂の確認にとどまるものが多い︒それが再転して︑

︑目卑癖轟轟①︑と呼び︑この手続のもつ革新的意義が強調さ

していたかどうか︑形式からだけでは判断しえないが︑も

一一七六i七七年の令状︵前出同B﹁権利令状﹂角史料一〜︶︶

定型句に向って長い第一歩を踏み出していたことを意味す

復訴訟﹂を開始する令状のために必要な︑より一層精緻な

の定型句を起草することによって︑王は︑ ﹁新侵奪占有回

れわれはやはりヘソリニ世の﹁周到な計画性﹂を想定せざ

多義的であったから︑とみるのは適切でない︒ここに︑わ

げとは到底解し難いし︑これを︑国王令状が本来便宜的・

の如く︑裁判開始の命令になっているのは︑慣習的積み上

コ
︹

も一貫して継受されているわけではない︒むしろ︑ヘソリ

しそのことが︑夫人の主張する如く︑．おけ賓舜げδ．ぞ目沖

るとすれば︑まさにその点においてこそ﹁発展﹂の真の意

るをえないように思われる︒しかし︑この点に関する具体

⑥

味が理解されるべきであろう︒われわれは︑本稿において︑

的な論証は︑今後の課題である︒他日を期したい︒

②駒図・﹀山＆銭ρ§恥O§軌§ミ§ミ韓§遂＆§恥§ミ奪唆§3

①＜嘗9Φ器σq︒3ぎ疑ミ四ミ鰍登毛﹄b︒①歯b︒メ

問題の所在を始め︑方法的にも素材的にも︑ケーネヘムの

かく

研究に大きく依存し︑その基本的見解には深く共感する者
であるが︑彼の見解が余りにも系譜論的に傾斜し︑
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