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15世紀ブラバント顧問院の成立について
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J.ハーメルスはその近著（Haemers, 2009）に

おいて、マリー＝ド＝ブルゴーニュ（Marie de
 

Bourgogne）とマキシミリアン（Maximilian）

統治期のフランドル伯領に焦点を当て、15世紀

末ブルゴーニュ公権に対する諸組織――宮廷権

力・貴族層・諸都市――の利害相反や衝突の原

因を追究した。そして、フランドルの３大都市

――ヘント・ブリュッヘ・イープル――を典型

とする在地権力が、中央政府を必要とする一方

で、その統治を在地権力側がチェックしようと

した点に矛盾があったとして、マリーの「大特

権」（1477年）以降、フランドル伯領全体での不

協和音が拡大する要因の一つとなった、と結論

づけた 。

いわゆる「近代国家」形成過程における強力

な集権的政府の追求と、その政権運営の分権的

性格（いわゆる庶子封建制）との矛盾発露とい

う議論については、ブルゴーニュ国家の財政運

営と都市ブリュッセルとの関係を見ることに

よって、筆者が拙著（藤井,2007）において部

分的にではあるが既に強調した点でもある。

本稿はそうした研究の延長上に位置してい

る。つまり、1430年のブルゴーニュ公フィリッ

プ＝ル＝ボン（Philippe le Bon）によるブラバ

ント公領継承が、公権にもとづく統治組織およ

びその機能と他の諸権力――とりわけ都市のそ

れ――とにどのような影響を与えたかを明らか

にすべく、まず、顧問院 Le Conseilと呼ばれる

法的統治機関の成立過程とその意義を探ろうと

いうのである。

都市と上級権力の関係」は、史学史において

古くて新しい問題関心である。本稿と直接結び

つく地域と時代について言えば、都市史研究の

盛んなベルギー学界で、1960年代以降中世都市

の法・権力の対外的関係という論点を、「ブラバ

ント都市史学会」が幾度か視点を変えて取り上

げたことがすぐに想起される（De Bratanste
 

Stad, 1969, 1975, 1988）。ただし、それらはどち
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１)本稿では、末尾に文献目録を一括して掲げ、文中での

引用や参照指示は当該文献の編著者名・発表年・頁数を

挿入して示した。

２)なお、マリーの大特権の持つ政治史的意義について

は、Blockmans（1985),畑（2000）を見よ。



らかといえば、G.デスピィ（G.Depy）やP.ゴダ

ン（P.Godding）の論考が典型的に示すように、

都市間、都市と農村あるいは在地領主権との関

係に重心を傾けたものであった（Despy, 1969;

Godding, 1975) 。これに対し、80年代以降 形

成期近代国家と都市」という課題設定にも見ら

れる通り、欧米学界で幅広い射程からする研究

の進展があったことも記憶に新しい 。

以下では、A.アゥトブルーク（A. Uytte-

brouck）やゴダンの浩瀚な研究 を下敷きとし

て、ブラバント顧問院 Le Conseil de Brabant

を軸に、公領の政権運営装置の構造と史的変遷

とを明らかにしていく 。そうすることで、地域

権力の表象としての中世都市と上位権力たる封

建国家とが、中世後期においてどのような関係

を取り結ぶのか、ということを考究するための

いわば予備的考察にしようとわけである 。

第１節 政治史的背景―13世紀後半から15世紀

前半―

遠くは９～10世紀の「低ロタリンギア公」

（duc de basse Lotharingie）に源流を持つ「ブ

ラバント公」（duc de Brabant）は、９世紀末に

出現した「レウヴェン伯」（comte de Louvain）

家のゴドフロワ１世（GodefroyⅠ）が、1106年

に神聖ローマ皇帝からその名称を与えられて成

立した。その後、現在のレウヴェン－ブリュッ

セル地域を中心に周辺諸領域を次第に併呑し、

13世紀半ばまでには、現在の南北両ブラバント

地方から北部はブレダ領、北西部はマース（ムー

ズ）河西岸に至る領域を版図とするに至った

（【地図】参照）。この間、農業発展と人口増加、

そして４大都市――レウヴェン・ブリュッセ

ル・アントウェルペン・ス＝ヘルトーヘンボス

――を中心とする都市的成長が見られたことは

言うまでもない 。

そうした社会・経済的成長に支えられ、13世

紀後半から14世紀半ばにかけて公領統治は比較

的安定した推移をたどる 。しかし14世紀半ば、

ジャン３世（Jean ）に男系の継承者が不在と

なったことから、政治的不安が中世後期のブラ
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３)80年代半ばまでの都市－農村関係に関する研究動向

――とりわけ市外市民 la bourgeoisie foraine（＝市民

権を保持する市外在住者）を中心としたそれ――につい

ては、Verbeeemen（1957), Godding（1962）および拙

稿（藤井,1985,1987）を参照されたい。

４)ここでは、ヨーロッパ学界での代表的な研究として次

の諸論考を挙げるに留める。Blockmans（1988), Cau-

chies（1993), Clauzel（1993), Tilly（1994), Boone

（1996),（1997),（1999), Smolar-Meynart（1996). 特

に「形成期近代国家と都市」という視点からの研究史に

ついて、詳細は拙著（藤井,2007,p.151-177）を参照さ

れたい。なお我国では、入市式という観点から都市ブ

リュッヘとブルゴーニュ公権力を取り上げた研究（河

原,2003,2007）があり、また、時代と地域は異なるも

のの、近世フランスについて王権と都市を正面から主題

とした業績が発表されていることを付け加えたい（小

山,2005,2006,2007）。

５)差し当たりここでは、それぞれ以下の業績を挙げる。

Uyttebrouck（1958), (1975), (1980), (1995), God-

ding（1990), (1991), (1999), (2001).

６)近代以前のヨーロッパにおいて、権力体が直近に配置

する統治組織の１つとしてしばしば Conseil が見られ

る。この言葉の邦語訳はつとに悩ましいが、便宜上、ブ

ラバント公（ブルゴーニュ公）政府の周辺に出現する

Conseilを「顧問院」と訳すこととする。

７)本稿では「ブラバント公の顧問院」を主題とするため、

ブルゴーニュ公国南部本領のそれや拡大顧問院 Le
 

Grand Conseil については割愛した。それらに関して

は、Van Rompaey（1973), (1980), (1981), Schnerb

(1999, p.232-236, p.247-249), Anne（2006）を参照され

たい。

８)その意味で本稿は史料に基づいた実証分析ではない。

「研究ノート」とする所以である。

９)ブラバント公領の初期史および12-13世紀の社会・経

済的成長について詳しくは、Van Uytven（2004, p.

65-80）を参照せよ。

10)もちろん、例えば14世紀初頭ジャン２世（Jean ）期

における都市叛乱など不安要素が皆無だったというこ

とではない。南ネーデルラント全域における同時期の騒

擾については、Blom（1999, p.61-66),藤井（2007, p.

225-227)を参照せよ。
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バント公領を覆うこととなる（【家系図】参照）。

ジャン３世は逝去前に後継者として長女のジャ

ンヌ（Jeanne）とその再婚相手でボヘミア家

（Bohmen）出身のルクセンブルク公ウェンセ

ラス（Wenceslas,duc de Luxembourg）を指

名していた（Van Bragt, 1956,p.5-8）。後者は

皇帝カール４世（Karl ）の異母兄弟であり、

帝国の影響増大を嫌ったブラバント諸都市と貴

族層の一部は、ジャン３世の次女マルグリット

（Marguerite）とその女婿フランドル伯ルイ＝

ド＝マール（Louis de Male）に肩入れすること

となる。やがて、1356年にブラバント継承戦争

が勃発、国際政治の舞台での動揺は頂点に達す

る（Godding, 2001,p.102）。

結局エノー伯ギヨーム５世（Guillaume V,

comte de Hainaut）の仲裁により、1357年６月

４日アトで講和が結ばれ対立はひとまず収束に

至る。しかし、ジャンヌとウェンセラスに世継

ぎがなかったため、フランドル伯家（comte de
 

Flandre）の継承権復活が再び問題となって

いった。その結果、マルグリットの娘でブルゴー

ニュ公フィリップ＝ル＝アルディ（Philippe le
 

Hardi）と結婚したマルグリット＝ド＝マール

（Marguerite de Male）、そしてその次男アン

トワーヌ（Antoine）へとブラバント公位が継承

されるに及んで 、外戚たるヴァロワ朝ブル

ゴーニュ公（duc Valois de Bourgogne）の血

縁とともに（Uyttebrouck, 1980,p.224）、政権

基盤の脆弱性が14世紀末－15世紀前半の領内政

治を彩ることとなる（Avonds,1982,p.452-457,

1984,p.202-224;Van Uytven,2004,p.157-161）。

とりわけ、フィリップ＝ル＝ボンによるブル

ゴーニュ公国への併合に至る直前の時期 、

ジャン４世（Jean ）とその弟フィリップ＝

ド＝サン＝ポール（Philippe de Saint-Pol）の

短命な政権が続いたことにより 、身分制議会

が、公領行政において強い発言権を保持するに

至った点を銘記すべきであろう（Stein, 1996,

2004,p.167-169) 。

第２節 ブラバント顧問院の形成史

⑴ アントワーヌからフィリップ＝ル＝ボン登

位（1430年）まで

他の制度史と同様、15世紀前半のブラバント

顧問院の成立に至る過程には不明な部分が多

い。しかもその理解には、前項で見たような14－

15世紀におけるブラバント公位をめぐる複雑な

政治史が困難の度を加えている（Godding,

2001,p.101）。

とはいえ、ブラバント公を取り巻く司法・統

治組織の一定の形成は、周辺諸領邦と同様13世

紀から大まかに看取でき、それは次の３種類に

大別される。第１は、世襲のセネシャルSene-

chal（後のドロッサール Drossard ）で、この

職は公の裁判集団の長となった 。第２は公領

統治全般に携わる種々の官僚たちであり、その

うち最重要職は会計長官 Receveurとされる。

第３が、有力家臣団から構成される宮廷内府

15世紀ブラバント顧問院の成立について

11)アントワーヌは正式な登位の２年前1404年にブラバ

ント摂政 Gouverneur de Brabant の地位に就いてい

る（Avonds,1982,p.457)。

12)フィリップ＝ル＝ボンによるブラバント公領獲得に

関する政治的背景については、差し当たりBlockmans

（1997,p.115-116,1999a,p.91-92）を参照されたい。

13)1430年夏のフィリップ＝ド＝サン＝ポールの逝去と

毒殺疑惑およびその顛末という興味深い事情について

は、アールツ(2010,第１章)を見よ。

14)詳細は後述するが、アントワーヌからジャン４世、

フィリップ＝ド＝サン＝ポールへと至る時期の公権の

弱体ぶりと議会派の台頭という状況については、

Smolar-Meynart（1991, p.68), Godding（2001, p.

102-105）を見られたい。
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【地図】13世紀半ばブラバント公領の版図
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Curiaである。14世紀に入るとこれらに加え、上

層から下層まで多くの貴族たちが、顧問官

Conseillerとして活動を開始するのを見る、と

いう。ただし、組織としての顧問院は14世紀に

はまだ確立しておらず、アントワーヌが1404年

にブラバント摂政に就く前までは、ブラバント

公権の行政組織とりわけ法的執行部門の脆弱ぶ

りは全体として否めない状況にあった（God-

ding,2001,p.103-104) 。

アントワーヌは恐らくその摂政時代から、政

権基盤を強化する必要を感じ取っていたに違い

ない。就任当初彼は２人のフランドル人法学者

エヴェラール＝ヴァン＝デン＝ハウトキン

（Everard van den Houtkine）とシモン＝ド＝

フールメル（Simon de Fourmelles）を招聘し、

政権運営に重用した（Godding,1999,p.43) 。

他方、父のブルゴーニュ公フィリップ＝ル＝

アルディが、フランドルの都市リルに顧問院

（Lambrecht,1965,p.84）と会計院を1386年２

月に創設したのに倣い 、1404年にブリュッセ

【家系図】（13世紀後半～16世紀初頭）

15)セネシャル－ドロッサール職については、別稿で検討

を予定している。顧問院に焦点を当てて考察する関係

上、本論ではそれ以外の統治・行政機構に関する詳細に

ついては大きく割愛した。それらの概要については、

Smolar-Meynart（1991）を参照されたい。

16)しかも、15世紀に至るまで公行政府の中に、大学出身

の法学者のような専門家は殆ど存在しない、という

（Avonds,1991, p.128-131)。これは、北部所領掌握以

前からブルゴーニュ公が、南部本領出身の法学者を重用

していた（Schnerb,1999,p.237-247）という傾向とは大

きく異なる点である。

17)ただし、公となったアントワーヌに対し、1407年に身

分制議会がブラバント人以外の顧問官を排除するよう

迫ったため（Stein,1996, p.429)、前者は1410年頃まで顧

問官にとどまって公に仕えたものの、後者はフランドル

へ戻り、後述するピエール＝ヴァン＝カムドンク（Pier-

re van Camdonc）の後任顧問官主席となっている。こ

の２人について詳細は、Uyttebrouck（1975,t.2,p.687,

p.702）を見よ。
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ルに会計院 Chambre des Comptesを創設する

（Aerts,1980,p.149-153）とともに 、公が不

在の際行政を執行する機関としての顧問院創設

を構想したのである。同時に、身分制議会と諸

都市の求めに応じて（Uyttebrouck,1975,t.1,p.

280, p.485-586）、フランドルの顧問院長だった

ピエール＝ヴァン＝カムドンクを1408年に招聘

し、官房長職 Chancelierに据えたのであっ

た（Godding,1999,p.46,2001,p.103-104) 。

さて、アントワーヌを継いだジャン４世は

1415～1417年頃に執政顧問院 Le Conseil de
 

Regenceを設置した。1418年から1420年にかけ

て、領土をしばしば留守にした公に代わり、執

政顧問官のうち一部の顧問官たちが政務を司る

べく居城にとどまるようになった。1419年には

その中の一人が顧問官主席 となって全体が制

度化されていき、彼らが公領全体の統治決定権

を発揮するに至った。この一群による組織を常

任顧問院 La Chambre du Conseilと呼ぶ

（Uyttebrouck, 1958, p.1137-1142, Godding,

1999,p.45,2001,p.104）。

しかしながら、内政を省みず専断的な統治に

邁進したジャン４世は、1420年に身分制議会と

りわけ諸都市とその代表格であるブリュッセル

の反感と叛乱を呼び起こすこととなった（Mar-

tens,1953,p.35-36,Baerten,1985,p.112-115）。

そこで、議会から比較的好意をもって見られて

いた弟のフィリップ＝ド＝サン＝ポールが1421

年５月に公の摂政となり、ジャン４世派の勢力

を駆逐することで政争は決着、1422年５月公政

の新体制 Nieuw Regimentを見ることとなる

（Uyttebrouck,1980,p.224-240,Van Uytven,

2004,p.166）。議会派勢力に押されたジャン４世

は、顧問官となる資格をブラバント出身の貴族

層に限るとし（Uyttebrouck,1975,t.1,p.547）、

先代に倣ってか法学者の登用も不可とする決定

を下している 。

摂政として実権を握ったフィリップ＝ド＝サ

ン＝ポールは、1421年に６人の顧問官を特別に

任命し、1426年から彼らは常任顧問官Conseil-

ler residantの名のもと公不在時の政務を司っ

た（Uyttebrouck,1958,p.1149-1150）。官房長

には、上記の政争でいったん罷免されたジャ

ン＝ボンが再任用され 、また、1425-1427年に

は６人のうちコルネーユ＝プロペル（Corneille
 

Proper）という人物が、常任顧問官主席 Pre-

sident de la Chambre de Conseil とジャン４世

の印璽官 Scelleurを務めた（Uyttebrouck,

1975,t.2,p.723) 。またこの常任顧問院とは別

に、1421年には大貴族から成る政務顧問院

Conseil de Gouvernement が設置されてもい

る。つまり、ジャン－フィリップ政権期には２

18)14世紀後半のブルゴーニュ国家における会計院の新

設、再編については、拙著（藤井,2007, p.83-86）を参

照されたい。

19)とはいえ、会計院の機能と権限は極めて制限されたも

のにとどまった、という（Uyttebrouck, 1975, t.1, p.

403)。

20)フランドル伯に出仕していたヴァン＝カムドンクの

任用に際して、議会の大きな反対がなかったことから、

ゴダンは、この人物がブラバント出身者だったのだろう

と推察している（Godding,1999,p.46,n.80)。ただし、

統治基盤の一定の安定を反映してか、1412年のヴァン＝

カムドンク死去後アントワーヌは新たに官房長を任命

することはなかった（Godding,1999,p.46-47)。後述す

る通り、制度としての官房長職が再度問題となるのは

1430年フィリップ＝ル＝ボン登位以降である（Godding,

2001,p.105)。

21)この時主席となったのが、ブルゴーニュ公家とつなが

りの深いジャン＝ボン（Jean Bont）なる人物である

（Uyttebrouck,1958,p.1140-1141)。とはいえ、この時

点で彼は官房長の肩書きは有していない、という（God-

ding,1999,p.47,2001,p.105-106)。

22)前注16参照。Godding（1999,p.45,2001,p.104,n.8).

23)彼は、恐らくブルゴーニュ派に近過ぎるという理由

で、1429年７月20日に再び解任されている（Uytte-

brouck,1975,t.2,p.666,Godding,2001,p.105-106)。
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つの顧問院がブラバント公の統治機関として併

存する状態だったのである（Godding,1999,p.

45-47,p.71,2001,p.104）。

以上のように、14-15世紀交期のブラバント公

政府は、ブルゴーニュ公国の統治制度の影響を

受けることで、特にアントワーヌ治世期に一定

の整備が進んだ。次世代のジャン４世期に公の

代理統治組織が形成されはするものの、内政の

失敗により政権は動揺してしまう。1420年代に

入り、弟フィリップ＝ド＝サン＝ポールが摂政

となって、大幅に身分制議会へ譲歩する形で公

を取り巻く評定組織を再編し、常任顧問院を創

設することによって政権は安定を取り戻した

（Uyttebrouck,1958,p.1157）。そして、議会や

領民の信任厚いフィリップが、ジャン４世逝去

後、公位に就くことによって公領統治は安泰と

なったかに見えた 。ところがわずか３年後の

1430年８月４日、フィリップは毒殺の噂さえ囁

かれるほどに急な死去を迎えてしまった 。そ

して、公位継承問題で揺れる中、「西方の大公」

と呼ばれたブルゴーニュ公フィリップ＝ル＝ボ

ンが後継者として登位することで（Blockmans,

1997,p.115-116,アールツ,2010,第１章）、ブ

ラバント公領の統治組織は新たな局面を迎える

こととなる。

⑵ フィリップ＝ル＝ボン治世期（1430年～

1467年）

南ネーデルラント領邦君主の評定組織の出現

は、1330年代フランドル伯ルイ＝ド＝マールの

手による評議院 Audienceを嚆矢とする（Lam-

brecht,1965,p.84) 。その後ブルゴーニュ公が

ネーデルラント支配拡張を繰り広げる中、ブル

ゴーニュ国家を形成する各領邦――ブラバン

ト・リンブルク・エノー・ホラント・ゼーラン

ト・フリースラント・ルクセンブルク―― へ

パリ高等法院をモデルとした顧問院が創設され

ていくこととなる 。

ブラバントに限定して見れば、身分制議会の

要求を受けたフィリップ＝ル＝ボンは、公位を

継承した時点での登位令において、フィリッ

プ＝ド＝サン＝ポール期の政務顧問院と常任顧

問院の二重機構をひとまずそのまま存置してい

る（Godding,2001,p.105）。前者は、７人の有

力な領主貴族層から成る組織で、新公はその内

の１人で旧政権から任用されていたジャン＝ボ

ンを1431年４月１日に官房長へ登用した。この

時、官房長の資格として、仏・蘭・ラテン語に

堪能なブラバント人であること、両顧問院から

６名以上の信任を得ることが必要であるとされ

た（Godding,1999,p.72,2001,p.106）。官房長

を除く６名の内４名は、ブラバント人であると

同時に高位貴族のバナレット騎士身分が要求さ

れている。そして残り２人は例外として、ブラ

バント出身ではない、フィリップ＝ル＝ボン近

24)ボンとプロペルとの関係は先行研究においても明確

にされていない。恐らくジャン－フィリップ期の官房長

は、顧問院からはかなり独立した存在だったと推察され

る。類似の例は、ヴァロワ朝期の第３代官房長ジャン＝

ロルフェーヴル（Jean Lorfevre）が、1467年10月24日に

公シャルル＝ル＝テメレールに解任された後もブラバ

ント顧問院に留まり、1469年12月17日には顧問院主席

President du Conseil de Brabantとなっているという

事実にも見て取れる（Godding,1999,p.83)。

25)とはいえ兄公の死後、1427年に登位したフィリップ＝

ド＝サン＝ポールの治世当初は、必ずしも順調なもので

はなかった点に留意が必要である。領内の有力諸侯は財

政問題を抱える公政に対し、議会を通じて影響力を強く

及ぼしたからである（Stein,2004,p.168)。

26)前注13参照。

27)フランドル評議院は1409年まで存続した。これに関し

て詳細は、Buntinx（1949）を見よ。

28)Lambrecht（1965, p.96), Van Rompaey（1980, p.

150-152),Godding（1991,p.336).
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親のピエール＝ド＝リュクサンブール（Pierre
 

de Luxembourg）、ジャン＝ド＝ホルヌ（Jean
 

de Hornes）が選任されている（Godding,1999,

p.72-74) 。政務顧問院は、公が不在時にその代

理統治をする機能を託されたが、1431年以降次

第に実質的な機能を果たさなくなり、常任顧問

院を補佐するだけの極めて名目的なものとなっ

ていった（Godding,1999,p.74-76,2001,p.105）。

他方常任顧問院は、最初４大都市出身の小貴

族から構成されていたが、1431年６月にはレウ

ヴェンの市民が任用されることによって、政務

顧問院とは全く異なり、上層市民と小貴族によ

る構成という特徴を見せるようになる（God-

ding,1999,p.76,2001,p.105,p.107) 。やがて、

政務顧問院の活動が次第に鈍化する中、その機

能を受け継いだ常任顧問院がブラバント公領唯

一の顧問院即ち、ブラバント顧問院 Conseil de
 

Brabantとなる（Godding,1999,p.79,n.30）。

後段で詳しく述べるように、フィリップ＝

ル＝ボン登位令で定められた（常任）顧問院の

基本機能は当初裁判のそれであった。公フィ

リップは、そうやって従来整備不十分だったブ

ラバント公領の司法組織強化を図る一方で、政

権安定を念頭におきつつ、身分制議会と都市参

事会の権限を侵犯しないよう、ブラバント顧問

院の裁判権を慎重に制限していた。その結果、

顧問院は当初上級審としての地位のみを保持す

ることとなった（Godding, 1991, p.338-339,

2001,p.111-112）。

しかし、政務顧問院の機能低下とともに、そ

の管轄領域は次第に司法・行政分野全体にまた

がるようになっていき（Godding,1999,p.76-77,

2001,p.111）、やがて統治開始20年が経過する中

で、ブラバント顧問院による裁判機能は大幅に

拡張されていった。それを端的に示すのが、処

理する裁判件数の大幅な増加である。これは係

争自体の増加だけではなく、顧問院が、参事会

法廷の審理案件などそれまで管轄外だった裁判

にまで関与するようになったことを反映した結

果でもある（Godding,2001,p.111) 。

司法権の安定を基盤とする訴訟全体の増加と

いう状況は、顧問院の構成にも影響を及ぼして

いく。1441年には、1430年代に登用された顧問

官３名が辞任し、代わって初のロマンス語地域

出身者とブリュッセル市民各２名が任命され、

官房長を加えて顧問院は６人体制となった

（Godding,2001,p.108）。そして、1440年代前

半まではなお６名の顧問官体制だったものの、

1445年に２名の法学者が追加任用され 、1451

年、1455年にも顧問官の追加任用が行われてい

る 。こうした動きは、公領内での訴訟件数の上

昇を背景にしたものと考えて間違いない（God-

ding,2001,p.108）。

29)ピエール＝ド＝リュクサンブールは、ジャン４世以来

の顧問官であり、フィリップ＝ル＝ボン治下で金羊毛騎

士団 L’Ordre de la Toison d’or の筆頭騎士とされる

（Uyttebrouck,1975,t.2,p.709-710)。なお、金羊毛騎

士団について詳述するゆとりがないが、差し当たり次の

文献を挙げておく。Cockshaw(1996), Blockmans

(1997,p.97-98),黒木（2006).

30)ゴダンは、フィリップ＝ル＝ボン治下におけるブル

ゴーニュ政治風土の影響力や貴族層の市民層に対する

優越を強調するD.ランブレヒト（Lambrecht, 1965, p.

96）やR.ヴァン＝アウトフェン（Van Uytven,1985a,p.

84）の見解を批判的に吟味し、むしろ、フィリップ＝ド＝

サン＝ポール期以来のブラバント公領における政治的

独自性の連続、市民層の顧問院への関与といった側面が

1430年代以降も無視し得ないことを論じている（God-

ding,2001,p.103,p.105)。この点、ブラバント公権と都

市という本稿の主論点において、極めて示唆的であるこ

とをここで指摘しておきたい。

31)後注49参照。

32)あのヴァン＝カムドンク以降1412年から1427年にか

けては、ブラバント公政権内に法学者は殆ど存在しな

かったこと（Godding,1999,p.47,p.66-67）を想起され

たい。
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以上の経過からして、ブラバント顧問院の司

法権限が全体として強化されていくのは当然

で、やがてブラバント身分制議会との軋轢が生

じてくることも必然のなりゆきであった。1441

年にあのジャン＝ボンの後任となった官房長ゴ

スウィン＝ヴァン＝デル＝レイト（Goswin van
 

der Ryt）は（Godding,2001,p.106）、1451年に

初めて議会との対立を経験している。顧問院が

議会の権限を侵したというのがその理由であっ

た（Godding,2001,p.106,p.111-112）。

また、1460年代には訴訟の増加とともに、訴

訟審訊の場所がブリュッセルであるという事情

から、裁判業務に参加できない顧問官が目立つ

ようになった。会計院が経費の無駄を唱え始め、

顧問院の改組が取りざたされるようになった。

1463年会計院の指摘によって、顧問官に対する

定例・定額給付を改め、出廷日数に応じた給付

支弁へと変更されていく（Godding,1999,p.93-

94) 。更に、訴訟審問官 Commissaire au fait
 

des enquetes という職が４名分新規に導入さ

れ、彼らには処理案件毎の支弁という形が取ら

れることとなったのである（Godding,1999,p.

97,2001,p.109）。

1463年以降顧問院は、顧問官と訴訟審問官合

わせて11名となり、その内８名が大学出身の法

学者であった。フィリップ＝ル＝ボン治世初期

には、ジャン＝ボンを除き、顧問官職が従来型

の縁故や血縁によって寡占されていた。しかし、

治世後期には少なくとも法学者の登用という点

で、それを忌避してきたブラバント公領の政治

風土に大きな変化が加わったことは間違いない

（Godding,2001,p.106,p.109)。

15世紀半ばのブラバント顧問院が示す特徴は

第１に、公領内の領主貴族を排除し、小貴族お

よびそれと結んだ都市貴族家系の人間から形成

されたという点が挙げられる。第２は、それが、

都市法への非関与を前提としつつ、最高審とし

ての機能を果たすようになったということであ

る。フィリップ＝ル＝ボン期におけるブラバン

ト公領内の行政・司法全体は、官房長と顧問院

に大きく依存していたとひとまず小括できるで

あろう（Godding,2001,p.113-114）。

第３節 ブラバント顧問院の裁判機能

ブラバント顧問院の成立過程はおおよそ前節

で見た通りである。それでは、それが果たした

権限と機能はどのような変遷を辿るであろう

か。本節では、フィリップ＝ル＝ボンの登位

（1430年）までの時期と1440年代～1460年代の

時期とに大きく区分してその内実を概観してい

こう。

ブラバント顧問院による裁判のありようは14

世紀中葉にほぼ定着し、フィリップ＝ル＝ボン

が統治を始めた時には16世紀まで存続する形を

既に整えていたとされる（Godding, 1999, p.

67）。その法廷としての機能は、仲裁裁定と判決

宣告とに一応大別される（Uyttebrouck,1975,t.

1, p.375）。前者は、１)公領全体の治安を脅か

す可能性がある党派間の私戦、２)領主間ある

33)1455年には、ケステルガート領主（Seigneur de Kes-

tergate）ジャン＝ダンギャン（Jean d’Enghien）が任命

されている（Godding,2001,p.108)。このジャンは、ちょ

うどこの頃を境に、ブリュッセルの市政をそれまで掌握

してきたド＝モル一派（De Mol）の腐敗を糾弾し、対抗

勢力として立ち上がった有力人物であり（藤井,2007,

p.219)、ブラバント公政権内での重用はそうした政治的

背景を垣間見せて興味深い。

34)この時の大幅な顧問院改革によって、第２代官房長の

ゴスウィン＝ヴァン＝デル＝レイトが退任し、1463年９

月17日にジャン＝ロルフェーヴルがその後を継いでい

る。後者はもはやブラバント出身でなく、またブルゴー

ニュ公大顧問院に属していた点を銘記すべきであろう

（Godding,1999,p.83,2001,p.106)。
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いは上級裁判権者間の紛争、３)上級裁判権者

とその家臣間の紛争、の３種類を主として対象

としていた 。

他方、判決に至る裁判は、実は1430年代まで

を含めて見てもわずか30例ほどを数えるにとど

まっている（Godding,1999,p.62）。単純に平均

で見ても年１回を下回る判決数というのは、史

料の伝来状況を考慮に入れたにせよ、成文化さ

れない判決処理や、仲裁や和解勧告の形による

解決が多かった実態を容易に推察させる（God-

ding,1999,p.53) 。つまり、15世紀半ばまでを

含めても、解決を見た仲裁裁定と判決宣告には

大きな相違がなく、両者を分かつ指標は、判決

以前の和解勧告とその受容という、裁判処理の

中で生ずる手続きの違いでしかない（Godding,

1991,p.343-344）。

顧問院が関与した訴訟・判決手続きに関し、

ゴダンに依りつつアントワーヌ期に見られる対

照的な２つの事例を瞥見してみよう。第１は、

1406年６月15日リエージュのサン＝バルテル

ミー教会 Saint-Barthelemyの参事会員とラン

サン Lincentの教会参事会員とが、双方和解を

望まず顧問院へ提訴したというものである。訴

因は、ランサン側がサン＝バルテルミー教会側

に要求され続けてきた、納税記録の毎年作成を

拒否したという点にあった。当時レウヴェンの

居城に所在していたアントワーヌは、ランサン

側の意向を認める判決を下している（Godding,

1999, p.58）。第２は、1405年３月19日ス＝ヘル

トーヘンボスの代官 ecoutete によるアント

ワーヌへの提訴で、都市の境界石を引き抜いた

者たちへの告発である。これは、近在のポステ

ル（Postel）領主に代わって処罰を求めるという

内容であった。アントワーヌは、慣習罰をもっ

て境界石の毀損を禁ずる、という判決を下して

いる。この第２の判決例は、提訴者・非提訴者

双方を召喚するという伝統的な裁判方法 とは

異なる方式を示しており、当事者の召喚手続き

を経ない訴訟としては、ブラバント公領で恐ら

く初の事例であろう、という（Godding,1999,p.

58-59) 。いずれにせよ、この２つの裁判方式が

併存しつつ、やがてフィリップ＝ル＝ボン期に

も引き継がれていくこととなる 。

フィリップ＝ル＝ボンがブラバント公として

統治を開始してより後、ブラバント顧問院はそ

35)いずれも14世紀半ばから15世紀前半について、ゴダン

の挙げる多くの事例を参照されたい（Godding,1991,p.

340)。とりわけ、最後の紛争例として、14-15世紀を通じ

て繰り返し発生したディースト都市領主と市民間の紛

争が挙げられており、上級領主権と都市の関係を念頭に

置く筆者にとっては興味深いものである（Godding,

1999,p.56-57,n.121-123)。

36)私戦・裁判に続く第３の平和回復策としての和解は、

既に12-13世紀ヨーロッパに出現する、との指摘を見よ

（山内,2000,p.22-31)。なお、本稿では紙幅にゆとりが

ないが、西欧中世における紛争と解決あるいは司法の実

践的適用の状況という、近年浮上してきている問題関心

について差し当たり、服部（2004,2005,2006b),中谷

（2008), Chiffoleau（2007), Prevenier（2007）を参照

されたい。

37)例えば、14世紀末から15世紀初頭の村落共同体間の紛

争、また15世紀初頭での領主間での紛争において、当事

者双方に対する審問が行われている（Uyttebrouck,

1975,t.1,p.373,n.362,p.375,n.366)。

38)証拠などが明白で、解決が容易と考えられる裁判につ

いては、期日を定めてその中でブラバント顧問院が法廷

を主宰し、関係者の論告・審理が行われた。しかも、15

世紀後半には法廷審理がそれ以前よりも綿密になって

いる、という（Godding,1999,p.59)。

39)ただし、ごくわずかの例外を除き、フィリップ＝ル＝

ボン期以前にブラバント顧問院が自立的に主体性を

もって判決を下した事例はほとんどない。前述したよう

に、13世紀以来裁判手続きはおおよそ変わらず、提訴、

確認・調査・審理、判決という流れを辿り、このうち審

理過程は顧問院を経るとしても、最終の判決はほぼ常に

ブラバント公自身が下している。判決文に顧問官たちの

名前が常時記されるのはアントワーヌ期に限られ、しか

もその場合ですら、彼らは公の決定する判決の伝達者と

いう立場に過ぎなかった。この点は、フランドル伯の顧

問院が常に判決主体となっていたのとは大きく異なっ

ている（Godding,1999,p.50-52)。
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の主たる機能から行政的部分を切り離し、次第

に司法分野へ重心を移していった（Ggodding,

1999,p.173）。しかしながら、上述した通り、当

初その司法権の行使にあたっては慎重な態度が

必要で、身分制議会の意向を全く無視して裁判

処理を行うことは極めて困難な状況にあった。

中でも、最大の抵抗勢力となりうるブラバント

諸都市の特権に対して配慮する姿勢が顕著に見

て取れる 。しかし、係争の増大とともに、都市

の権限と競合しながらも次第にブラバント顧問

院の司法機能は拡大することとなる 。1432年

から1446年までに、ブラバント顧問院が都市に

まつわる裁判へ関与した総数は14件で、内訳は、

都市間係争について８件、在地領主対都市間に

ついて４件、都市と役人ないし個人間について

が２件となっている（Godding,1991,p.339）。

そうした中1446年が、ブラバント（ブルゴー

ニュ）公フィリップ＝ル＝ボンによって、ブラ

バント有力都市が初めて訴追された象徴的な年

となった。訴因はブリュッセルの市外市民と都

市参事会証書 la lettre echevinaleに起因する

都市特権の濫用である 。これ以後、都市特権を

めぐって発生する係争と訴訟を顧問院が処理す

る事例が増加していく（Godding,1991,p.339）。

そしてそのことは、15世紀半ば以降のブラバン

ト公権の都市特権への優越という、より高次元

の政治情勢を反映したものでもあった 。とい

うのも、ブラバント公権の法的体現者としての

顧問院が、都市や在地領主の裁判権を侵害する

形で自らの裁判権を行使する際に、その明確な

法的根拠は存在せず、そのため、公権の政治的

影響力増大という現実的背景が、顧問院の法廷

主宰やその結果としての判決宣告という慣習を

もたらしたと考えられるからである（Godding,

1991,p.340,1999,p.175）。しかもこの時、顧問

院は控訴審としての上級法廷ではなく、都市法

廷など下級法廷において未決となった案件の上

訴審 chef de sens であった点にも留意が必要

であろう（Godding,1999,p.55-56) 。

ともあれ、1440年代後半から1460年にかけて、

ブラバント顧問院は公領内における最終審理の

権限を保持し、この間21件の紛争を処理してい

る（Godding,1991,p.343) 。ただしこれらは、

顧問院の裁判権限がこの間必ずしも順調に拡大

していったことを示している訳ではない。むし

40)顧問院のこうした態度については、密漁の罪でウェゼ

マール（Wezemaal）領主がレウヴェン市外市民へ行っ

た告発を、1445年11月11日に不受理とした例を見よ

（Godding,1991, p.341, n.26)。なお市外市民について

は前注３参照。

41)ただし、1446年頃まで顧問院が関与するのは主とし

て、領主や都市、村落共同体など権力者や組織の間に発

生する係争であり、個人間の紛争が提訴されることは殆

ど見られない（Godding,1991,p.340,1999,p.54)。

42)都市参事会証書とは、「都市参事会が発行する文書で、

定められた形式のもと、当該参事会の前で法行為を行う

ことを記したものである。」(Godding,1954,p.308)。な

お、前述の市外市民及び都市参事会証書が示す諸問題に

ついては、別稿での考察を予定している。

43)フィリップ＝ル＝ボンの都市ないし身分制議会の相

対的な軽視という状況は、既に1430年代から看取するこ

とができる。これについては、Godding（1999,p.297）

を参照せよ。

44)下級法廷が判決能力や判断、資格を持たない場合、当

該訴訟案件をより上級の法廷へ審理を持ち越すことや

その法廷を上訴審 chef de sens という（Godding,1999,

p.56)。下級審判決後のいわゆる控訴審の概念は15世紀

前半まで殆ど存在せず、フィリップ＝ル＝ボン期以降に

なってやっと、しかも徐々にしか形成されない、という

（Godding,1999,p.176)。

45)このうち若干の具体例として、1456年から1458年にか

けて提示された３件の調停例――アントウェルペンと

ス＝ヘルトーヘンボス間、ブラバント公狩猟官とザウト

レーウ間、ブラバント公徴税官とアントウェルペン間の

それ（Godding,1999,p.298)―― また、1449年ブリュッ

セルとレウヴェン間の対立調停、1457年ヘーレンタルス

当局による染色工への規則取り消し命令、あるいは1450

年代の長期にわたる都市間の紛争調停――ティーネン

とレウヴェン間、アントウェルペンとレウヴェン間のそ

れ――（Godding,1991,p.343-344）を挙げることができ

る。
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ろ事態は逆と言える。顧問院の権限拡大に不安

を覚えた身分制議会側の圧力により、フィリッ

プ＝ル＝ボンは登位令追加条項として、通常裁

判権を尊重すること、２週間以上の裁判引き延

ばしをしないこと、ブラバント顧問院による裁

判の簡素化、上訴審への提訴を除き原判決を重

視すること、などを1451年に公布し、公権によ

る裁判権行使の慎重な姿勢を示したのである

（Godding,1991,p.344-345）。

他方、15世紀40年代後半以降とりわけ1450年

代に、ブリュッセル・レウヴェン・アントウェ

ルペンといった有力都市の市外市民や都市参事

会証書をめぐって係争が多発したため、1460年

と1461年にフィリップ＝ル＝ボンはそれらの濫

用を禁ずる公令を発布するに至った 。この時、

公権側は顧問院を通じた都市裁判権への優越を

確実なものにしようと目論んだようである。し

かしながら、都市に関係する紛争は、顧問院と

いう小規模な法廷の能力をはるかに超える件数

にのぼった。そのため、都市参事会証書をめぐ

る裁判については、各都市の市参事会法廷へ委

ねるという皮肉な結果となってしまった（God-

ding,1991,p.346）。とはいえ、公権の介入が全

く無効だった訳ではない。1460年代以降少なく

とも有力都市間では市外市民と都市参事会証書

を原因とする紛争はほとんど見られなくなって

いるからである 。

以上のように、1450年代から1460年にかけて

は、有力都市に対してブラバント顧問院が一定

の法的影響力を獲得した時期だったと言えるで

あろう。そして1460年以降、都市間係争の減少

とは逆に、都市とブラバント公役人間、諸個人

間、アンバハトなど組織間の紛争が顧問院へ持

ち込まれる件数が増加していく。しかし、提訴

案件の処理結果を見ると、上級審としての権限

を軽々に振りかざすのではなく、審理差し戻し

や和解勧告を行う事例を多く見て取ることがで

きる。このことは、それ以前にも見られた顧問

院の仲裁的機能が定着していったことを示して

いよう（Godding,1991,p.346-347) 。

こうして1460年代には、ブラバント諸都市の

権限逸脱を理由として多くの係争を顧問院が解

決している。しかし、在地法廷からの提訴をや

みくもに受理したわけではない。あくまでも、

上訴審や控訴、再審など上級審という立場での

紛争処理であったことは念頭に置くべきであろ

う 。そうした中、上述した理由によってブラバ

ント顧問院の控訴審としての役割は稀であった

ものの、逆に上訴審の機能は大きく増大した。

というのも、1466年公と都市リエージュとの不

和によって、それまでブラバント領内の都市・

村落参事会の上訴審となっていたリエージュ参

事会を公が排し、ブラバント顧問院を上訴審と

するよう命令したからである。しかしながら、

この時も処理案件が膨大となったためか、1470

年４代公シャルル＝ル＝テメレールはかつての

リエージュの地位をレウヴェンに与え、顧問院

からその機能を撤退させたのであった（God-

46)前述のブリュッセルに対する1446年の告発はその端

緒である。レウヴェンに対しても1449年に同様の公令が

出されている（Godding,1991,p.345)。

47)中規模都市の係争３例を数えるのみだという（God-

ding,1991,p.346)。

48)しかも他方で、為すべき罰令を怠ったとして、ブ

リュッセル当局がアンマンを告発した案件を許容した

例に見られる通り、公役人の断罪をためらうこともな

かった。これについては、その他の類似例を含め、God-

ding（1991,p.346-347,n.61）を見よ。

49)ここで、控訴審は字義通り、段階を追って上級審へ訴

える法廷を指すが、再審とは、都市や村落の参事会が下

した判決を一度だけ審理するものとされる。控訴審開始

手続きは時間を要しないが、再審には１年と１日を必要

とした（Godding,1991,p.348,n.68)。
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ding,1991,p.347-348）。

1460年代以降ブラバント顧問院は、その一部

機能をレウヴェン参事会法廷へ委ねながらも、

調停・和解という紛争解決機能を主軸に、公領

内の裁判権限において、とりわけ有力都市に対

して上級審の立場を確立し、フィリップ＝ル＝

ボン治世後期の政治的安定へ寄与したのであっ

た 。

おわりに

本稿では、主として15世紀初頭以降のブラバ

ント公領における顧問院の成立とその変遷過程

を辿った。ネーデルラント史において、ヴァロ

ワ朝フィリップ＝ル＝ボンの治世開始は、ブル

ゴーニュ国家形成と中央集権化にとって大きな

転換点となったとされる。その集権的政策には、

財政（課税と徴収）・貨幣（造幣と流通）・外交

（領土と防衛）・公的秩序（行政と司法）などが

含まれていた（Schnerb,1999, p.258）。そのう

ち司法（裁判）を司ったのが顧問院である。

フィリップ＝ル＝ボンがブルゴーニュ国家の

統治と拡大を図った際、この顧問院を梃子とし

たことを大きく強調する見解もかつては見られ

た（Lambrecht,1965,p.95-96）。しかし、ブラ

バント公領について言うならば、少なくともそ

うした単純な想定は妥当ではない。曲折を経な

がらも、既に15世紀初頭アントワーヌの治世期

から、顧問院は一時期２つの異なる組織を併存

させつつ、政権を構築する基盤としてブラバン

ト公政の中で独自の進展を見せており、フィ

リップ＝ル＝ボンもそうした経緯を全く無視し

た政権運営を図ることは困難だったからである

（Godding,2001,p.113）。

他方で、ブラバント顧問院がブラバント公の

権限を十全に実現する組織だったわけではない

点にも留意が必要であろう。フィリップ＝ル＝

ボン以降確かに一定の中央集権化を促す役割を

果たしはしたものの、それは当初、有力都市が

保持する既存の権力――例えば市外市民や参事

会証書を通じたそれ――への対抗を１つの目途

として、公権側の司法組織を強化するという意

味合いが強かったのである 。

フィリップ＝ル＝ボン期以降のブラバント公

領の中央集権化は、それ以前から公権が推進し

ようとしてきたものの延長に過ぎない。むしろ、

有力都市や身分制議会といった抵抗勢力の存在

に直面する中で、伝来脆弱だった公権の体質が

次第に強化される方向に作用するという、一種

逆説的な状況を示すようになったことこそが強

調されねばならない。そして、フィリップ＝ル＝

ボン登位からおよそ20年をかけて、ブラバント

顧問院は、都市などに対する上級審の地位を確

立していくこととなるのである。

そうした経緯の中、15世紀前半から半ばにか

けて、ブラバント公権と在地権力とは司法権を介

在として具体的にどのような形で相対していた

のだろうか。個々の局面について微視的分析を

行うことが筆者の次なる課題だと考えている。

50)本論の時間的射程を外れるものの、15世紀後半マ

リー＝ド＝ブルゴーニュ期の変化に触れておこう。第四

代公シャルル＝ル＝テメレールの突然の戦死（1477年）

により、後継者マリー治下ブラバント顧問会の裁判権

は、フィリップ＝ル＝ボン統治以前へ戻されるという原

則が適用された。その結果、ブラバント顧問会はもはや

上訴審chef de sensではなくなり、また都市・農村の参

事会判決の控訴や上告も原則として禁じられるに至っ

た（Van Uytven,1985b,Godding,1991,p.349)。

51)この点、ブラバント公権の全面的な先兵として顧問院

はまれにしか機能していない、というゴダンの指摘を見

よ（Godding,1991,p.349-350)。
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