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塞がれた市門
一市門の象徴性に関する一考察−
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でも感得したに違いない。0．ボルストの言う

序

ように，共同体的にも法的にも，経済組織的に

今日でもリューベックの中央駅から旧市街を
目指せば，15世紀後半に建てられたホルステン

も文化的にも，第一級の境目を経験するのであ
る。2

門が圧倒的な量感をもって真っ先に旅行者を迎

しかし都市を代表する「顔」としての市門は，

えてくれる。帝国都市として，またハンザ同盟

リューベックのような大きな都市に限らない。

の女王として自治と繁栄を謳歌した都市を象徴

ドイツの歴史都市を訪ねれば，規模の大小を問

するのに，これほどふさわしい建築もない。二

わず，立派な市門が市の入口に誇らしげに立ち

重の塔を備える門は中世においては都市ローマ

ふさがり，時に旅行者を威圧するように奪えて

の象徴であり，ひいては都市そのものの象徴で

いる。たとえばシュバイヤーのアルトベルテル

あった。市門の外側には「内に団結，外に平和」

AltpOrtel，ゾーストのオストホーフェン門

CONCORDIA DOMIFORIS PAX，内側すなわ

Osthoventor，インゴルシュタットのクロイツ

ち旧市街側には古代ローマの「元老院とローマ

門Kreuztor，ヴァイセンブルクのエリンゲン門

人民」S．p．Q．R（SenatusPopulusqueRomanum）

EllingerTor，タンガーミュンデのノイシュタッ

に倣う形でS．P．Q．Lすなわち「参事会およびリュー

ト門Neustadter Torなど枚挙にいとまない。

ベック市民」（SenatusPopulusqueLubecensis）

時に都市の規模には不釣合いなほど立派なこれ

との金文字が掲げられている。中央最上部の破

らの市門は，「ドイツで最も美しい市門の一つ」，

風にはマリア像が置かれている。通常市門に飾

「煉瓦ゴシック様式の最も美しい世俗建築」な

られたマリアは市の守護神であり，市側に面す

どと，それぞれの都市のガイドブック等で紹介

る場合は市を離れようとする市民に庇護を与え

されており，現在でも市民の誇りとして，都市

る意味があるが，リューベックの場合はさらに

の象徴になっていることが窺えて微笑ましい。

市そのものの象徴としての意味を帯びる。1こ

このような市門の象徴性を総合的に把握する

のような市門をくぐり市内に入る者は，一歩市

ためには，それぞれの都市の個別的事例に当た

壁内に足を踏み入れた瞬間，外部とまったく別

るだけでなく，政治，経済，法律，徴税，軍事

の意味を持つ空間が始まることを，いやがおう

防衛，治安維持など，中世以降市門や市壁が担っ

1wulfSchadendorfl Das HoIstentor．Weiland／Christians．1977，S．21
2

オットー・ボルスト「中世ヨーロッパ生活誌

1」（全2冊），白水社，1985年，173頁。Otto Borst，

AlltagslebenimMittelalter．Insel．1983，S．184ただし引用訳は一部改変。
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I「ヴァルデマール門」の伝承

論じる必要があるだろう。加えて美術史的，建

市門の象徴的意味に関する興味深い事例がド

築学的視点や現代的意義としては文化財として
の視点も欠かせない。さらに市門に村する市民

イツ東部のブランデンブルク地方にある。

の意識やイメージ，価値観を探るためには民間

ベルリンの北80kmに位置するグランゼーは

伝承をはじめ，文化史的な側面からの研究も必

人口4，914人（1994年。1997年の近隣との合併

要となろう。

でおよそ6，500人）の小さな町であるが，かつ

本論はもとよりこうした多面的な市門の意義

てはマルクブランデンブルク地方で最強の防御

を包括的に考察しようと試みるものではない。

を誇る町に数えられた。今日でもルッピン門

主眼はむしろ個々の事例の紹介にあり，それを

RuppinerTorや火薬塔Pulverturm，市壁の一部

通して市民や市にとっての市門の象徴性に一つ

などが，かつての堅固な中世都市のたたずまい

の方向から光を当てることを意図している。と

をとどめている。現存する唯一のルッピン門は

りわけ，14世紀にマルクブランデンブルク地方

写真で見るように，現在二つのアーチ門を持つ

の諸都市で行われた市門封鎖の事例を手がかり

が，塔を構成するアーチは19世紀まで煉瓦で塞

として，領邦君主と都市の緊張関係にあらわれ

がれており，人々の通行は隣接するアーチによっ

た市門の象徴的役割を探ることを目的とするも

ていた。
通常，市門は市の内外を結ぶ道路と市壁の交

のである。

差地点上に設けられる。しかしこのルツピン門
に向かう街道は，かつては門の前で一旦左に逸
れ，脇門をくぐった後，また右に折れて本来の
通りに合流していた。つまりまっすぐに本来の
門をくぐらず，わざわざ回り道をしていたので
ある。
塞がれた門ならびに街道との異例とも言うべ
き位置関係から，この市門は古くから人々の関
心を惹き，さまざまの憶測を呼んできた。1839
年に出版されたJ．D．H．テンメのrマルクブラ
ンデンブルクの民間伝説』では，「塞がれた市
門がどのような意味を持つのか，またどのよう
な経緯で塞がれたか，現代の歴史家が研究した
ものの，答えは得られなかった」と断った上で，
まったく異なる二つの言い伝えを紹介している。
行幸説：
一つはかつて皇帝が市を訪れた際にくぐり抜

ゲランゼー ルッピン門（外側）

けた二つの市門を，皇帝の栄誉のために壁で塞
−2−
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ぎ，以後誰にも通行させぬようにしたのだとい

明し，「市門の改築は都市の進歩を誇示する意

う言い伝えである。いわば行幸によって神聖と

味があり，『他の都市に遅れをとってはならな

なった場所の保存という理由である。

い』という意思の表れである」と主張する。4
このように伝承の形でさまざまの解釈が伝え

積れ説：
その一方で，まったく反対の「積れ」の考え

られるところに，そもそも近代の都市や市民社

から門の封鎖を説明する伝説もあるという。か

会における市門の理解が窺えるかもしれない。

ってグランゼ一に住んでいたスラブ系のヴェン

すなわち防衛や治安，関税徴収，法的境界とい

ド人は，移住してきたドイツ人に追われ，町を

う実質的な意義が衰退したところに，都市の

去ったが，その際に異民族の彼らが通った市門

「顔」としての象徴性が比重を増し，その象徴

を，ドイツ人は自らの名誉を汚すと考えて通行

する内容をめぐり様々な解釈の余地があらわれ

を嫌った。そこでこれを壁で塞ぎ，隣に新たな

たと考えることができよう。それはさておき，

市門を建設したのだという。テンメはこれに関

いったいどの伝承や解釈がルッピン門封鎖の由

連して，いまだにヴェンド人とドイツ人が一緒

来を正しく伝えているのであろうか。

に暮らしている田舎の教会の例を挙げる。そこ

すでに歴史家によって記録文書の上からも確

では正規の扉はドイツ人のみが利用し，ヴェン

認された史実と，それに基づく「伝説」を紹介

ド人は特別に設けられた小さな扉から出入りし

する前に，前述の解釈を歴史的視点から考察し

ていると説明し，この説を間接的に支持してい

てみたい。
まず，一種の「稜れ」の考えからヴェンド人

る。3
新様式への改築説：

の通った市門を塞ぐのであれば，膨大な資金と

マルクブランデンブルクに生まれ，好んで故

労力を費やす，従来の市門の閉塞作業と新市門

郷の風土を題材に扱った作家テーオドール・フォ

の建設を，市当局や市民があえて選択したであ

ンターネ（1819−98）は，地誌的考証を尽くし

ろうか。以後永久に通行上の不便を甘受せねば

た rマルクブランデンブルクの旅j（1862−82）

ならないという事情を考慮すればなおさらであ

において，上記のヴェンド人による「稜れ」を

る。もし穣れを問題にするのであれば，ヴェン

含むいくつかの伝承を紹介した上で，「こうし

ド人を追放する際に小さな特別の門をくぐらせ

た解釈よりは，単に古い市門の代わりに，いっ

て，それを後で塞ぐ方がはるかに経済的で合理

そう優れて美しく防御機能も高い市門を新たに

的であるからである。

建設しようとしたと考える方が納得行くように

経済性と合理性は皇帝の行幸で神聖なものと

思える」と補注で述べる。すなわち二つの市門

見なされた市門を保存する場合も同様に問題と

の由来について，「ロマネスクの円形アーチが

なる。また，この「神聖化」の伝承が特定の皇

（ゴシックの）尖塔アーチに代わったように，

帝や出来事を踏まえていないことに加えて，ド

市門も新しいものに造りかえられたのだ」と説

イツの他の都市でも皇帝の通行によって市門が

3J．D．H．Temme，Volkssagenaus derMark Brandenburg．01ms．1976（NachdruckderAusgabeBerlin1839），S．107L
（

DasvermauerteThorzuGransee

）。

4TheodorFontane，WanderungendurchdieMarkBrandenburg．ErsterBand．C．Hanser．1991，S．491
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封鎖されたという事例が伝えられていないので

る。6

ある。またダランゼーをはじめとして複数の市

ヴァルデマール伝説：

門が塞がれた都市が存在することからも，穣れ

さて，最終的にこの特異な市門の謎を解明す
るのが，「ヴァルデマール門」waldemartorの

や神聖化の説は合理的な論拠に乏しい。
フォンターネの新様式への改築説も説得力に

伝承である。1348年8月，マグデブルク大司教

欠ける。防御性の向上をはかるならば，脇に新

の前に突如マルクブランデンブルク伯ヴァルデ

たな門を穿つことは逆効果である。都市防衛上，

マール（またはヴオルデマールWoldemar）を

市門は防壁の最も弱い箇所であり，市壁に穿た

名乗る老人が現れた。老人は1319年に死去した

れた脇門は構造上むしろ防御機能が劣るからで

アスカ一二ア家の末商ヴァルデマールは偽者で

ある。そもそも16世紀以降，防衛機能の向上は

あり，自らは姪との結婚の罪を償うべく29年間

市門自体の改築ではなく，その外側に前門

エルサレムに巡礼に赴いていたと主張し，この

Vortorや市門前の要塞Torburg，あるいは壁塁

間にヴイツテルスバッハ家の領有となったマル

Basteiや稜壁Schanzeを建設し，防衛線を遠く

クブランデンブルクの領主権の返還を求める。

延ばすことによって行われるのが通例であった。

ヴイツテルスバッハ家の都市政策に反発を強め

たとえ市門自体をいかに堅固に改築したところ

ていた諸都市は，ヴァルデマールの再来を歓迎

で，もはや火砲による攻撃には対応できなかっ

し，次々に恭順する。71349年にはマルクの35

たのである。5

都市がシュパンダウSpandauに集まり，ヴァル
デマールに服従を誓ったという。8 しかし，

また，美的観点から改築を行うのであれば，
わざわざその脇に新たな門を建設する必要はな

1350年にカール四世によってヴァルデマールの

い。他の多くの都市のように，従来の市門を改

正統性が否定され，ヴイツテルスバッハ家のマ

築あるいは増築する方がはるかに労力や資金を

ルクブランデンブルク領有が再確認されると，

節約できる。自然石に乏しい北ドイツであれば，

同家のルートヴィヒ一世はかつてヴァルデマー

なおさら資材としての煉瓦は貴重である。正規

ルに恭順を誓った都市に報復を行う。その一つ

の市門を塞ぐために膨大な煉瓦を用いることは，

が偽のヴァルデマールの通った市門の封鎖であっ

この経済性の観点からも説明がつかない。

たという。

フォンターネの説は様式的な観点からも否定

グランゼーも二つの市門ルツピン門とツェー

される。グランゼーの脇門のアーチは本来の門

デニック門ZehdenickerTorを塞ぐよう命じら

と同じくゴシック様式であり，様式的に「新し

れたため，代わりに脇の市壁に小門を穿ち，こ

いものに作り変えられた」とは言えないのであ

れを新たな市門とした。俗に言う「ヴァルデマー

5トローストは北ドイツの市門の防御性と華麗さについて，領内の都市が高度な防御施設を備えることを好ま
なかった領邦君主にとって，対外的な市の象徴として市門に華麗さを追求した市民の傾向はむしろ好都合で
あったとまとめ，両者の相矛盾する性質を指摘している。（HeinrichTrost，NorddeutscheStadttorezwischenElbe
undOder．Akademie−Verlag．1959，S．112）
6デヒーオは建設年を偽のヴァルデマールの現れた14世紀半ばとしている（Georg Dehio，Handbuch der
DeutschenKunstd。nkmaler．BezirkeBe，lin／DDRundPotsdam．WissenschaalicheBuchgesellschaR．1983，S．212）。ト

ローストも1350年頃と推定する（H．Trost，a．a．0．，S．110）。
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ル門」である。以後市民らの通行はすべてこの

ヒェベルクMunchebergに1348年の公文書が伝

門によらねばならず，不便な状態が解消される

えられている。この文書でマルク伯は偽のヴァ

ためには19世紀を得たねばならなかった。プロ

ルデマールに恭順を誓ったとの嫌疑からミュン

イセン王は市の切なる請願を受けて，ようやく

ヒェベルクを解き，この件で市に不利益を与え

1818年にルッピン門の再開を許可したのである。

ない旨を約束している。こうした文書からも，

トローストはグランゼ一市民による1811年の

ヴァルデマール門を含め，実際にマルク伯が制

プロイセン王に対する請願状を確認したクヌー

裁を科したことが推測される。

トKnuthやリーデルRiedelの研究を挙げなが

このような「ヴァルデマール門」は，テンメ

ら，ヴァルデマール門の伝承が事実に基づくこ

によれば次の都市に確認されるという。キリッ

とを間接的な表現ながら認めている。9

ツKyritz，ヴイツトシュトックWittstock，ヴス

トローストによれば，マルク伯ルートヴィヒ

ターハウゼンWusterhausenim Ruppinschen，グ

一世の制裁に関しては同じマルクの都市ミュン

ランゼー

Gransee（2），ゾルディーンSoldin

7この背景には，在位中のヴイツテルスバッハ家の皇帝ルートヴィヒ四世（バイエルン公）に対して，1346年
に対抗王として選出されたカール四世の計略があったと推測されている。ルクセンブルク家のカール四世の
王位継承をあくまで拒むルートヴィヒ五世（マルクブランデンブルク伯としてはルートヴィヒ一世）は，父
ルートヴィヒ四世没後，ギュンタ一・フォン・シュヴァルツブルクを対抗王に立てて，カール四世に対抗す
る。カール四世はマルクブランデンブルクにおけるヴイツテルスバッハ家の勢力を削ぐべく，ルートヴィヒ
五世の不在を狙って，偽のヴァルデマールを擁立し，マルクブランデンブルクの領有を画策する。しかし
1350年の会見で王位承認と引き換えに，ヴイツテルスバッハ家のマルクブランデンブルク統治を認めたカー
ル四世は，ヴァルデマールの正統性を否定せざるを得なくなる。しかしながら結果として偽のヴァルデマー
ルは，即位したばかりのカール四世にとって，王権安定のために十分な役割を果たしたと言うべきであろう。
なお，偽のヴァルデマールはその後，何ら罪を問われることなくデッサウに移り，同地で信奉者に囲まれ，
貴族としての待遇を受けたという。最後に歴史の舞台に登場するのは，この事件の幕引き役としてである。
1355年3月10日，ヴァルデマールはブランデンブルクBrandenburgとゲルツケGOrzkeに対して，両市を臣従
の宣誓から解き，ルートヴィヒ一世の弟でマルクの継承者であるルートヴィヒ・デア・レーマーLudwigder
R6merとオットーOttoに服従するよう申し伝えている。ヴァルデマールはその2年後に死去し，デッサウの
マリア教会に埋葬された。
ちなみに偽のヴァルデマールに最後まで忠誠を尽くした都市として伝えられるのはタンガーミュンデ
Tangermiindeである。カール四世の帝国追放刑の警告にも態度を変えなかったため，アルトマルク地方の7
都市を歌った古謡で，「タンガーミュンデ市民は勇気があり・・・」と讃えられたという。（J．D．H．Temme，a．a．0．，
S．51氏）
80tto Tschirch，Der falsche Woldemar und die markischen Stadte．ln：Forschungen zur brandenburgischen und
preuBischenGeschichte．Bd．43（1930），S．227−244．なお著者のチルヒは偽のヴァルデマールがマルクの諸都市
に対して，近隣諸侯からの庇護と都市同盟を認める特許状を与えたこと，また都市側もいち早くヴァルデマー
ルに恭順を誓ったことなどから，ブランデンブルクを主導者とするマルクの諸都市がこの策略に関与してい
たと結論づけている。
またなぜマルクの諸都市がヴイツテルスバッハ家から離反したかという問題に関して，ミュラー・メルテ
ンスは都市内部の階層的村立を要因として挙げ，マルク伯ルートヴィヒ一世が親ツンフト政策を取ったこと
に対し都市貴族側が脅威を感じ，偽のヴァルデマールを擁立したのではないかと推論している。さらに決定
的な要因としては，マルク伯による都市の自治への介入を挙げている。（EckhardMu11er−Mertens，Berlinim
Mittelalter．Kulturbund der DDR．1987，S．52且
Stadteimwittelsbachisch−1uxemburgischenThronstreit

Die Unterwerfung Berlins1346und die Haltung der markischen
）

9H．Trost，a．a．0．，S．110。グランゼー市のガイドブック（GranseeeinStadtrundgang．2002）や郷土博物館もこの
伝承を歴史的事実として紹介している。
−5−
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クランゼー全景（メーリアン『ドイツ地誌』1652年より）

その中で唯一都市景観図からヴァルデマール

（3），フリーデベルクFriedeberg（2），モーリン
Morin（2），ベルリーンヒェンBerlinchen（2），

門が確認できるのがゾルディーンSoldin（現ポ

ケ一二ヒスベルクK6nigsberg（2），シェーンフ

ーランド領Mysliborz）である。17世紀半ばの

リースSchOnflieB（2），ランツベルクLandsberg

メーリアンによる景観図12では，左手に要塞

anderWarthe，ベーアヴァルデBeerwalde，ヴオ

Torburgを備えたミュレン門MtlllenThorが見

ルデンベルクWoldenberg，ベルナウBernau，フユ

える。郊外からこの市門に向かう道は，おそら

ルステンヴァルデFilrstenwalde，ミッテンヴァ

く市門の名前の由来となった水車小屋Mtlhle

ルデMittenwalde10（括弧内は塞がれた市門の数

の脇を通り，ミーツェル川Mietzelにかかる橋

を示す）。このほかヴイツテンベルゲWittenberge

を渡り，二つの塔を備えた要塞の前門をくぐる。

や，グランゼーの東隣テンプリーンTemplinの

ここから市壁に穿たれた市門までは左右を防壁

プレンツラウ門PrenzlauerTorにもヴァルデマー

で囲まれたツヴインガーとなるが，本来の市門

ル門があったと推測されている。11

と見られる建物（図のC）はツヴインガーの外

これらの都市についてヴァルデマール門の存

に位置しているばかりか，明らかに前門と異な

在を証明することは容易ではない。資料が残さ

り，塞がれた姿で措かれている。念のため同じ

れていないことに加え，多くの中世都市の常と

ノイマルク地方のフリーデベルクFriedeberg

して，市壁・市門の撤去や破壊を含め，都市の

（Strzelce Krajenskie）のビルクホルツ門

姿が歴史の歩みの中で大きく変貌したからであ

Birkh。ItzischesThorと比較してみれば構造の違

る。

いは明らかである。またこの図版で見る限り，

10J．D．H．T。mm。，a．a．0．S．107Lまたこれとは別にフォンクーネは，塞がれた市門が大通りの直線上に位置して
いる（すなわちヴァルデマール門が存在する可能性のある）マルクブランデンブルクの都市として，以下の
都市を列挙している。Kyritz，Wittstock，Wusterhausen，Soldin，Friedeberg，Morin，Berlinchen，K6nigsberg，
LandsberganderWarte，Bernau，Fiirstenwalde，Mittenwalde。（Th．Fontane，a．a．0．，S・491f・）
‖H．Trost，a．a．0．，S．110

ヴイツテンベルゲについては塞がれた市門の存在が確認されているが，封鎖の時期については詳らかでない
（同市のホームページhttp：／／www．wittenberge．info／による）。
12MatthaeusMerian，TopographiaGermaniae．Brandenburg，Pommern1652．（NeueAusgabe1965）Barenreiter
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グランゼーのケースと同様，ツヴインガーの奥

な人間がもはや通らずに済むよう，その時以

の新たな市門は塔の形をとっていない。メーリ

来塞がれた。14

アンの都市景観図は必ずしも実景の正確な再現
とは限らず，『ドイツ地誌』の編者ヴュートリッ

「ヴァルデマール」という名前こそ出てこな

ヒし．H．Wiithrichが述べるように「芸術的価値

いものの，ここには歴史的事件の核心が驚くほ

も記録的価値もまちまち」であるが，ミュレン

ど正しく伝えられていないだろうか。「王」を

門の場合は類例のない市門の描き方であるがゆ

「マルク伯」に読み替えれば，ほぼ偽のヴァル

えに，実態が反映されていると見て良いだろ

デマールの事件に一致する。ヴイツテルスバッ

う。13

ハ家のマルク伯が領地を離れている最中に偽の
ヴァルデマールが現れたという状況も含め，史

またモーリンMorin／Mohrinにはヴァルデマー

実がきわめて忠実に反映されている。14世紀半

ル伝説と良く似た言い伝えがある。A．クーンが

ばに起きた事件の本質的内容が，その500年後

収集し，1843年に出版した『マルクの伝説とメ

に収集された口承伝説にこのように正確に伝え

ルヒェン』では，「口承」として「塞がれた市門」

られているとしたら，伝説の資料的価値につい

という伝説が紹介されている。全訳を掲げる。

て認識を改める必要があろう。市門封鎖の制裁
をめぐる事情がいかに正しく人々に理解され，

ツェリンZellinからモーリンMohrinに入

代々語り継がれてきたかが分かるだろう。

ると大通りに面して高い塔が奪える。かつて

さてこのように罰として領主に市門を封鎖さ

塔の下には門があったが，今ではその脇に小

れた都市がある一方，先のミュンヒェベルクや

さな門が穿たれている。由来は次のとおりで

ベースコウBeeskowのように，最後までヴイツ

ある：

テルスバッハ側に留まった都市は，何の制裁も

昔あるところに王様にそっくりのならず者

受けておらず，もちろんヴァルデマール門も存

がいた。このならず者は王様から印章つきの

在しない。オーデル河畔のフランクフルト

指輪と王第を盗み，至るところで自分は王で

FrankfurtanderOderも忠誠を失わず，カール

あると触れて回った。王様はちょうどその頃

四世による包囲を耐え抜いたため，1348年にヴイツ

国を離れており，すべての人はこの詐欺師の

テルスバッハ家からさまざまの特権を得ている。

言葉をしばらくのあいだ信じた。しかしつい

ちなみにこの時プリーツェンBrietzenは忠誠を

に正体が明らかになると，詐欺師は追放され

失わず，偽のヴァルデマールに市門を閉ざした

た。だがこの男がくぐった市門は，まっとう

ため，「忠実なプリーツェン」Treuenbrietzenと

13マテーウス・メーリアン（父）はこのFドイツ地誌』TopographiaGermaniae第13巻刊行の2年前（1650年）
に亡くなっている。刊行は息子マテーウスMatthaeusとカスパーCasparによるが，二人ともここに描かれた
都市を実際に見ていない。父マテーウスの手になる景観図はごく僅かで，多くの都市（ここに問題となるゾ
ルディーンやフリーデベルクが含まれる）は息子カスパーが，大抵は比較的新しい原画を下敷きに銅版画に
彫ったものであるという。（編者LucasHeinrichWilthrichの巻末註による。）
HAdalbertKuhn，MarkischeSagenundMarchennebsteinemAnhangevonGebrauchenundAberglauben・F・A・Herbig・
1937．（UnveranderterNachdrucknachderAusgabevon1843．）S．247
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塞がれた市門

この伝承もグランゼーと同じく，本来の領主

の名を与えられたという。15

が偽りの支配者によって使用された市門を廃止
し，新たな市門を脇に設けるという内容である。
Ⅱ
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偽のヴァルデマールの史実が下敷きになってい
る可能性も否定できない。

ヴァルデマール門の伝承はこのように史実に

さてこの伝承を文字どおりに読んだ場合，グ

基づくものと考えられるが，同工異曲の伝説が
同じマルクブランデンブルクの都市シュトラウ

ランゼーのヴァルデマール門との違いは，制裁

スベルクStrausbergにも伝えられている。全

としての市門封鎖ではなく，都市領主が自らの

文を紹介しよう。

手で従来の市門を塞ぐところにある。最後に述
べられた，先のモーリンの伝説と同一の封鎖理
由には，詩篇第118篇20節「これは主の門であ

シュトラウスベルクの三つの塞がれた市門

る。正しい者はその内にはいるであろう」Dies

シュトラウスベルクの三つの市門の脇には
それぞれ塞がれた市門があり，その上には塔

istdasTorderHerren：Gerechtenziehenhierein．

もそびえている。シュトラウスベルクのかつ

との宗教的響きも聞こえる。先述のヴェンド人

ての領主の一人があるとき，ブルーメンター

による「稜れ」の伝承と合わせ，この伝承の成

ルの領主に客として招かれた。お客として滞

立時において当時の市民が市門に対し，いかな

在している間に，ブルーメンタールの領主は

る意味や価値を認めていたのかがおよそ読み取

手兵をシュトラウスベルクに送り，市を占領

れるだろう。
近代のウィーンにも市が自ら要塞の門を塞い

させる。しかし，いち早くこれを聞いたシュ
トラウスベルクの領主は直ちに駆け戻ると，

だ話が伝わっている。1683年のオスマントルコ

市を敵の手から奪い返す。領主は翌日，これ

軍のウィーン包囲の際，トルコ軍を率いる大宰

までの市門を塞がせ，そのすぐ脇に新たな門

相カラ・ムスターフアがこの門からウィーンに

を穿たせる。その理由は一領主の言葉によれ

侵入したという理由で，市は8つの要塞門の1

ば−ならず者がくぐった以上，かつての門は

つを封鎖し，以後使用を禁じたという。17
「穣れた」とみなされるのは詐欺師や卑劣な

もはやまっとうな人間が通ることはできない
からであるという。16

敵，異教徒ばかりではない。不義を犯した者も，

15paulKunzendorCSagenderProvinzBrandenburg・Th・Langendorf（1911）・S・1760およびA・Kuhn・a・a・〇・・S・85 Das
tre。。Bri。tZen 。このほかシュパンダウやベー1）ツBeelitzもヴイツテルスバッハ側に留まったという0
（Brandenburg．Bd．3DerWesten．DerFlamingunddasBarutherUnstromtal・PROLINECONCEPT−Verlag・2001・
S．70．）

16A．Kuhn，a．a．0．，S．190 DiedreivermauertenThorezuStrauBberg 残念ながらこの伝説の歴史的背景について
は詳らかでない。シュトラウスベルクには確かに三つの市門（LandsbergerTor・MilnchbergerTor，Wriezener
Tor）があったが，このうち二つは1828年に，唯一20世紀まで破壊を免れたLandsbergerTorも1950年に撤去
された。（同市のホームページhttp：／／www・Strausberg・de・によるo）なおブルーメンタールBlumenthalは数百
年前に滅びた都市としての言い伝えがある0かつては4つの市門を構え・大通りはシュトラウスベルクに通
じていたというが，滅亡の理由など一切は不明であるという。（J．D．H．Temme，a・a・0・，S・100L）
17ドイツ語圏を中心とする伝説を集めたホームページhttp：／／www・Sagen・at・／より。（出典はKraelitz−Greifbnhorst・
Friedrichvon，BerichtiiberdenZugdesGroB−BotschaRersIbrahimPaschanachWienimJahre1719（Sitzungsbericht
derKaiserlichenAkademiederWissenschaRen，Phi1．−Diest．Kl．，Bd．158，HI），Wien1908，S・1766，S・440
−9−
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穣れた存在として神聖な都市空間より追放され
る。東プロイセンのクルムCulmの市壁のトル
ンThom側の一箇所には，今もなお塞がれた市
門の跡がはっきりと残る。伝説の伝えるところ
によれば，かつてある修道僧と，この近くのベ
ネディクト会修道女が道ならぬ恋に落ちた。彼
らは何度も失敗した挙句，ついに駆け落ちに成
功する。その際二人が通り抜けたのが件の市門
であった。この出来事を忘れぬよう以後この市
門は塞がれたという。18
ここに紹介した伝承は時代も地域も異なる上
に，市門閉鎖に至る状況もまちまちである。し
かし前章のヴァルデマール門を含め，広義の
「稜れ」による市門閉鎖とその経緯をまとめら
れないだろうか。偽の領主，策略を用いた占領
者，異教徒の敵，不義を犯した者。こうした者
がひとたび通行した門は，本来の支配権や秩序
が回復された後「稜れた門」として忌み嫌われ
るのである。
エリアーデは「居住地や都市の防御施設が初
めは魔術的目的のためであった」と推測し，中

ディンケルスビュール「白い塔」

世の西欧でも市壁が魔神や病気や死に対する防
壁として祭儀により浄められた」と述べている。19

南ドイツの帝国都市デインケルスビュール

同じくS．コストフも，多くの異なる文明で都

Dinkelsbtihlでは，「白い塔」WeiBerTurmと呼

市の境界画定の際に祭儀が行われたことを紹介

ばれる市門に悪魔が現われ，金貨で若者を誘惑

している。20市壁や市門は聖別された都市空間

し，魂を買い取ったという。その後魂を売って

を囲むことにより，一種の呪術的性質を帯びた

大金を得ようする若者が絶えなかったため，市

のである。市壁が築かれた際，市を難攻不落に

当局は1737年にこの市門の封鎖を命じたと伝え

18W．A．TettauundJ．D．H．Temme，DieVolkssagenOstpreuBens，LitthauensundWestpreuBens．01ms．1994（Nachdruck
derAusgabevon1837），S．215

DasvermauerteTor

19M．エリアーデr聖と俗：宗教的なるものの本質について』法政大学出版局，1969，41頁。
20spiro KostoE Die Anatomie der Stadt．Campus．1993，S．12
21HeinzR611eke，DasgroBedeutscheSagenbuch．Albatros．2001，S．447
偽は不明である。

DaseingemauerteKind

。ただし歴史的真

22ラインラント地方ユーリッヒJulichのルール門RuhrtorやライファーシャイトRei飴rscheidのマティーアス
門Matthiastorなどにはこうした研ぎ跡が残っているという。Udo Mainzer，StadttoreinRheinland．Verlag
GesellschaftmrBuchdruCkereiAG・Neuss．1976，S．42
−10−
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職人たちを督励する。

られる。23この伝動こも市門に対する市民や市

号令一宣，城主は市門から勢い良く駆け出

当局の怖れに似た感情が窺える。

す。一方親方は職人とともに懸命に石を積み，
モルタルで塞ぐ。城主が到着する前に作業は
Ⅱ
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完成し，勝敗に決着がつく。城主は道に障害

前章で紹介した事例は，もっぱら都市の支配

物があったために落馬したとして賭けの無効

者がある種の穣れを忌み嫌い，市門の封鎖を決

を主張するものの，決定は覆らず，この市門

定した話であるが，市民が都市領主あるいは近

は永久に塞がれ，城主は以後別の市門から出

隣の領主との対立において自ら市門を封鎖した

入りすることになったという。24

という伝説も伝えられている。
アルトマルク地方の都市ガルデレーゲン

シュヴェービシュ・ハルでも市門の通行権を

Gardelegenではシュニッベン門Schnibbentorの

めぐり市と近隣の領主の間で紛争が起きたと作

利用権をめぐって都市参事会と近隣の領主の間

家リカルダ・フーフが伝えている。

で争いが起ったという。
13世紀半ばシュタウフェン家のコンラート

シュニッベ城に通じるブルク通りのシュニッ

四世はリンプルグ伯ヴァルター・フォン・シュ

ベン門は，ブルク通りの裁判権が城主にあっ

プフにハルの司法権を含む世襲の庇護代官権

たこともあり，城主アルフェンスレーベン家

を与えたため，伯は市の代官SchultheiBenや

が独占利用権を主張し，市当局との間でたび

参審人Sch（漁nの任命権も握る。さらにコ

たび操め事が起きていた。ある日，参事会主

ンラートはハルの税金に対する権利も与えた

催の祝宴の席で，参事会貞の一人は客の城主

ため，1255年に市はリムプルグ伯に対する服

に，紛争を避けるために市門を塞ぐとの意向

従義務に服さざるを得なくなる。ハブスブル

を伝える。これに対して城主は，馬で市門か

ク家のルードルフ一世による帝国領の再編に

ら市を一周する間に塞ぐことができたら認め

より，幸いハルは再び帝国都市として帝国代

ようと申し出る。市はたとえ賭けに敗れても

官領ヴイムプフェンに属すことになり，これ

従来の通行権を認めるだけであり，失うもの

によりフランケンからシュヴァーベンに移っ

はなかったので，これに応じる。

た。

市は左官の親方に報酬を約束し，あらかじ

その後市とリムプルグ伯との間に抗争は絶

め石材を加工させるなど，周到に準備を整え

えなかったが，友好的な関係を結んだ一時期

る。9日後の競争の当日，親方は職人を前に，

もあった。1430年のある夜，リムプルグ伯と

彼ら自身の名誉や市の繁栄のみならず，左官

ハルの都市貴族が，ハルとの境界の市門近く

業のツンフト全体の名誉に関わると演説し，

の伯爵の城で酒盛りをした時のこと，狩猟権

23Ger＆id Arnold，Hinter derTeufblsmauer・Sagen，Spuk・Legenden zwischen DinkelsbuhlundWassertrudingen・
S。lbstverlag（？）．S．65仔．この伝承の歴史的背景も不明0
24J．D．H．Temme，a．a．0．，S．26
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経 済 学 論 集 第 66 号

をめぐって激しい口論となり，伯爵は剣を抜

る。27
こうした例からは，市門の利用をめぐって近

いて都市貴族らを市門まで追いかけた。これ
を受けて市参事会はこの市門を塞いだため，

隣の都市領主や諸侯との間で操め事が起きた場

リンプルグ伯は市に入るために大回りを余儀

合，市民は自らの利益を守るために，進んで市

なくされた。伯爵はこの件を時のジギスムン

門を封鎖することも厭わなかったことが分かる。

ト皇帝に訴えるが，皇帝は「朕の息子であり

もちろんこれらの事例は穣れを理由とした領邦

家臣であるハルの市民が自らの市門をすべて

君主や都市領主による市門封鎖とは直接に関係

塞いで梯子で市壁上を出入りしようとも，誰

しない。しかしベクトルこそ異なれ，このよう

もこれを禁ずることはできない」と答えたと

な伝承を通してひとつの共通する事情が浮かび

いう。結局この市門は100年後にリムプルグ

上がってくる。すなわち都市における市門の重

伯エラスムスが城とウンターリムプルグを市

要性と，市門の管轄権をめぐる市民と都市領主

に42，000グルデンで売却するまで，塞がれた

の争いである。中世から近世の都市にとっては

ままであったという。25

可能な限り多くの特許状を得て，自治権を拡大
することが目標であり，それらは具体的には市

また東プロイセンのラステンベルクRastenburg

壁築城権，行政権，司法・裁判権，関税徴収権，

にも領主の城から直接市外に通じる門を，市民

防衛権などの形で都市領主から徐々に購い，獲

が領主を打ち負かした後に塞いだという伝説が

得したのである。市門をめぐる争いも大局的に

伝えられている。26

はこうした自治獲得という歴史的文脈に位置づ

北ドイツのヴイスマールWismarでは，1257

けることができるだろう。

年に領主メクレンブルク侯の居城が市内に移転
してから，領主と市民との間で激しい闘争が繰

Ⅳ 示威性，象徴性，宗教性

り広げられた。最終的に勝利を収めたメクレン
ブルク侯は塔とベルクフリートBerg鋸edを備

市門は治安維持や防衛，関税徴収などの重要

えた新たな城を築く。城門のひとつからは市壁

な都市機能はもとより，対外的に市を代表する

を通って「市民の許可なく，いつでも好きなと

示威的・象徴的役割を担う。たとえば，トロー

きに出入りすることができた」という。市民に

ストはグランゼーの隣のテンプリーンTemplin

とってこのような不正常の状態がいかに耐え難

の技巧を凝らした市門について，中小都市が実

かったかは想像に難くない。1329年に領主が死

際に保持する以上の力と富を対外的に示す「示

去すると，市民は幼少の世継の後見人から城を

威建築」Imponierarchitekturの例と指摘してい

買い取ってこの間題に決着をつけたのであ

る。28 またM．ヴァルンケはリューベックのホル

25RicardaHuch，ImaltenReich．LebensbilderdeutscherStadte．C．Schilnemann．1960，S．361f1
26W．A．Tettau／J．D．H．Temme，a．a．0．，S．88

HerrWo晦ang Sauer

27Gott＆ied Kiesow，Gesamtkunstwerk−Die Stadt．ZurGeschichte derStadtvom Mittelalterbisin die Gegenwart．
DeutscheStiRungDenkmalschutz．Monumente．1999，S．35
28H．Trost，a．a．0．，S．31
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塞がれた市門

ステン門の巨大さが防衛上の理由というよりも，

件とみなされた中世以降，市壁の損失は都市か

敵対するデンマーク王に向けた示威の意味があっ

ら村落への降格を意味する不名誉な事件と受け

たと述べている。

とめられたからである。

したがってこのような意義や役割を担った市

実際，1653年に市壁と市門を完全に破壊され

門・市壁を支配することは，実質的にも象徴的

たスイスのヴイートリスバッハWiedlisbachに

にも市全体の領有を意味するものであった。

ついて，同時代の資料は「市門を除去し，囲壁

1375年ザールフェルデン公フリードリヒ三世は

を取り壊し，したがって小都市を村落にした」

ケルンに対する処分権を示そうと，ケルンの一

と伝えている。32ヴイートリスバッハはその後

つの市門の木製の扉をほんの少し削り，切り屑

開かれた小都市として存続することができたが，

を取ったという。29これだけでも都市への支配

同じく農民戦争で蜂起農民側についたフットヴイー

権を誇示するには十分であったのだ。

ルHuttwilはさらに過酷な運命を辿った。勝利

またこのような文脈からは市壁や市門の破壊

者であるベルンの都市貴族から高額の罰金を科

が都市に科される最大の制裁であり，市民にとっ

された上に，都市権剥奪をあからさまに示すべ

て最大の屈辱であったことも容易に理解できる。

く市門を撤去された結果，1834年の火災もあり，

R．フーフによれば，ニュルンベルク城伯の従者

市としての姿をほとんど失ってしまったのであ

は，ローテンプルクの市門の鷲の像を勝手に壊

る。33都市権と市門・市壁の密接な法的・表象

したという理由のみで同市によって処刑された

的関係をこれほど如実に示している例もないだ

という。30市民にとって神聖と考えられたのは

ろう。

皇帝の象徴たる鷲の像のみではなく、それによ

トローストに従えば，グランゼーの例も地方

り皇帝や帝国と一体になった市門そのものも同

領主が個々の問題で市の防御施設の利害に介入

様であったことは疑いを容れない。

できたことを示している。中世の考え方からす

また1332年帝国都市ユーバーリンゲンはシナ

ればこれは見せしめ（市門は市の威厳の象徴）

ゴーグを焼き払い，300人ものユダヤ人を殺害

を意味するが，通行路を市門塔の脇に動かすこ

した罪で，ユダヤ人保護権を持つ皇帝ルートヴィ

とは，市門施設の構造全体に甚大な影響を及ぼ

ヒ四世から罰金に加えて市壁の一部を破壊され

し，ツヴインガーの一方の壁の移動を強い，防

るというきわめて厳しい制裁を受けている。31

御施設の一体性を損なうものであると市門封鎖

これが帝国都市の市民にとってどれほどの屈辱

の意味をまとめている。34

であったかは想像に難くない。市壁が都市の要

一方，市民にとってこの封鎖がどのように受

29U．Mainzer，a．a．0．，S．40
30RicardaHuch，R6misches Reich deutscher Nation．Bilchergilde Gutenberg・1954，S・205
31AlfonsSemler，Uberlingen．BilderausderGeschichteeinerkleinenReichsstadt・OberbadischerVerlag・1949・S・117fl

32岩井隆夫「都市を農村市場へ ー1653年スイス農民戦争における小都市ヴイートリスバハの破壊」1998年12
月5日の日本女子大学文学部における講演要旨より（下記URL：http：／／ww．econ．kyoto−u・aC・jp／〜kurosawa／
Helvetia／houkoku／25．htm1
33WalterLaedrach，Schweizerische Stadttore．PaulHaupt．OhneJahresangabe（1950er？），S・5L
34H．Trost，a．a．0．S．110fl
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けとめられたかは，1811年の国王への請願に表

どまらない。聖なる領域として生活空間を画定

れている。すでに強大なプロイセン王国に含ま

し，宗教的あるいは呪術的にこれに庇護を与え

れていたグランゼ一にとって，市門や市壁の防

るという市壁・市門の精神的役割も，近世・近

御性はもはや問題にならない。また市壁ばかり

代に至るまで市民の意識の底に受け継がれてき

か市門の撤去すらも各地で行われていた19世紀

たのではないだろうか。近代における防御施設

においては，通行上の障害に対しても別の解決

撤去に対して当時の市民が示したいわれなき不

策が見出せたであろう。このような状況の中，

安や抵抗37 も，このような庇護感の喪失から

あくまでも市門再開の許可を求めた国王への請

説明されるだろう。

願に，中世から市門が帯びた宗教的とも言うべ

これまで紹介した市門の封鎖をめぐる事実や

き象徴的意義を読み取れないだろうか。市民の

伝承は，こうした防御施設が本来の目的を越え，

記憶に受け継がれた市の不名誉，すなわちマル

市民にとって歴史的にどのような意味を帯び，

ク伯による市門封鎖という制裁を，新たな領主

どのような精神的価値になるかを，ひとつの方

であるプロイセン国王に解除してもらうことに

向から照らし出す。しかし，市門や市壁の歴史

より，市の名誉回復を図ろうとしたと考えられ

的・文化史的意義を包括的に捉えるためには，

るのである。

なおさまざまの角度からのアプローチも必要と

ヴァルンケによれば，市門・市壁の必要以上

なる。これについては稿を改めて論じたい。

の豪華さは，法領域と宗教的領域の画定という
二つの役割に起因するという。35これまで二幸，
三幸で紹介した二種類の市門封鎖も，ヴァルン
ケの言う「法領域と宗教的領域の画定という二
つの役割」に関わる重大な措置であったと言う

〔付記〕
本稿は平成16年度鹿児島大学教育研究活性化

ことができよう。

経費（「ヨーロッパ近世の都市空間と市民意識一
市壁で隔てられた田園との緊張関係をめぐる精
Ⅴ

おわりに

神史的研究−」）による成果の一部である。

M．ヴァルンケは，ヨーロッパ人の抱く都市
のイメージが市壁と強く結びついており，囲ま
れた庇護的空間としての都市が社会的記憶とし
て保持されていると述べている。36 ここで言う
「庇護的空間」は単なる軍事防衛上の意味にと
35MartinWarnke，PolitischeIkonographie，Die Stadtmauer（http：／／vw．Warburg−haus．hamburg．de）
36M．Warnke，a．a．0．
37M．ヴァルンケによれば，強大なバイエルン侯国の首都ミュンヒェンでさえも，1791年の市壁撤去にあたって
は，市民から撤去反対の請願書が出されたという。（M．ヴァルンケF政治的風景一自然の美術史j，法政大学
出版局（叢書ウニベルシタス），1996年，103頁）
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・印は未確認の都市

○印は偽のヴァルデマールに服従しなかった都市

●印はヴァルデマール門の存在が伝えられる都市
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