
1. はじめに

　2014 年の夏、私はロンドンで一か月間のホーム

ステイを経験した。ロンドンの街並みはどこも紋章

だらけで、橋やビル、看板や城と、いたるところで

紋章が掲げられていた。その中でも、百枚以上もの

紋章がびっしりと飾られた天井は私を驚かせた。当

時の私にとって、紋章は洋服のデザインに使われて

いるくらいしか印象になかったからである。これを

きっかけに紋章の存在が私の心に強く残り、私は紋

章に興味を持つようになった。

　今日では、ヨーロッパだけでなく日本でもワイン

ボトルのラベルなどに描かれた紋章を見かけること

ができる。しかし紋章とは、本来視界の悪い戦場で

敵味方を識別するための目印だった。ではなぜ戦場

で使われていた紋章が、今ではワインボトルにまで

使われるようになったのだろうか。そもそも中世に

おいて紋章とはどのように使われていたのだろう

か。本論文では、ヨーロッパの中でも紋章にまつわ

る機関が存続しているイングランドに焦点を当て、

中世における紋章の機能を考察する。

2. 紋章の起源とイングランドへの導入

　紋章の起源について明確なことはわかっていない

が、十一世紀末または十二世紀のドイツでうまれた

というのが定説である。十一世紀頃のヨーロッパの

戦場において、騎士は頭をすっぽりと覆うヘルメッ

トをかぶっていた。ヘルメットは視界が非常に狭く、

お互いの顔を識別することが難しかった。その対策

として騎士の楯に敵味方を識別するための目印とし

て図案が描かれるようになったのが、紋章誕生の

きっかけである。しだいに騎士は一人ひとり固有の

図案を持つようになり、さらに戦場から帰還した騎

士が自分の武勇を伝えるために自分の図案を子供に

与えるなどした。そのような中で固有の図案を使う

習慣が他の貴族や王族にも広まり、自然と紋章が成

立したと考えられている。このような背景の中でう

まれた紋章には、楯の図形に描かれていること、一

人ひとり異なるデザインであること、代々継承され

ていること、という特徴がある。なお父親が生きて

いる間の長男は父親の紋章に少しアレンジを加えた

ものを使用し、父親が他界すると長男はその加えた

アレンジを取り外して父親の紋章を継ぐことになる

というのが基本的な形である。1

　ドイツでうまれた紋章はフランスを経て十二世紀

のイングランドにもたらされた。当時のイングラン

ドではそれまでの王系が途絶え、後継者として古く

から紋章慣習のあった南西フランスからアンジュー

家のアンリがプランタジネット朝ヘンリ二世（Henry

Ⅱ ,1133-1189, 位 1154-1189）としてむかえられた。

ヘンリ二世はフランスのアンジュー家で家紋とされ

ていたエニシダの枝（planta	genista）をイングラン

ド王家のシンボルとし、それがプランタジネット

朝という名前になった。2 そしてヘンリ二世時代の

1170 年にはすでに紋章事務を扱う国王直属の官僚

が置かれていた。3 しかしヘンリ二世が紋章を使用

したという史料は残されておらず、ヘンリ二世の庶

子ソールズベリー伯ウィリアム・ロンゲペー（Willi

am	Longespee,	Earl	of	Salisbury,	1176-1226）がイン

グランドにおける最古の紋章使用者とされている。

ウィリアムの紋章は「青色の地に金色のライオンの

立ち姿六頭」であり、この図案は元々ウィリアムの

曽祖父ヘンリ一世（Henry Ⅰ ,1069-1135, 位 1100-

1135）が娘の再婚相手であるアンジュー伯ジョフリー

（Geoffrey,1113-1151）に男児が生まれることを願っ

て贈ったペンダントに描かれていた。ジョフリーは

その図案を楯に描いて愛用したが、息子のヘンリ二
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世はそれを使わず、ウィリアムに継承された。さら

にウィリアムの娘にも継承され、紋章の描かれた印

璽が現存している。4

　国王のヘンリ二世が紋章を使わなかったことをふ

まえると、大陸から紋章制度が普及されたばかりの

イングランドにおいて紋章はまだ必要不可欠な存在

までにはいたっておらず、紋章の大きな特徴である

継承もはっきりと定まっていなかったと考えられる。

3. 紋章の普及

　紋章は十四世紀初頭までに騎士以外の女性、聖職

者、都市貴族と市民、職人、都市、職業組合、市民

団体と宗教団体に使われるようになった。はじめ教

会は教会の枠外で作られた紋章を使おうとしなかっ

たが、十四世紀からは時代の流れに乗るようになっ

た。この普及に貢献したのが印璽である。十三世紀

では証書のほとんどに印璽がつけられ、印璽のない

証書は疑わしいとまでみなされていた。そしてこの

印璽に紋章を描くことが少しずつ貴族社会に広ま

り、印璽を持つ者はすべて自分の紋章を印璽に描く

ようになった。楯や武具と無縁だった人々にも、印

璽に紋章が使われることで紋章と深く関わる機会が

できたのである。5

　紋章の普及はどんどん進み、やがて紋章を持って

いたはずがない古代の著名人や物語の登場人物たち

にまで紋章が与えられた。6 さらに十四世紀や十五

世紀では貴族の男性たちの間でサーコート（surcoat）

という、ゆったりとした衣服に紋章を飾ることが流

行し、7 クレランス公に仕えていたジョン・ファス

トーフ（Sir	John	Fasrolf,	1378 頃 -1459）の 1448

年の財産目録には、紋章を縫い取った絹のサーコー

トという記録が残されている。8 また、女性は服の

全面に紋章を飾り、ガウンに父親の紋章、マントに

夫の紋章を飾ることがあった。9 紋章に個人を識別

する機能が明確にうまれただけではなく、装飾とし

ても貴族の身の回りで使われようになった。紋章が

刻まれた箱や建物も残されている。戦場以外でも使

われるようになった紋章は、本来のシンプルな図案

から、だんだん華美で複雑な図案が増えていった。

4. 戦場における紋章の機能

　元々戦場に起源を持つ紋章は、中世の戦場で多用

された。騎士は紋章の描かれた衣服をまとい、紋章

の描かれた楯を持ち、馬には自分の紋章が描かれた

布や鎖鎧をよくかぶせた。10 十五世紀になるとサー

コートの流行が廃れはじめ、強度の強い甲冑の発達

により楯があまり使われなくなるが、かわりに紋章

の描かれた戦旗が重要視されるようになった。これ

は指揮官とともに行動する騎士が指揮官の位置を確

認するための目印であり、旗持ちは指揮官から 10

フィート以上離れないように行動した。11 また、戦

場における戦死者の確認にも紋章が使われた。戦場

でヘルメットをつけたまま死んだ騎士が誰なのか識

別するのにも紋章は都合がよかったのである。こ

の確認を行うのは紋章官の仕事だった。12 そして紋

章は本物の戦場だけでなく、騎士の訓練の一環であ

る騎馬試合でも大いに使用された。騎馬試合は戦争

に備えて十二世紀から行われた訓練だが、この試合

は騎士以外に貴婦人など観衆も観戦することができ

た。しかしヘルメットをかぶった騎士の顔を観衆は

見分けることができない。そのため試合が開催され

る三日前から出場する騎士の武具と紋章があらかじ

め展示され、観衆はそれを事前に確認することがで

きた。さらに試合直前には観衆へ紋章官である審判

が出場する騎士の紋章を武勇伝とともに説明した。

そして試合中、貴婦人から声援を受けると、騎士は

紋章の描かれた旗をあげてそれに応えた。13 このよ

うに紋章は戦いにおける目印としての機能を発揮し

ていたのである。

　しかし、戦いにおける目印としての機能は、紋章

図 1  サーコート（山名邦和『概
説イギリス服飾史』関西衣生
活研究会、1984 年、36 頁）
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から次第に失われていくことになる。まず観衆に紋

章の認知度を高めた騎馬試合は、やがて大金を費や

す見世物と化してしまい、その費用から十五世紀に

はイングランドで行われなくなってしまった。また、

十六世紀初頭までに貫通力のある石弓が開発され、

この石弓に対して騎士の甲冑と馬は脆弱だった。さ

らに火縄銃が開発されると騎士の甲冑ではとうてい

防げなくなり、十六世紀頃から騎士はヨーロッパの

戦場から消えてしまった。14もはや戦旗を目印に戦場

を馬で駆け抜ける騎士は存在しなくなったのである。

5. 紋章官と紋章院

　こうしてヨーロッパ社会における紋章の数は膨大

なものとなり、しだいに紋章に関する専門知識を持

つ、紋章官という役職がイングランドに登場した。

紋章官は軍使から派生した職業で、紋章の調査や管

理だけでなく、敵国との交渉といった仕事も担って

いた。十二世紀あるいは十三世紀までには有力領主

それぞれにお抱えの紋章官がおり、15 中世の紋章官

は音楽師や吟遊詩人に並んで大事な家産官僚だっ

た。16

　紋章官は各人・各地の紋章を調査とともに、紋章

に関する訴えがよせられると紋章裁判の判事も務め

た。紋章裁判の控訴記録は現存しており、有名な控

訴記録として、1385 年から 1390 年の五年間におよ

んだ、リチャード・ル・スクロープ（Sir	Richard	

le	Scrope,	1327-1403）とロバート・グローブナー

（Robert	Grosvenor,	1342-1396）の裁判があげられ

る。これはスクロープがグローブナーを、自分と同

じ図案の紋章、すなわち同一紋章を使用していると

訴えた裁判で、この裁判には数百人もの証人が召喚

された。その中にはカスティリャ王でありランカス

ター公であるジョン・オブ・ゴーント（John	of	Gau

nt,1340-1399）、その息子ヘンリ（Henry Ⅳ ,1367-1413,

位 1399-1413）、詩人ジェフリー・チョーサー（Geoff

rey	Chaucer	,1343 頃 -1400）がいた。同一紋章を巡

る裁判ではどちらの紋章により継承の歴史があるの

かが争われるが、この裁判は難航した。しかし四年

後の 1389 年 5 月 15 日にスクロープの勝訴という

判定が下され、グローブナーは問題となった紋章に

銀色の縁取りをつけたものを使用するよう言い渡さ

れた。だが勝訴したスクロープがこれを不服として、

リチャード二世（Richard Ⅱ ,1367-1400, 位 1377-

1399）に控訴した。この縁取りの図形は本来親戚に

関係にあたる者が紋章に加えるものであったため、

親戚でもなんでもないグローブナーの紋章に加えら

れることに抵抗を示したのである。結果リチャード

二世は 1390 年 5 月 27 日にグローブナーが「青地に

金色の麦束」の紋章を使用するよう勅令を下した。17

　この裁判が有名になったのはかかった年月の長

さよりも、証人のチョーサーの存在が理由である。

チョーサーは長い間生まれた年が不明であったが、

この控訴記録に四十歳くらいと記されていたことか

ら、1343 年頃がチョーサーの生まれた年だと推測

されるようになった。

　このようにさまざまな仕事をこなす紋章官の国

家機関として、1484 年にリチャード三世（Richard

Ⅲ ,1452-1485, 位 1483-1485）がテムズ河上流地域

のコールドハーバーに紋章院を創設した。構成は上

から紋章院総裁一名、上級紋章官三名、中級紋章官

六名、下級紋章官三名の計十三人である。初代紋章

院総裁にはノーフォーク公ジョン・ハワード（John	

Howards,1430 頃 -1485）が就任し、さらに紋章院総

裁はノーフォーク公爵の世襲職位になった。ところ

が翌年のばら戦争でリチャード三世とジョンがヘン

リ七世（Henry Ⅶ ,1457-1509, 位 1485-1509）に敗死

し、ハワード家はノーフォーク公爵位をはく奪され

てしまった。18 しかもヘンリ七世は紋章官からコー

ルドハーバーを奪い、自分の母親に与えてしまった。
19 これにより紋章院の構成の変革が続き、創設当初

の紋章院は安定せず、王権による紋章統括が実現さ

れたのは絶対主義の基盤を築いたヘンリ七世の新王

政以後だった。20 しかし強い権限を持った紋章官は、

無許可の紋章使用者を発見するとその使用者の館に

図 2  紋章官（森、前掲論文、
1997 年、45 頁）
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刻まれた紋章の撤去命令を下すだけでなく、紋章も

ろとも館を打ち壊すという徹底ぶりをみせた。21

　 そ の 後 1555 年 に な る と メ ア リ 一 世（Mary

Ⅰ ,1516-1558,位1553-1558）の勅令により、当時ダー

ビー・ブレイスと呼ばれた現在の紋章院の所在地に

新設されたが、1666 年のロンドン大火で建物が焼

失してしまった。しかし紋章に関する記録は建物か

ら持ち出されていたため燃えずにすみ、1671 年か

ら 1678 年の間に再び同じ場所に再建された。22 こ

の頃になると平民も貿易で富を築くようになり、貴

族の一部が金を得るために裕福な平民と結婚するよ

うになった。そうして貴族社会の仲間入りを果たし

た平民にとって、紋章は非常に重視された。自分の

家系が由緒ある家系であれば鬼に金棒だったからで

ある。そこで自分の家系を確かめるべく、彼らは紋

章院を訪れた。このことに関して、『ロビンソン・

クルーソー』の作者デフォー（Defoe	Daniel,	1660-

1731）がコメントを書き残している。

　今日見受けられることは、富裕になったイギリ

スの商人が自分たちの先祖を探すべく紋章院にお

しかける姿である。彼らは紋章を探し出せれば、

これを馬車に描いたり、さらに彫ったり、家具調

度にぬいつけたり、新築の家屋の破風にきざみこ

もうとしているのだ。（以下略）23

　このコメントから、商人は紋章に家系の証明と系

譜図としての機能を期待していることがうかがえ

る。このように紋章官も紋章院も仕事内容は非常に

幅広かった。しかしそのどれもがしっかり紋章とそ

の機能に関係していることをふまえると、紋章はさ

まざまな側面を持ち、応用のきく柔軟なものだった

と考えられる。

6. 国王紋章からみる紋章の機能

　紋章は国王も使った。国王としてイングランド

最古の紋章使用者は、ウィリアム・ロンゲペーの

義兄、プランタジネット朝の獅子心王リチャード

一 世（Richard Ⅰ ,1157-1199, 位 1189-1199） で あ

る。リチャード一世は第三回十字軍遠征から帰国後

の 1194 年頃に玉璽
じ

24 を三頭のライオンが刻まれた

ものに改訂し、その図案が紋章として次のジョン王

（John,1167-1216, 位 1199-1126）からエドワード三

世（Edward Ⅲ ,1312-1377, 位 1327-1377）までの五

人の王に代々継承された。25 しかしエドワード三世

は 1337 年からフランスとの百年戦争に突入すると、

1340 年頃にイングランド王の紋章を、左上と右下

にフランス王の紋章が加えられたものに改訂した。

紋章の改訂という行為自体は珍しくなく、支配領土

が増えた際にその領土の紋章を加えることがある。

しかし 1340 年頃はまだ百年戦争の決着がついてい

ない時期であり、この改訂はエドワード三世が自分

にフランスの支配権があるのだから加えて当然だと

いう主張のために行われたと考えられる。さらにフ

ランス王の百合は百年戦争敗北後も十九世紀まで使

用され続けた。しかもフランス王が紋章を改訂した

らイングランド王もそれに合わせて改訂するという

徹底ぶりである。26 これも一種の紋章の使い方であ

り、視覚的にうったえるという紋章の特徴をうまく

利用した地位と権力の主張と考えられる。

　十四世紀後半からのランカスター王家時代では、

ヘンリ四世の最初の妻の紋章に描かれていた白鳥を

シンボルとしてランカスター王家支持者が持つこと

で、自分たちが王家を支持していることを表現し

た。27 これはイングランド以外でも多くの地域でみ

られることで、例えばライオンの描かれた紋章の持

ち主を支持していた場合、自分の紋章にライオンを

掲げることが中世ではよくあった。このような紋章

の使い方は支持する意思を視覚的に主張するだけで

なく、同じシンボルを持つことで一種の集団意識を

感じることができたと考えられる。

　さらにエドワード三世から二世紀後の十六世紀

になると、ヘンリ八世（Henry Ⅷ ,1491-1547, 位

図3  左：リチャード一世時代の国王紋章（森、前掲書、1992年、43頁）
図4  右：エドワード三世時代の国王紋章（森、前掲書、1992年、43頁）
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1509-1547）によりイングランドはローマ・カトリッ

ク教会から分離してイングランド国王が教会の長と

なるイングランド国教会の時代をむかえた。そして

ヘンリ八世の息子エドワード六世（Edward Ⅵ ,1537-

1553,1547-1553）時代に国王紋章が聖堂の壁や祭壇

に飾られるようになり、聖堂によっては観音開きの

小さな扉の奥に国王紋章が飾られていることもあっ

た。そのかわり元々飾られていた聖母子像や幾何学

模様のステンドグラスはローマ・カトリック的迷信

とされ、聖堂から撤去された。この動きは聖堂を訪

れる人々に視覚的にイングランド国王こそが現世に

おけるイングランド教会の長であると印象づけるた

めだと考えられている。28 聖書が読めない民衆でも

聖堂のステンドグラスや彫刻を見て聖書の話を学ん

でいた 29 ことをふまえると、視覚的に国王という

存在を主張できる紋章は人々への印象づけにうって

つけだったのではないだろうか。祭壇や観音開きの

奥に飾られた国王紋章はまるで礼拝の対象のようで

あり、紋章が国王の分身をつとめている。

　エドワード六世の次のメアリ一世はカトリック

だったため、国王紋章は祭壇から撤去されたが、

イングランド国教会のエリザベス一世（Elizabeth

Ⅰ ,1533-1603, 位 1558-1603）の時代になると、教会

と国王の一体化が進められて国王紋章は再び教会内

の主要な位置へ戻された。十七世紀の共和政期には

国王紋章はまた撤去されたが、王政復古が起きると

国王紋章も復活した。この頃では国王紋章を飾るこ

ととは現王朝への忠誠のシンボルだったのである。30

　十七世紀になる頃には国王紋章はたびたび行わ

れてきた改訂により、最初のリチャード一世の紋

章と比べてずいぶん姿が変わっていた。しかし子

供のいないエリザベス一世が他界すると、スコット

ランドのジェームズ六世をジェームズ一世（James

Ⅰ ,1566-1625, 位 1603-1625）としてイングランド

王に迎えた。これによりイングランドとスコット

ランドは別々の独立国でありながら同じ人物を国王

に戴くという同君連合となった。そしてこれを理由

に紋章の大改訂が行われ、これまでの国王紋章にス

コットランドの立ち姿のライオンと、アイルランド

のハープが加えられた。しかしアイルランドを加え

たのはイングランドの一方的な措置で、アイルラン

ド側が同意したわけではなかった。31

　1688 年に無血革命でウィリアム三世（William

Ⅲ ,1650-1702, 位 1689-1702）が国王になると、紋

章にウィリアム三世の出身であるナッソー家の紋章

が中央に加えられた。しかしスコットランドがウィ

リアム三世を王として認めなかったので、一時期ス

コットランドの立ち姿の獅子が外された。その後ド

イツ出身のハノーヴァー王家時代になると、国王紋

章にはハノーヴァー公家のシンボルである白い馬が

加えられた。しかし十九世紀にヴィクトリア女王

（Victoria,1819-1901, 位 1837-1901）が即位した際、

白い馬は国王紋章から外された。これにはハノー

ヴァー王国がサリカ法典の影響下であったことが関

係し、サリカ法典の第五十九章において、土地につ

いてはいかなる相続財産も女子に帰属してはなら

ず、男性か兄弟にあたるものが相続するよう記され

ているからである。32 そのため女子であったヴィク

トリア女王にはハノーヴァー王家の継承権がなく、

ハノーヴァー王家の継承権はヴィクトリア女王の叔

父に譲られ、国王紋章からハノーヴァーの白い馬が

外されることになった。これが最後の改訂であり、

この紋章が現在まで継承されている。33

　ジェームズ一世からヴィクトリア女王までにおけ

る国王紋章の改訂は、それぞれの王が持つ権力を紋

図5  ジェームズ一世時代の国王紋章（森、前掲書、1992年、43頁）

図6　左：ウィリアム三世時代の国王紋章
（森、前掲書、1992年、43頁）

図7　中央：ハノーヴァー王家時代の国王紋章
（森、前掲書、1992年、43頁）

図8 　右：ヴィクトリア女王時代から現在までの国王紋章
（森、前掲書、1992年、43頁）
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イングランドにおける紋章の機能

章にも反映させるためだった。紋章は地位と権力を

映す鏡であり、それらを象徴する機能があると考え

られる。また、紋章の図案を読み解くことで持ち主

の地位や立場がわかる。しかし年月が経つにつれて

しだいに図案が複雑化することは、紋章を読み解く

ことを難しくしてしまった。

7. まとめ

　十二世紀にフランスからもたらされた紋章は、

十五世紀頃まで楯以外のさまざまな武具に描かれ、

戦場における目印という機能をおおいに発揮させ

た。しかし武器の発展と騎士の消滅により、十六世

紀を境に紋章は本来の機能を失うこととなった。だ

がその一方で紋章は印璽によって幅広い人々に普及

し、個人の証明や装飾といった新たな機能が見出さ

れた。また、代々継承するという特徴から系譜図と

しての機能もあり、さらに国王紋章を例とする、地

位や権力、意思を主張する機能のおかげで、戦場か

ら紋章が消えても紋章は生き残ることができた。そ

れら紋章の機能は同時に紋章の複雑化を招き、紋章

が衰退する原因となってしまったが、それら機能の

おかげで紋章は今もイングランドの街並みや天井に

残されているのである。
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