References
Asakawa，K．1992．

GlobalIssuesinEnglishClassroom．

18世紀前半ロンドン民衆の結婚式

TOKAIRElⅧW17．

−フリート監獄の秘密婚−

Callister，E，etal，1988．Me，Youand Others，BooksWaterloo．
Development EducationCentre．1991．771eme Work．
DevelopmentEducationProject．1986．7tachingDeveloPmentlssues．
Fisher，S．and Hicks，D．1985．1ヰ匂rld Studies8−］3．01iver＆Boyd．
Freire，P・1972・Ebdagogy d the Qppressed．Penguin，
Language Teacher，The．Vol．XIV．No．6．June1990．
ManchesterDevelopmentEducation Project．1988．As♪ect〆Ajyica．
Roger，C．1988．Freedom to Learnjbr the80s．CharlesE．Merrill．

栗 田 和 典
は じ め に

EERSPEC7Tl堰S．SAVETHECHILDREN．
Steiner，M．and Hicks，D．1989，GlobalConnections．01iver＆Boyd．

1727年トリニティ開廷期（5月22日−6月12日）、民訴法廷の首席判事エ

7（SirRobertEyre，1666−1735；在職1725−35）他3名の判事は、その監
督下にあるロニ／ドンのフリート債務者監獄にかんする一連の監歓規則を定め
た。それほ、フリートの債務者囚人たちが典獄（warden）をほじめとする監
獄役人に支払うべき手数料の詳細であった。だが、そのうちの1条ほ手数料
にふれつつも、やや主旨を異にしている。

一、聖職者には当監獄内にて礼拝を司式、遂行する義務が存する。当面、
監獄の塀内、塀外、特別区域内にいる各囚人より週4ペンスが、典掛こ
聖職者を雇用させるために支払われるべし。
一、そうした牧師、もしくはフリート監獄の塀内もしくは特別区域にいる
その他の聖職者が許可証なきいかなる老も婚姻させることほ、越権行為
であり、なすべからず。

一、典獄とその配下の老は、細心の意を用いて、そのような婚姻すべてを
防止するよう努めるべし（1）。
一見してわかるように、第一項は、監獄にあった礼拝堂で勤行する牧師へ
の俸給を債務者囚人に求めるもので、この規則制定全体の主旨にそう。しか

し、第二、第三項ほ手数料とはまったく関係のない、ある種の婚姻の禁止規
定である。わたしは、18世紀初頭ロンドンの監獄をめぐる諸事象を調べてゆ
くうちに、この条文をみつけた。売春婦が当時の監獄に出入りしていたこと
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などほ他の史料、文献からわかっていたので、当初ほこの条文を監款内の、
あるいは囚人同士の性的不道徳を戒めたものと理解した（2）。
だがしばらくして、ここで禁止されていたのが、当時「フリート結婚式
（FleetWeddings）」の名で知られ、監獄近辺で行なわれていた婚姻であると
知った。禁止された結婚の当事者の範囲ほ囚人にかぎられず、もっと広い。
「自分の結婚のためにフリート監獄に集まることは、ロンドン労働階級の社
会的慣習となっていた」（3）からである。小論でほ、このフリート結婚式をとお

とも推察される。
秘密婚はどこで行なわれたのか。たとえば、スウィフト（JonathanSwift，
1667−1745）『サーヴアントへの訓令』（1754年）ほこう伝える。「宮仕えの夫
を亡くした上流のご夫人」が、従僕に「心を惹かれ、それとなく意中をほの

めかすことが度重なった。ある日、この従僕トムを御供に馬車で外出中、駁
老がわざと道を間違えて、とある特権を認められた鰻丼堂の前に馬車を止め、
そこで二人は結婚して、トムほ夫人と並んで馬車に乗ってお邸へ戻った」（6）。

して当時の労働民衆にとっての結婚式の意味を探ってみようと思う。なお行

「とある特権」とほ、教会裁治権者（ordinary）の査察から免れていることを

論中でもあきらかになるように、以下ほフリート債務者監獄そのものについ

いう。こうした教会、礼拝堂（ 1awiesschurches ）で秘密婚ほ行なわれた。

ては多少とも勉強してほいるが、家族史について素養の乏しい者の行なう暫

また婚姻の約束は居酒屋、納屋、私宅、公道、牧草地でも結ばれえた。ロン

定的な考察である。でほまずフリート結婚式の法的位置からはじめる。

ドンでもフリート監獄が秘密婿の唯一の場というわけではなかった（7）。
こうした事情は17世紀末から変化する。1695年以降議会ほ、婚姻許可証や
婚姻証明書に課した印紙税の歳入が秘密婚の挙式によって失われることを防

1．秘密婚とフリート監獄

くやために、いくつかの法律を定めた。たとえば秘密婚を司式した聖職者ほ3

フリート結婚式とほ、「／、−ドゥィク卿婚姻法（26GeorgeII，Cap．33）」
制定以前まで維持された、秘密婚（clandestinemarriage）の一形態である（4）。
「秘密」とは、1604年の教会法で唯一正当なる婚姻形式と定められた婚姻の
手続きのうち、おもに婚姻の公開性にかかわる部分を欠く婚姻をいう。具体

的には、式に先立つ「婚姻予告（bannsofmatrimony）」の告知、もしくは

年間の聖職停止処分や100ポンドの罰金を科された（6＆7WilliamIII，Cap．

6；7＆8WilliamIII，Cap．35；9＆10WilliamIII，Cap．35）。それらほザ
ル法そのものだったけれど、結果的にロンドンの秘密婚専門の教会がいくつ
か閉鎖された。
フリートでも、1712年法（10Anne，Cap．19）によって典獄が款舎内での

それを免除されるべく、権限のある主教代理（surrogate）から発行された「婚

挙式防止の責を負った（罰金100ポンド）。しかし、監獄の特別区内での挙式

姻許可証（1icenceofmarriage）」の獲得のいずれもがないこと、新郎新婦ど

に同法は適用されなかった。またフリートで司式した聖職者の多くほすでに

ちらかの居住する教区教会以外の場所で挙式されること、などである（5）。

債務投款されていたり、聖職禄を剥脱されていたりしたので、あらたに100ポ

教会法の規定に違犯しながらも、教会法廷は（コモン・ロー法廷も）秘密

ンドの罰金や聖職停止を科すことができなかった（8）。フリートははぼ完全に、

婚に法的に充分な拘束力を認めた。法律上、婚姻は何よりもまず当事者同士

当局の禁止的処置から免れていた。その結果、1720、30年代にほフリート監

の自由な合意であった。秘密婚ほ、現在形のことばで交わされた婚姻の約束、

獄の特別区域に数多くの結婚式屋が展開し、推定で週に50−60組、年間2，

またほ未来形のことばで交わされ肉体的関係をともなう婚姻の約束のどちら

600−3，100組もの挙式が行なわれた（最盛期の1740年にほ約6，600組）。ち

かをともなった。こうした約束ほ本来的に民衆の婚姻慣習に存在していたの

なみに、当時のイングランドの教会記録に残された結婚件数は、約43，

であろう。聖俗両法廷の秘密婚解釈はそれらを法体系の中に組みいれた結果

000−58，000件である（9）。
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フリート監獄とその周囲とはどのような場所であったか。フリート監獄ほ
シティの西部、フリート川の左岸に位置した。この川は17世紀中葉から徐々

2．フリート結婚式

に暗渠となる。そしてその川端にフリート市場が展開していた。市場の南端

図1「若い快活な船乗りとその大家の娘とのあいだで」（銅版画、1747年）

に交差するのはシティの目抜きたるフリート街、そこを西にむかうとテンプ

は（12）、新郎新婦の式場到着を描いた絵である。場面はフリート市場前、それ

ル地区、すなわち法学院を中心とする法学者の居住地区があった。ここは、

ほ中景左手の市場会所に刻まれた「ストクス市場から（FROM STOCKS−

直近にあってシティヘの関門をなすテンプル・バー（しばしば重罪人の首や

MARKET）」という銘が示す。（フリート市場ほ1733年、ストクス市場の撤

四肢が門の上に串刺しで晒された）とともに法と権力の象徴である。と同時

去にともない開設された。）帽子に花形記章をつけた新郎が二人、一人は中央

に、そこを目印に多くの政治的騒擾も発生してきた。ホウガース（William

で花嫁と一緒に近寄ってきた僧侶服の男二人と式の算段を交渉中、もう一人

Hogarth，1696r1763）の「テンプル・バーにて共和主義議会残党を焼く」（1726）

ほ少々太め（妊娠中か？）の花嫁を馬車から抱きおろしている最中である。

の場面や、1780年のゴードン騒擾でのフリート監獄放火などが想起されよ

下端の韻文によれば、二組の新郎新婦ほ色々と迷ったあげくに、「手中のペソ

う。「アルセイシ7（AIsatia）」と呼ばれる一帯も近い。それは王国とシティ、

（thePeninHand）」亭にむかい、手練の女主人に導かれて挙式した（13）。こ

両方の司法管轄から免れた犯罪者の聖域であった。一方、市場の北には多く

の絵で新郎新婦以外の人びとの視線ほ−前景やや左手で食物を盗もうとし

の刑事犯が留置されたニューゲイト監獄、すく小南にほ貧民を収容したプライ

ている男をのぞいて一新郎新婦と僧侶服の男との交渉に集まっている。他

ドウェル懲治場、かたや東には信仰の中心というべきセント・ポール大聖堂

人の肩の上にのって一日花嫁をみようとしている男、ふりかえって眺めるス

があった（10）。フリートとその周囲にほ、権力と叛乱、信心と怠惰と犯罪が交

テッキをもった小男、二人の妊婦らしき女の笑顔、馬車の駁老のいかしたポー

錯していた。当局にとっで医しげな雰囲気が漂っていたのだ。

ズ。この結婚式を一同がわくわくしながら見守る。式について当事者にも見

そうした権力の眼からすると、たびたび新聞が、「フリート結婚式の悲しい
結果をしばしばひろく伝えた」のは至極当然だろう。「悲しい結果」とほ、「婚

物人にも、いささかの庇最もない。
図2「船乗りのフリート結婚式宴会」（銅版画、1747年）では（14）、喧騒の中

姻とそこから生まれた子どもの摘出性の証明がひどく困難にされた」こと、

で挙式後の宴会が進行中である。一同はテーブルにつき、テーブルの上のパ

挙式が「一団の泥酔して毒づく牧師とその鬼のような手下」によってなされ

ンチ酒（bowiofpunch）をあおる。真申の新郎新婦のうち、新郎は自分の新

たり、「生まれもよく財産もある乙女が」「彼女の友達と、それを助けた首の

婦にご満悦。しかしどうであろう、新婦のほうは「生娘の義務から解放され

まがった牧師によって」「無信心なゴロツキ」と結婚させられたことなどであ

て、どうやって夫をだましてやろうかと考えて微笑んでいる」。その証拠に新

る（11）。しかし、これらの非難は結婚式の当事者、挙式した牧師、結婚式屋業

郎の頭上には、後ろに立つ男が人差し指と小指をたてて、寝とられ男の証を

者の発したものでほない。この点には留意しながら、つぎに、絵画や19世紀

つくっている。（寝とられ男や柔弱な夫にほ角が生える。）こともあろうに、

の人バーンの調査、ブラウソの最近の研究からフリート結婚式を再現してみ

新婦のお相手は司式をした左隣りにすわる僧侶らしい。その僧侶の背後でほ、

よう。

アツアツの新婚カップルにあてつけられたか、一人の黒人が老娼婦にむさぷ
りつく。なんと彼女ほ彼の性的興奮に、ダーノミンに火をつけてこたえている。
右手前でヴァイオリンにあわせて踊る男「トム」には、テーブル右端の女が
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図1．若い快活な船乗りとその大家の娘とのあいだで

図2．船乗りのフリート結婚式宴会

表1．新郎の職業分類

熱い視線を送っているが、その女にほ左端で歯をむきだしにしてニヤケてい
る法律実務家が、「淫らな視線」を向けている。右手奥では、かたく抱きあっ

史料こBurn，T力eダ／ee＝eg／∫Je√∫（London．1833），41−80・

た「キットとケイトが接吻して、彼女を自分の妻にするだろうと誓う」。これ
はすなわち、未来形のことばで交わされ同棲もしくほ肉体関係をともなう婚

職

業 数

姻約束である（15）。一方、カップルの手前では、「犬と猫とが夫婦喧嘩を真似て

ジェントルマン ごl） 309

いる」。猫がロを開いてすごみ、犬が少したじろいで見えるのほ、かかあ天下

海外貿易商b）

の象徴か。これまた男（犬）の側に角が生えそうだ。そしてこの宴会全体を、

農業経営者C）

壁の右端に掲げられた絵が眺めている。それは、牛の角をつけた竿の横木に

専門職 d） 13

女の下着がひるがえっていることからもわかるとおり、寝とられ男、柔弱な

手工業者 ピ） 40

夫をみんなで嘲笑し、そうあってはならないと確認する儀式、スキミントソ

国内商人 r）

4

の絵である（16）。全体としてきわめて猥雑な印象をあたえる絵ではある。しか

労働者 g）

7

しながら、浮気、男と女の品定め、新婚夫婦に刺激された結婚の誓い、夫婦

その他・不明 h） 59

喧嘩、かかあ天下とならべると、素直な男女関係のレパートリが浮かびあがっ
てくる。
図2図3の登場人物の何人かに注目してみよう。J・S・バ∴一ンの著した
『フリート婚姻登録簿』（1833）にほ、牧師たちの残した備忘録が抜粋されて
いる。抜粋された婚姻件数ほ434件、そこに記された新郎の職業分類が表1
である（17）。一見して目立つのは、総数434件中の309件（71．2％）をしめる
「ジェントルマン」である。バーンは著書の中でできるだけ事実にそくして
論じようとした。しかし、この数値は、貴顕の人ですら、卑俗な行為にほし
る者がこれほど多い、といいたげである。くわえてあまりに収録された数が
少ない。ブラウソの研究で補正する必要がある。
現存する備忘録のほとんどに立ちいって新郎の職業を検討したブラウソに
よれば（表2）、この結婚式の利用者はおもに都市の商工業老や熟練職人層で
ある。彼らほ社会の「堅気な（respectable）」中間層をしめた。また特徴的に

は、1700年（695件）の16．3％（113件）、1740年（4865件）の25．4％（371

総

計 434

（a）Gentleman（258）；Baronet（Z）；Colonel（1）；Esquire（44）；Honourable
（1）；Knight＆Baronet（1）：Marquess（1）；Member ot Par＝ament（1）．
（b）Merchant（1）．
（C）Farmer（1）．
ki）ApothecaTy（2）；Attorney（2）：Bachelor oF Law（1）；Barrister（1）
C】ergyman（2）；CleTk（l）；Doctor（2）こM．A．oF Oxford（1）；MedicaI
Doctor（1）．

（e）Barber（1）；BookbindeT（1）；CarpenteT（4）；Chocolate Maker（1）
Clogmaker（1）；CoppeTSm＝h（1）；Cordwainer（3）；Disti＝er（l）；Fel卜
maker（2）：Flame−Maker（2）；Gardiner（3）；Hatter（1）；Hosier（1）
Painter（1）；Sawyer（1）；Shipwright（1）ShoemakeT（1）；Surgeon（5）
Taylor（3）：TurneT（1）；Watchnaker（1）；Weaver（3）；Wine Cooper（1），
（f）Butcher（3）；Haberdasher（1），
（g）Husbandman（2）：Labourer（2）：Mariner（1）；Servant（1）Soldier（1）・
仙Burgess（1）：Captain（4）；CarteT（1）；Chemist（1）；Coachman（1）

件）を船員がしめている。船員ほこの婚姻形式の、、お得意様′′であった。職

Counse］1er（1）；Countryman（1）；DTummer Of thelst Regiment（l）

業上、移動が激しく賃銀も不定期な彼らは、最低3週間はかかる「婚姻予告」

Fisherman（1）；HoTSe Guard（1）；不明（46）．
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表2．新郎の職業分類

史料：urOWn− The Risc nnd fa）lof the FleeL Marriages．126，Table ＝．

表3．初婚と再婚

※（）内は職業の記載された総件数にたいする百分率

1700 1710 1720 1740

史料：Burn．T力e‖ee＝egJJferざ− 4l−80・
※（）内の数字は対総数比（％） 総数＝434

7 39 39 61

専門職
professlonal
ジェントルマン

♀ 初 婚 ♀ 再 婚 ♀ 不 明
−−

♂ 初 婚 203（46．8） 53（12．2）

Gentleman

手工業者
craftsman

♂ 再 婚 37（8．5）

国内商人など
♂ 不 明

tradesnlan．etC．．

サーヴアント
SerVant

を待つ時間も、8−10シルの「婚姻許可証」をえる金銭的余裕もなかった（18）。

御者，船頭coach−
man ＆waterman ：（3・6）

行ったその日に挙式のできるフリート結婚式の迅速性は大きな魅力であっ

漁夫

う記載がある。これは挙式料の値引き、または後払いの約束を意味した。

た。手数料の点でも、しばしば備忘録には、「婿姻半ば（half−married）」とい

fisherman

バーンの著作のみが語るデータが表3である（19）。新郎新婦ともに初婚で

農業労働者など

あったのは、46．8％で最大多数をなす。図1で推測したように、中には新婦

husbandman，＆c．

のはうの妊娠が明白となり、生まれてくる子どもを非嫡出子としないために、

恩給生活者
pensjoner

あせって結婚した初婚カップルもあったことであろう。付言すれば、一般に

兵卒

近世のイングランド社会は、婚前交渉については比較的寛容でほあった。だ

soIdier

が、婚姻前に子どもが生まれてしまうと、たとえあとから婚姻したとしても、

船員

コモン・ロ・一法廷は子どもに財産の継承権を認めなかった。ましてそれが貧

Sailor

しい両親の子であったばあい、教区の貧民対策税の負担を増すこととなり、
レイバラ
1abourer

貧民監督官（overseerofthepoor）から懲罰をうけ、また教会において公開
の懐悔を行なわなければならなかった（20）。

移動商人
itinerants

牧師について、以下の者と活躍年代が有名である。ゲイナム（John

Gaynam，C．1709−40）、7シュウェル（EdwardAshwell，1734−43）、ワイア

その他
Olhers

職業記載数

ト） （0．4） （0．3） （0．3）

695 2688 2777 65童1013
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ト（Walter Wyatt，1713−50）、サイモソ（Peter Symon，1731−54）、デー7
（William Dare，1732−46）、フラド（John Floud，1709−29）、ウイグモー
ー63−

（DanielWigmore，1723−54）、モトラム（JohnMottram，1709−25）、エル

た（25）。図2の場面は、おそらくフリート特別区内にあったそうした居酒屋の

ボロウ（RobertElborrow，1698−1702）、カスバト（RobertCuthbert，1723

一つであろう。また、1712年以前は獄舎の中でも挙式が行なわれていた（26）。

→30）、アリ（Jerome Alley，1681r1707）、スターキ（James Starkey，1718

こうした宴会にほ、新郎新婦のごく親しい老があつめられた。小規模とはい

−30）、クローフォド（Thomas Crawford，1723r48）、ラーソドゥ（James

え、これほ社会的に二人の結合を承認する意味をもつ。

Lando，1737−43）（21）。彼らは、「人格の悪さでは無類の老」であった（ゲイナ

バーンは計38名の結婚式屋業者を記している。屋号は「手とペソ（Hand

ム）、「数年間債務者囚人であった」（フラド、アリ）、「アルコール依存症であっ

and Pen）」、「雄牛と靴下どめ（Bulland Garter）」、「ノアの方舟（Noah s

た」（ウィグモー）など、悪評にほことかかない。さらに、バーンはこれらの

こうぺ Ark）」、「王の首（King sHead）」、「輪と一房の葡萄（HoopandBunchof

悪名高い牧師の名をあげたあとにつけくわえている。「フリートで挙式を行

Grapes）」、「白鳥（Swan）」、「羊肉（Lamb）」、「王の腕（King sArm）」、

なったすべてのフリート牧師の名をつかむのは不可能である。というのほ、

「闘鶏（FightingCock）」など。とりわけて目立つわけではないが、38名の

……彼らはときどき乞食であったと思われるからである」（22）。ここにはバー

うち「手とペソ」亭の主人が5人いる。この居酒屋は図3の婚姻証明書の発

ンの、フリート結婚式の卑俗さをしめそうとする意図、いわばモラリストの

行元である。そこにほ、イングランド王家紋章（royalarms）が印刷され、

まなざしがはっきりとあらわれている。しかし、牧師の情呪についての最後
の一言は、事実をとらえていたようだ。

「セント・ジェイムズ教区のエドワード・スカーミ、駁老、独身と、同住所
のセイラ・シムキンズ」が、「1727年2月23日に」「イングランド国教会の典

「先の金曜日、牧師の風体をした男がロンドン市庁舎でサ・ジョウゼフ・
ノ、ソキの前に物乞いをしたためにひきたてられた。……彼はまたフリート監
獄で幾多の着たちを婚姻させる仕事を行なってもいた。そのためにプライド
ウェル懲治場での強制労働をともなう拘禁に処された」（23）。前節でも示唆し

礼にのっとって」「ロンドンのフリートで婚姻した」ことが証明されている。
そしてそれが〔判読困難だが〕ジョン・フラドとマサイアス・ウィルスソ

（MatthiasWilson）の保管する登録簿に記されたことも明記されている（27）。
婚姻証明書の他にも、結婚式屋業者はそこで行なわれる婚姻にいくつかの

たように、当時、債務者となる聖職者は少なくなかった。「貧困線ぎりぎりで

細工をほどこした。自分が「大法官からフリートでの婚姻の登録官に任命さ

生活している聖職者ほ多くいた」。秘密婚を挙式して一度でも聖職停止処分に

れた」と主張した者、市の紋章をつけた「市長婚姻証明書」を発行した老、

なった老は、その生活のために再び秘密婚の挙式に手をださざるをえなかっ

居酒屋の1室を礼拝堂のように改造して挙式専用の部屋とした老などがい

た。「あまりに多くの聖職者がいて、彼らにたいしてあまりに少ない聖職禄し

る。また、登録簿はたとえ挙式が真夜中の12時であったとしても、教会法延

かない」情況にあった（24）。ある者はみずから結婚式屋を経営し、またある者

の要求どおり、午前8−12時に行なわれたものと記載された（28）。牧師の介添

は特定の結婚式屋専属の牧師として雇われた。彼らに秘密婚という生活の糧

えと業者の細工、これらはすべてフリート結婚式に正統性をあたえるための

をあたえたのは、コモソ・ロー法廷が「僧侶のいるところに教会あり」とし、

工夫であった。

牧師の面前でなされた式ならば、教会挙式婚であると判断したことである。

結婚式業を営む者の多くは、フリートとその周辺での旅籠、居酒屋、ビー
ル店、エイル店、そしてジン・ショップが本業であった。彼らは式そのもの
ではなく、それにひきつづいて行なわれる結婚式宴会の飲食が目当てであっ
一64一

おわ り に
新郎新婦にとってのフリート結婚式の魅力ほ、船員などの好んだ式の迅速
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さ、式料や式次第を当事者の都合にあわせることのできる融通性、婚姻登録
簿や婚姻証明書による最低限の正統性の保証であった。ただ単に、安くて早
くて楽なだけで、フリート結婚式が選ばれたのでほない。式料は交渉次第と

はいえ、さほど安くほなかったし、まして婚姻証明書発行料、婚姻登録料、
書記手数料もかかった。フリート結婚式の最大の魅力は婚姻の正統性を保証
したことにあったと思われる。だからこそ、堅気な社会層の老もフリートに
あつまり、人生において最初の（そして最後かもしれない）自分の意志が反
映される通過儀礼を行なったのではないだろうか。では、彼らが正統性をも
とめ、（偽者だったかもしれないが）牧師が介添えし、経営戦略とはいえ、結
婚式屋業者がその意向にそうように部屋を整えたりしたのは、なぜだろうか。
それはそ
そらく異なる意味で）、民衆のあいだで重要視されていたからでほないだろう

隻芸；凝議妄鼠≡

か。喧騒の中でも二人の結びつきは、居酒屋に集まったごく親しい人びとに

「

しっかりと記憶され、牧師の備忘録に書きこまれなければならなかった、と

〆シ・乏芸丁ニュ宅稽

わたしは思う。そうすることで、生まれてくるはずの子どもにたいする親と

耶Ie MAR・RIED村沌e飽タメ

してのつとめもほたせた。
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たしかに、フリート結婚式はスウィフトが記したような一攫千金の玉の輿

（
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や、牧師の乱行、結婚詐欺、若い子どもの駈け落ちなどの悪評を呼んだ。し
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かし大多数の人びとほ、図2でみたように、いささかの痕畷もなく、結婚す
るためにフリートへと足を運んだ。彼らにとってフリート監獄とは、監獄や
刑務所ということばで現代人がイメジするような場ではなかったのではなか

ろうか。紙幅はつきた。この点については、稿をあらためて検討したい。
／フヽ′

．ガン絃ユノん
・′▲ノ′一 路由闇○粥針葉
図3．婚姻証明書
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GrubSiYeetJ，urnal（Augustl，1730），DaibIlbst（April15，1737），などの引用があ
る。

注

（12）BritishLibrary，11633・h．2．［Acollectionofpamphlets，Cuttings，engraVings，and
musicrelatingtotheFleetPrison1706−68］，111．
（13）Burn，OP．cit．，8．

莱 marriageの訳語について。法制的文脈では「婚姻」、他では「結婚」を用いた。
†小論でもちいた図版は、英国図書館（BritishLibrary）からのマイクロフィルム・リ7・リ

ソトによる資料整理番号ほ各注記を参照されたい。
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とは、債務者監獄に独自の制度で、獄舎周辺の法的には「監獄内」とみなされるが、
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（2）実際、JohnHoward，771eSねteqfihePrisons（Warrington，1777）の訳者は、←牢
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h．2，111，116．

（摘 栗原、前掲論文、66−69頁。
（16）スキミントソについて、近藤和彦「シャリヴァリ・文化・ホクガース」『思軌740号
（1986）、157−161頁。
（川 Burn，ゆCれ45−80・聖職者は備忘録に、婚姻の日付、両当事者の氏名と身分、住所

という最低限の情報を記した。それは後日、婚姻の有効性にかんする訴訟がおきたと
き、裁判に提出される証拠となった。
（摘 Brown，Op・Cit・，124−126，TablelII．挙式費用は約7シル6ペンスで、ほぼ婚姻許可証
と同じ（Ibid・，123124）。首都の肉体労働者の日給約4日分に相当する。Jeremy

Boulton・Itchingafterprivate marrylngS？Marriagecustomsin seventeenth−
CenturyLondon，LondonJ）urnals，XVi（1991），16−19，TableIも参照。
（19）注（6）と同一の史料による。

1981），123−24．
（4）同法制定は1753年、施行ほ1754年3月25日以降。またフリート結婚式への最初の言
及は、1613年9月、参事会員ロウ（Alderman Lowe）なる人物からヒクス（Lady
Hickes）という婦人にあてられた手紙にある。John Southerden Burn，771e
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の現象といえる。

（5）秘密婚の法的位置について、栗原真人「秘密婚とイギリス近代（1）」『香川法乳11巻1

（20 KeithWrightson，EnglishSocie＆1580r1680（London，1982），8486．
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（24）LStone，OP．cit．，104，106108；Brown，Op．Cit．，122．
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号（1991）、42−46頁。
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（10）BenWinreb＆ChristopherHibbert（eds・），771eLondonEncyclqpαdia（London，
1983）・art・，AIsatia，FleetStreet；リチャード・B・シュウォーッ／玉井東助・江藤
秀一訳 『18世紀ロンドンの日常生軌（研究社出版、1990）、43−48頁。

CommitteeappointedtoenquireintotheState oftheKing，s Bench，Fleet，and

MarshalseaPrisons．．．，Ebrliamenね7y毎eYS，152（1815），253［App．No．18］．cf．
JoannaInnes，King sBenchPrisoninthelatereighteenthcentury二Law，author−
ityandorderinaLondondebtors prison，inJohnBrewer＆JohnStyles（eds．），
A叩こ玩卯〃β用α地乃呼Jg．・7Ⅵgβ乃gJゐゐα乃d班gわ′エα抑ブ乃娩g5g〃g乃ねg乃′ゐα乃d

EなhieenthCenturies（London，1980），271；WayneJosephSheehan，Findingsolace
ineighteenth−Century Newgate，inJohn Swanston Cockburn（ed．），Crimein
Enghmd1550−1800（Princeton，1977），239242．
（27）B．Lリ1897．c．犯

（28）Burn，OP．cit．，37note2，3，38notel；Brown，Op．Cit．，128．
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