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林

繁

が研究の対象にのぼるようになった︒魔女は民衆の中に実在していた

人類学︑民俗学等多様なアプローチがなされる中で︑民衆の観念世界

問題にもされなかった︒しかし歴史学のみならず医学︑法学︑心理学︑

を受ける側︑物言わぬ客体であった︒魔女が実在したかどうかなどは︑

魔女迫害の非合理性・残虐性を暴いてきた︒そこでは民衆は常に迫害

初期の﹁実証的﹂歴史学は︑主に裁判の進行とそのしくみに注目し︑

魔女迫害はその研究の歴史も古く︑研究の蓄積は膨大なものである︒

﹁方迫害現象を民衆の内在的理論から引き出そうとしたのがA・マ

うべきではないだろうか︒

たというよりは︑むしろ形を変えながらも民衆の中に生き続けたとい

迷信的観念は︑魔女狩りの時代を経てエリート文化に統合されてしまっ

ため︑結局はエリ⁝トの︑上からの視点を脱しきれていない︒民衆の

魔女迫害現象をエリートの文化的征服過程の一形態として扱っている

シャンブレは実相としての民衆の魔術的観念世界に光を当てつつも︑

であり︑魔女裁判は﹁文化変容﹂の副産物だったのである︒しかしミュ

を再定義する過程で︑社会的危険分子とみなされたのが魔女だったの

の時代にあって︑細分化された社会が一様で均質的なものに統合され

律化理論﹂である︒これは迫害が行われた当時︑社会的・宗教的危機

七〇年代のパラダイム転換のさきがけとなった︒これは社会的調和が

転化するという︑マクファーレンの社会心理学的な魔女迫害モデルは

と呼べるだろう︒喜捨を拒否したことによる罪の意識が魔女告発へと

ヨ

のか︒この問いに対して︑特に最近の研究では︑人類学や社会学の理
レ
論を援用した解釈モデルが有益な成果をもたらしている︒

クファ！レンやK・トマスの研究である︒これは﹁社会的葛藤理論﹂

が犯罪視され︑排除されていく︒社会が異端的なものと正統的なもの

いた民衆文化がエリートの文化によって征服され︑民衆の迷信的行い

子

その解釈モデルの一つがR・ミュシャンブレの提唱した﹁社会的規

はじめに

小
ていく過程に魔女迫害を見るものである︒古い社会の中に生き残って
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位置付けるものである︒とりわけ裁判に関わる人々の社会的結合に着

乱されたり共同体の文化的・伝統的価値が崩壊する過程に魔女迫害を

いま見える民衆の世界を探っていかねばならない︒本稿ではエリート

答を得るためには史料に現れるエリートによる記述を深く分析し︑か

は民衆の中にどのように位置付けられていたのか︒これらのことに回

委員会調①器審器ω魯蕊を中心に︑この組織が形成される社会的環境を

目し︑人類学的・社会学的分析を魔女研究に援用した画期的な試みと

これは共同体における魔女狩りに社会学的側面を見たものであった

考察すると同時に︑そのような組織を必要とした民衆の魔女イメージ

の領域と民衆の領域との間に立ち︑農村の魔女迫害を請け負った魔女

が︑さらに民俗学的・神話学的解釈によって民衆の内面世界に分け入

について明らかにしていきたい︒

言えるだろう︒

ろうとする試みがなされた︒魔女を実在したものとして︑これに古代

が︑民衆の信仰世界とエリートのそれとの隔絶を史料によって示した

的アプローチはこれまでの魔女研究の中でもかなり異色な存在である

く様子が裁判記録を基にして再現されていく︒この観念史的・民俗学

の信仰世界︑またそれが異端審問官によって悪魔崇拝と解釈されてい

ある︒北イタリア︑ブリウーリ地方における﹁ベナンダンティ﹂たち

て実証的に明らかにしたC・ギンズブルグの功績はあまりにも有名で

の異教の残澤を見たのはM・マレーであるが︑この仮説を史料を用い

カルヴァン派に改宗しているというように︑宗教的にも分裂した地域

ファルッーーツヴァイブリュッケンは一五八八年にそれぞれルター派︑

からのカトリック︑ナッサウーーザールブリュッケンは一五七五年︑プ

雑な政治地図を構成していた︒またトリーア・ロートリンデンは古く

かれていたが︑小領邦の飛び領地やその分裂・併合も多く︑極めて複

イブリュッケン大公領・ナッサウーーザ；ルブリュッケン方伯領︶に分

域︵トリーア選帝再掲・ロートリンデン大公領・プファルツほツヴァ

対象地域であるザール地方は︑一六・一七世紀には大きく四つの地

ぐ

貴重な研究であることは間違いない︒彼の研究はその後歴史学という

であった︒この農村を基盤とした地方はドイツで最も魔女迫害が集中

ら

よりは民俗学・宗教学的領域に近づき︑魔女迫害という現象そのもの

した地域の一つである︒迫害の中心地域の一つであるバーデンーーヴュ

ア

からは離れていった︒

いる︒しかしザール地方の人口はヴュルテンベルクの一四分の一に過

ルテンベルクはザール地方と比べて約六倍の魔女裁判犠牲者を出して

在が知られつつもあまり光を当てられることのなかった︑﹁村人によ

ぎず︑人口に占める犠牲者の割合からいくと実にヴュルテンベルクの

本稿で主に依拠するE・ラブヴィーの研究は︑実際これまでその存

る迫害﹂に重点を置いている︒エリート側の論理ではなく民衆自らが

二倍という規模に上っているのである︒これは単純な試算に過ぎない

ハ

迫害にいたる︑民衆に固有の論理を追究しているのである︒彼女の提

が︑ザール地方の迫害の激しさを示していることは間違いない︒迫害

ヨ

示する民衆の迫害における自律性は︑近世に生きた人々の心性という

は一定のベースではなく︑何度かの大きな波をもって周期的に現れた︒

ハ

新たな問題を提起する︒迫害にいたる民衆固有の論理とは何か︒魔女
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一六世紀以前の段階においては散発的にしか見られなかったが︑一五

六九年〜一五八六年置ある程度まとまった数が確認された︒最初の迫
害の波は一五八七年〜一六〇五年にやってきた︒続いて一六〇九年〜
一六三四年に第二の大迫害が起こり︑一六四六年︑三十年戦争の末期
に魔女狩りも収束に向かい始める︒迫害の実態︑とりわけ告発や自白
の内容が時代とともに変化することは注意すべきであろう︒これにつ
いては後に詳述する︒

七世紀における悪魔崇拝と農耕儀礼﹄せりか書房︑一九八六年︒

⊆げユ︒匿︶の書評がある︒No冨︒竃津鵠円置ω8ユ︒・oび興閃︒窃︒げ§町q堕一︒︒曽ω．鼻O︒︒

︵6︶甲凹懸︒億≦ρ6ゆ劃げ⑩ω・◎︒︻いS留︒︒■これについてはウルブリヒト︵O塵

畦P回遷ひ■この研究は八O年代からドイツで盛んになった地域史研究
のなかに位置付けられる︒対象地域を限定することで史料により徹底

した分析と解釈を加える地域史研究の登場は︑法令やエリートの残し

た裁判記録に頼りがちであった魔女研究にとって一つの転機となった︒

特に下からの突き上げによる魔女迫害という構図が取り上げられるよ
うになったことは︑異端審問からの流れで魔女狩りをとらえてきたこ
れまでの魔女迫害のイメージを大きく塗り替えた︒ラブヴィーの研究

§山溜︒×魯≦o酔霊唾壷げ︒噌瞬︒×oお冨魯①冒曾﹃留冨昌Zo呂︒罫騨器搾㌘狐

︵1︶解釈モデルの分類はラブヴィーの記述に従った︒閃暦移︒冨≦ρN毘げ賃魚

有の論理を追究している︒その土台として︑彼女には詳細な民衆魔術

女の研究には民俗学的視点が積極的に用いられており︑民衆世界の固

である︒民衆魔術は人々が日々を生き抜くたあ︑困難を解決していく

る︒つまり︑民衆魔術ひいては魔女信仰が農村において果たした機能

においては︑民衆魔術の民俗学的︑社会学的解釈に重点が置かれてい

弩露帥ぎ￠ゆ卸︒︒●P強︵以下︑睡夢げ︒塁登6紐と略す︒︶また日本
語では牟田和夫氏による詳細な研究史概説がある︒牟田和夫﹁魔女狩

民衆文化︑キリスト教⁝フランドルとアルトワを中心に﹂︑二宮宏之・

︵2︶ ロベール・ミュシャンブレ著︑相良匡俊訳﹁一六世紀における魔術︑

と略す︒︶

書院︑一九九七年︑三一五〜三四五頁︒︵以下︑上山・牟田︑一九九七

かい分析によって︑民衆の生活世界を生き生きと再現させる彼女の研

一§鍵的営這︒︒S︵以下︑閃■四鞍窪≦ρ罵︒︒刈と略す︒︶民衆魔術のきめ細

罵巽︒昌≦o冨臣鼠帥σQδ§儀即日帥qQ駐跳8く︒語ま㌔NO■岡賢ぽ琶﹁αo罫鴨二目貯溝

＜o陣︒・営9︒町Qδga＜o貯︒︒雪腎獣9羅︒×窪αq冨

観念の研究がある︒団．ド魯︒帽くβ腰Φ×o屋三脚訂昌下官︒×①β善≦o貯．

sミミ︑ミ軸土工ミ§卿︒亀︒島αq︒節図藷き評鼻お刈O．︵以下︑鋭冨碧融ユ選ρ

︵以下︑ミュシャンブレ︑一九八六と略す︒︶

だったのか︑という問題を追及する余裕は無いが︑少なくともザール

︵7︶ここでは魔女狩りの犯人探し︑つまりどの宗派が魔女迫害に積極的

究は︑数ある地域史研究の中でもひときわ異彩を放っている︒

ある︒︶しかしこの裁判件数の違いは宗派的な理由というよりも︑ラン

方の魔女裁判の七六・八％がカトリックの共同体から出されたもので

デスヘルが地方の在地司直に対しどの程度監督権を持ち︑影響力をもつ

地方の裁判においてはカトリックの果たした役割が大きい︒︵ザール地

︵4︶マーガレット・A・マレー著︑西村稔訳﹃魔女の神﹂人文書院︑一

ていたかが問題であると言えよう︒

硲刈Oと略す︒︶キース・トマス著︑荒木正純訳﹃宗教と魔術の衰退﹄

九九五年︒

法政大学出版局︑一九九三年︒︵以下︑トマス︑一九九三と略す︒︶

︵3︶︸護駐︒︒融ユ館P禦討ざ︑息譜§譜︑§駄9§ミ窪αq︑§鉱眺︑鵡帖§鼠§翫

げρ獣一騨 O口量窪︵蝉︒・巴

樺山絋一・福井憲彦編﹃魔女とシャリヴァー3﹄新評論︑一九八六年置

ために︑世界の出来事を呪術的に解釈していく解釈モデルである︒彼

りの研究史と課題﹂︑上山安敏・牟田和夫編﹃魔女狩りと悪魔学﹄人文

註

︵5︶カルロ・ギンズブルグ著︑竹山博英訳﹃ベナンダンディー一六−一
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︵8︶乗除9芝繋回逡押︒︒．ひ︒︒●

ヴァイブリュッケンのビリーズルアンスバッハ村では一五八○年に一

︵9︶魔女迫害が村々にもたらした被害は深刻であった︒プファルツにツ

一方

リスト教の異端や神学から形成されてきた歴史的産物という性格をもっ

ており︑さらに無限の変化の可能性をもっているともいえる︒

的な観念である魔術の最も古く深いところに存在するものである︒こ

の観念に関しては後に詳しく述べよう︒

中では﹁魔女躍￠×o﹂とほぼ同義である︒妖術使いと魔女︑この二つ

幾分悪の要素と結びついたものであり︑﹁妖術使いN帥静震﹂は民衆の

とは重ねて指摘しておきたい︒また﹁妖術N磐冨円︒筐は魔術の中でも

と呼ぶが︑民衆世界において呪術と魔術が非常に近いものだというこ

ね

三人の女性が︑すなわち村の女性の半分が魔女として焼かれた︒ゴネ
スヴァイラー村では同じ年 七件の裁判で一〇人の女性が処刑されて

こではトーテミズムやアミニズムに代表される原初的諸観念を﹁呪術﹂

﹁呪術﹂は首尾一貫した閉じられた世界観に基づく観念であり︑歴史

いる︒トリーアのヴァイアーヴァイラーでは村の人口の三分の一にあ
の・謬．

たる一六人が魔女として焼かれ︑さらに八人が密告によって裁判に巻
き込まれている︒団．ド選げ︒襲貫罵譲

農村における魔女迫警の諸相

雑な図形を用いたり呪文を唱えたりする︑高度な魔術的知識を必要と

るものと︑一六・一七世紀の民衆のそれとは決して同質ではない︒複

念を考えなければならない︒我々が今日魔術あるいは魔法と考えてい

民衆の中の魔女イメ⁝ジをつかもうとする時︑まずは民衆の魔術観

と考えられたのである︒しかし魔術は必ずしも悪ではなく︑よい働き

つからないとき︑これは何者かの悪意ある魔術によって起こったのだ︑

痛くてたまらない⁝これらの不幸な偶然に対して納得できる理由が見

なる︒転んで捻挫をした︑家畜が病気になった︑火事が起きた︑歯が

自然的理由で説明できない︵したくない︶とき︑魔術的解釈の出番と

近世の人々は実に魔術的な観念世界に生きていた︒日々の出来事が

するものが魔術なら︑民衆にとっての魔術は呪術と呼んだ方が相応し

をすることもあった︒民衆魔術は白魔術と黒魔術︑善と悪という二律

に生きるものであり︑ネオプラトニズムやルネサンス宮廷魔術といっ

魔術︑ミルク・バター盗みの魔術︑病気の魔術︑不妊や不能をもたら

とができる︒害悪魔術には︑霰を降らせたり︑嵐を呼んだりする天候

一30一

j民衆の魔女・教会の魔女

いかもしれない︒民衆の魔術は生活に密着した生きるための手段の一

背反な性格を持っていたのである︒そして人々はこの魔術の二面性を

うまく利用しながら日々の困難を克服しようとしていた︒

た︑学問としての高等魔術的性格とははっきりと異なるものである︒

す性愛魔術などが挙げられる︒対抗・防衛魔術は文字通り日常生活に

民衆魔術の形態は大きく害悪魔術とそれに対抗する魔術に分けるこ

一種の思考様式として最も広い意味で用いる︒魔術は異教︑民俗︑キ

こう︒以下に用いる﹁魔術蜜鑓σq凶︒﹂は上述したように民衆の生活世界

師でありえたのである︒混乱しないよう︑ここで用語の定義をしてお

つであった︒魔術は生活世界のいたるところに存在し︑誰しもが魔術

（

ろう︒﹂ここでは魔術的手段によって自分にもたらされた害と同程度

者の手と顔には庖瘡ができ︑長い間人前に出ることはできなくなるだ

ておく︒完全に蒸発すれば悪者は死ぬはずであり︑蒸発しなければ悪

中から取り出した鋼をその器に入れ︑牛乳が完全に蒸発するまで置い

にとられてしまう前に神の名において牛乳を搾り︑器に入れる︒火の

も鍛冶屋の請求どおり代金を払うべし︒そして朝早く︑悪いものたち

にその鋼を一指尺︵二〇センチ︶長さ︑一センチ厚さに鍛える︒これ

を買う︒それは商人の言い値で買わなければならない︒その日のうち

もある︒次の例を見てみよう︒﹁デメトリウスの日に露天へ行き︑鋼

れらの二つは全く逆の方向性をもちながら︑実は背中あわせの存在で

おけるあらゆる害悪や危険に対する対抗手段としての魔術である︒こ

の助力を得て悪行を行い︑また魔女自身も何か不思議な力を操るもの

在だったのだろう︒魔女は超自然的存在一教会の解釈では悪魔1

もあった︒民衆にとっての魔女とはこの二つの観念を持ち合わせた存

で︑人外の霊的存在を呼び出してその超自然的力を借りるという観念

しかしまた︑超自然的能力がその人個人に宿るという観念がある一方

ら子へ︑体液を通じて受け継がれるものであり︑また同時に能力者の
る
持ち物や体の一部に触れることでもって習得できると考えられていた︒

なぜか洋の東西を問わず女性に認められている︒この種の能力は親か

魔術的素質と儀式に関する正しい知識とが必要とされた︒この能力は

多い︒これに対し︑超自然的力を扱うことは一種の特殊能力であり︑

その意味で民衆魔術のレパートリーにはこの自然的力を用いるものが

術もまた︑自然魔術である︒自然魔術は誰しもが行いうるものであり︑

ヨ

の害を相手に与えてやれば︑その効果は相殺され無力化されるという︑

﹁魔女﹂という言葉が示すように︑魔術は一般的に女性と結びつけ

であると︒

泥棒除けの一種の防衛魔術であり︑病気を治療することはその病気を

られて考えられた︒超自然的力がとりわけ女性に認められてきたこと

民衆魔術独特の観念が働いている︒泥棒に病気の呪いをかけることは

他の誰かへ転移させる害悪魔術であった︒つまり︑民衆魔術において

は先述したが︑魔術とジェンダーという観点から初めて体系的な研究

中では夫に服従を強いられた無力な農婦が頼れるものといえば︑魔術

は結果的に自分にプラスに働くか︑マイナスに働くかということが重

魔術を実践する際には︑自然の事物に宿る魔術的な力を利用する場

を残したのはミシュレであろう︒農民の女性は封建社会という男社会

合と︑何らかの彼岸的な超自然の力を利用する二つの場合があった︒

的手段だけだった︒ミシュレは女性の社会的地位から魔術とのかかわ
う
りを論じており︑これにはある程度の説得力があると思われる︒この

要なのであり︑その意味では民衆の中には黒魔術・白魔術の区別は存

前者は自然魔術と呼ぶべきものであり︑薬草を用いた治療︑水晶玉占

ミシュレの説を汲んでフェミニストの間で根強い人気を保っているの

の中で︑もっとも抑圧された存在であった︒家の外では領主に︑家の

いなどが当たる︒毒殺もこの時代には物理的な殺人というよりは魔術

が﹁魔女11産婆説﹂である︒自然に親しむ者として経験にもとづいた

在していなかったようである︒

による呪いとみなされていたので自然魔術に含まれるだろう︒模倣魔
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れていったという図式だが︑確かに産婆は乳幼児の死に立ち会うこと

治療を提供した女性が︑医術を独占しようとする男性によって排除さ

きるようにまじないをかけたりすることは︑広く女性の間で行われて

せばそのような害悪魔術に対抗したり︑よりよいバターやチーズがで

う
が女性の領域に組み込まれていったのではないだろうか︒また裏を返

いたのだろう︒そのための特別なまじないや呪術行為は母から娘へ︑

が多く︑堕胎にも関わっていたことから︑﹁子供の脂肪で軟膏を作る﹂
ら

といった魔女犯罪と結びつけられた︒しかし実際に産婆が集中的に迫

生活を維持し︑改善するための技の一つとして教えられ︑伝えられて

ア

害されているかといえばそのような記録はない︒女性と魔術の関わり

また魔術のジェンダーを考える上で︑性愛魔術の領域を避けて通る

いったと思われる︒

それでは男性は魔術には全く関わらなかったのだろうか︒否である︒

ことはできない︒一一世紀に成立したヴォルムスの司教ブルヒャルト

を論ずるには何か他の観点が必要になる︒

魔術にも男性の領域︑女性の領域が存在し︑それは日常生活における

による腰罪規定書には︑当時農民たちが行っていたと思われる性愛魔

の

男女の分業の延長で考えることができる︒例えば鉱山で働く男性は︑

が︑牛乳・バター盗みの魔術である︒当時の未熟な製造技術ではせっ

悪魔術と解釈され︑監督者である女性に帰せられた︒その典型的な例

に任されていたのである︒そしてその分野で起こった災いは︑大抵害

まり︑生活を維持していく上で重要なセクションはほとんど全て女性

人の世話︑家財の管理︑出産や死への立会いに責任を負っていた︒つ

性は生活の安定と再生産を監督し︑食物の調理保存︑家畜や子供︑病

質的財の保護を司っていたことを反映してはいないだろうか︒一方女

探しなどの占いも男性の専門領域とみなされていた︒これは男性が物

脈や石炭層︑鉱泉等を探り当てていた︒また豊穣を願う魔術や失せ物

時女性にはある程度の相続権や金銭管理の権利が認められていたが︑

にとって妊娠という生理的な理由以外からも結婚は重要であった︒当

未婚の母という立場は非常に不名誉なものとされた︒しかしまた女性

前交渉の事実や約束の有無を証明し︑婚約の履行を迫ることとなる︒

束︑そしてそれが不履行となった場合には女性の方が男性を訴え︑婚

しかしそれだけに恋の鞘当は珍しくなかった︒二人だけの結婚の口約

じられていたにもかかわらず︑農民たちは比較的自由に交際を楽しん
ほ
でいたようである︒配偶者選択がある程度可能な時代だったのである︒

みる必要があるだろう︒当時︑男女の婚前交渉が教会によって固く禁

ぜ女性と結びつけられたのか︑当時の女性が置かれた立場から考えて

術の多くのバリエーションが示されている︒この性愛魔術の領域がな

かく仕込んだバターやチーズが腐ってしまったり︑牛乳が悪くなって

それはあくまで結婚した後の話である︒﹁女性は︑妻や母である場合

﹁占い棒﹂と呼ばれる棒を用いた自然魔術︵ダウジング︶でもって鉱

しまうことはしばしばあっただろう︒﹁誰かがうちのバターやチーズ

き

のいい部分を盗んでいるに違いない︑そういえば隣の家はやけにいい

をのぞき︑ほとんど目にとめられることはない︒娘が急いで教育され
ロロ
るのは︑できるなら︽立派に︾結婚させるためである︒﹂とにかく誰

バターができているじゃないか⁝﹂このような解釈に従って牛乳魔術
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性は結婚に執着し︑相手の心を留めておかねばならない危うい立場に

可能になり︑男性は結婚に束縛される度合いが減った︒その一方で女

である︒男性の移動の自由が増し︑村を出て都市へ働きに行くことが

かと世帯を構えないうちには女性は全く無力な立場に置かれていたの

通じるものがある︒実際民衆にとって教会でもらう聖餅や聖水などは

のであった︒﹂このような自動的な効力を約束する姿勢は呪術使いと

う司祭の道徳性にかかわりなく︑自動的に作用する︒×◎篇器︒喘難︒

神の恵みを分配するという主張をしていた︒サクラメントは︑式を行

人間とをとりもつ仲介者︑また規定された経路を介して︒鷺ωo聡冨欝欝

に過ぎず︑女性の魔術との関わりを論じるには移りゆく民衆観念やそ

件を反映したものと言えそうである︒ただしこの解釈は静態的な観察

以上のように︑魔術における性差は確かに男女の置かれた社会的条

解釈し︑教会儀式という新しい魔術で対抗しようとしたのである︒害

権威の下に独占しようとした︒民衆の伝統的魔術を悪魔のなせる業と

れる所と受けとられたのである︒教会はこのような魔術的手段を神の

では教会は信仰の場であるというよりは︑魔術的手段をとりなしてく

け

あったのである︒そのような理由からも︑女性は性愛魔術を行う潜在

魔術的なアイテムであり︑様々なまじないに用いられた︒民間レベル

の伝統︑神話的要素をも考慮に入れなければならないだろうが︑ここ

悪魔術とそれに立ち向かうための対抗魔術という︑民衆魔術の善悪の

め

的な予備軍とみなされたのである︒

ではそこに深く立ち入ることが目的ではない︒むしろここではキリス

調和は否定された︒

お

ト教会の女性観に注目したい︒女性を誘惑に弱い︑ゆえに悪魔と結び

過熱していることからも窺えよう︒教会は民衆魔術を悪魔学︑すなわ

情に何らかの影響を及ぼしたことは︑﹃魔女の鉄槌﹄以降魔女迫害が

の線引きをここではっきりと行おうとしたのである︒しかしプロテス

への冒漬であるとして激しく弾劾した︒プロテスタントは宗教と魔術

る魔術の独占に猛烈に反発し︑カトリックの儀式を迷信的であり︑神

宗教改革においてプロテスタントは確かにこのカトリック教会によ

ちキリスト教の異端と結びつけたが︑これは明らかに民衆の側の解釈

タントも魔術的行為を全て排除した聖書のみに基づく信仰を徹底する

つきやすい動物とする教会の女性像︑すなわち魔女像が民衆の魔術感

と食い違っている︒キリスト教会︑すなわちエリートの目には民衆魔

ことはできなかった︒民衆の心をつかんだのは他ならぬこの魔術行為

ではなかった︒むしろ教会は︑ゲルマンや地中海世界︑またアジアに

教会はしかし初めから民衆の呪術行為を悪魔の仕業とみなしたわけ

に関する大きな懸念を領主であるプファルッーーツヴァイブリュッケン

のカルヴァン派小教区牧師マルチィン・ホフは︑教区民の霊魂の救い

ていたからである︒一六〇二年プファルツのヴォルフェルスヴァイラー

り

術の世界はどのように映り︑また魔女はどのような存在として捉えら

による不安の解消であり︑民衆は依然として教会に魔術的救済を求め

起源をもつ古い異教的風習をキリスト教の中に組み入れるという形で︑

伯に伝えている︒﹁今やこのヴォルフェルスヴァイラー教区で偶像崇

にロ

れていたのか︑民衆のそれと比較してみる必要があろう︒

民衆の中にキリスト教信仰を広めていったのである︒﹁⁝教会は神と

一33一

繁子）
近世ドイツ農村における民衆と魔女（小林

西洋史論集

うに︑都市の高度な神学的素養を身につけた聖職者と田舎の農村の説

邪視に対する祝福についても詳しく報告している︒彼が嘆いているよ

ない⁝﹂このヴォルフェルスヴァイラーの牧師はさらに家畜の病気や

的な祝福に賛成しない者は無く︑説教壇でこれに警告を発する者もい

長い間村人に必要とされてきたものです︒つまり誰一人この偶像崇拝

イエス

キリストの御名において﹄このような︵教会による︶祝福は

マリアが現れる／その聖なる手を差し伸べて／彼はしだいに癒される⁝

につまついて倒れてしまう／彼は足をひねってしまった／そこへ聖母

鹿が一面に広がる荒野を行く／強靭な脚で山をも越えていく／彼が岩

関節が曲がること︑捻挫や脱臼などに対抗するものでした︒﹃一頭の

ために教会の中で朗読された祝福は次のようなもので︑人間や家畜の

拝的な祝福が流行しています⁝ケレルン・ヨハン・ヒンツェルン氏の

ことである︒つまり︑カノン・エピスコピの段階では魔女やその悪行

記述であるが︑注目すべきはそれを不信心者の妄想として戒めている

に魔女の夜間飛行︑人肉を食らうサバトと害悪魔術の様子についての

いるなら︑四〇高間の腰罪を果たさねばならない︒⁝﹂これは明らか

間を与えると信じていることをお前も信ずるか︒お前がそれを信じて

は藁や木などを詰め︑食べ終わったあとで再び生き返らせ︑人生の幕

ストの血で順われた者を殺し︑その肉を料理して食べ︑心臓の部分に

ともに世界を横切り︑目に見える武器も用いずに︑洗礼を受け︑キリ

じられた戸口から外へ抜け出し︑同じ過ちで欺かれた他の多くの者と

寝所でお前の夫がお前の胸の中で眠っているとき︑お前はそのまま閉

第一七〇章︒﹁ある女たちは悪魔のもとに走り︑夜のしじまのなかで︑

型ともいえる夜間飛行や動物への変身といった要素も言及されている︒

定書では当時の民衆の間に広まっていたと思われる迷信や︑魔女の雛

れソ

教師の間には大きな隔たりがあった︒農民とじかに触れ合う田舎牧師

は実在しないものだったのであり︑民衆の中の異教的迷信を撲滅する

しかし︑﹃魔女の鉄槌﹄に至ると魔女の悪行は現実のものとして強

ロの

はたいした教養も持たず︑従ってキリスト教神学や宗教改革の理念に

ことが目標に置かれていたに過ぎなかったのである︒

ていたと考えることができる︒宗教改革と魔女迫害の関係は不可分の

調されるようになる︒妄想の産物に過ぎないとされてきたデーモンが

ハお

も通じていなかった︒むしろ農民たちとさして変わらない心性を持っ

ものであるが︑農村民衆の信仰世界においてはその限りではなかった

区別し︑後者を悪魔の力によるものとして根絶しようとした︒そのよ

しかし教会は自らが行う魔術的儀式と︑民衆魔術のそれとを厳密に

の秘密結社との境界はしだいに不明瞭になっていった︒教会の側では

はこれらの秘密結社を異端として弾圧したが︑民間の異教的迷信とこ

軍以来いたるところで始まる反教会的秘密結社の存在があった︒教会

一転してその実在を叫ばれるようになったのはなぜか︒そこには十字

うな動きの中で︑教会による初めての魔女教書として成立したのが

民衆のデ⁝モン信仰をもはや迷信や妄想として放置することが出来な

と言うことができる︒

﹁カノン・エピスコピ︵司教法令集︶﹂である︒特に一一世紀初頭にヴォ

くなったのである︒魔女と異端との結びつきがここに始まった︒魔女

カ

ルムスの司祭ブルヒャルトによって編集され︑付け加えられた贈罪規
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の延長上にあった︒これらの要素は民衆にも比較的容易に受け入れら

られていたし︑サバトの観念も歌と踊りという農民たちの娯楽や祝宴

た︒魔女の飛行︑動物への変身︑魔法の道旦ハとしての箒などはよく知

透し始めた︒魔女教理は民衆魔術文化の伝統に属する要素も含んでい

て確立され︑多くの悪魔学者の注釈を経て︑一六世紀半ばに民衆に浸

八七年の﹃魔女の鉄槌﹄︑魔女教理はこれら二つの権威的書物によっ

ていた魔女の諸要素をまとめ︑悪魔学という学問に仕立て上げた一四

もって望むの雷欝段︒︒Oo︒・誼鶏鑓酔︒ω︾験︒臨げ毯﹂︑さらにこれまで流布し

一四八四年の教皇インノケンティウス八世の大勅書﹁最大の関心を

る魔女はまったく別のものであり︑魔女という異端のセクトは後代に
お
なって新しく出てきたものとされたのである︒

モダンな解釈としては︑法令集の段階での魔女と現在問題とされてい

スコピとの整合性をつけるのには苦労したことだろう︒しかし当時の

の実在を主張する悪魔学者たちは︑権威ある司教法令集カノン・エピ

がなかった︒民衆は魔女を伝統的な魔術的観念世界の枠組みにおいての

の﹁悪魔﹂ではなく︑超自然的力を操る霊的存在一般といった意味でし

発内容に﹁悪魔﹂という言葉がみられる場合も︑それはキリスト教神学上

知れない害悪であり︑悪魔の存在は副次的な役割すら持たなかった︒告

みられない︒民衆にとって常に関心事だったのは魔女が引き起こすかも

との契約をもって告発するという事例は民衆からの裁判ではほとんど

と接点のないものは排除されるか︑片隅に押しやられた︒例えば悪魔

自の解釈に基づいて取捨選択を行った︒伝統的な魔女・害悪魔術信仰

ゆえに民衆は教会の魔女像をただ無批判に受け入ればせず︑彼ら独

れた︒民衆の中での解釈とはここですれ違いが生じているのである︒

術の持つ善悪の二面性が消し去られ︑ネガティブな側面のみが強調さ

しようとしたのである︒教会にとって魔術とは悪に他ならず︑民衆魔

具体的な害悪としての刑事的犯罪に加えて︑魔女の内面の罪をも断罪

信犯的悪意とその自発性を強調し︑これまで主に問題とされてきた︑

じ仕方で阻止し︑対抗することが出来るものだった︒魔女とは民衆に

み捉えていたのである︒ゆえに魔女の悪事は伝統的妖術に対するのと同
あ

素をも持っていた︒それは教会がその魔女像においてメインに打ち出

とって日々の危険が擬人化された存在であり︑その意味で伝統的な

れたが︑教会の魔女像は民衆魔術世界にはみられない︑全く新奇な要

してきた﹁悪魔との契約﹂概念である︒ジャン・ボダンは一五八○年

d臨・誘舞︒瀞轟などもそのまま魔女の特徴として受け入れられた︒魔女

﹁妖術使いN器げ興︒ごとほぼ同義であった︒妖術使いの特徴とされた

であり︑魔女の超自然的力は悪魔の助力に由来すると考えられた︒ゆ

は民衆にとって妖術使いに新たな名称が与えられた程度のものだった

の﹃悪魔狂﹄において魔女をシンプルかつ明快に定義している︒﹁魔

えに︑魔女は悪への明確な意思を持って悪魔と契約を交わすものとさ

のではないだろうか︒﹁魔女圃・×o﹂という言葉自体からして︑民衆の

がみがみ鼠蝕ω畠︒ω慧鳥巳ω鷺匿舐σqo︒︒≦o︒︒o臣や夜の諸賢冥蝕︒ぽ黙︒ぽo

れた︒取り消しのきかない悪魔との契約︑悪魔との愛人関係︑共謀し

間に定着するのはかなり時代が下ってからである︒裁判記録に現れて

女は︑悪魔と結託することによっておのれの目的を遂げようとする者﹂

て悪事を働く魔女の秘密結社的世界の存在︒これらの要素は魔女の確
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男性に対しては相変わらず﹁妖術使いN磐げ駿舞﹂﹁人立≦oヨ︒置とい

して異端審問的要素が問題とされるようになったことと関係している︒

り者の魔女翻︒×o巷繊響円﹂という表現が現れてくる︒これは女性に対

は︑この﹁妖術使いN広げ段興﹂という名称と並んで﹁魔女譲︒×o﹂コ畏切

も伝統的妖術使い像を踏まえたものだった︒一六五四〜八八年の間に

N窪げ︒§﹂や﹁女妖術使いN窪げ︒静﹂という表現が用いられ︑その徴候

くる名称をみてみると︑トリーアでは一六三五年まで﹁妖術使い

たのは他ならぬ村人たちだったのである︒

これを下から突き上げ︑自分たちの生活を魔女の脅威から守ろうとし

も費用のかかる裁判に在地の役人たちは決して積極的ではなかった︒

から招聰したりすることも広く行われていた︒この様な面倒な︑しか

く︑大学の法学部に鑑定を依頼したり︑その道に長けた専門家を外部

困難であった︒そのため土地の裁判所では処理しきれないケースも多

し︑魔女犯罪は秘密裡に行われる類のものであったので立証が極めて

時にあってかなりレベルの高い神学的素養と法学的知識を必要とした

裁判を行う上層権力とこの村人たちのパイプ役となったのが村の魔

れ

う表現が用いられ︑﹁男の魔女頃︒×禽﹂﹁魔法使い調︒×窪圏︒製興﹂といっ

た概念は見受けられない︒一六八八年以降も︑男性に対しては教会の

女委員会である︒彼らは村あるいは裁判所管区の住民代表として証拠

集めと告訴状の作成︑裁判費用の保証など魔女を告発するための下準

魔女や異端の観念は反映されなかったようである︒
教会の悪魔学は村の魔術観念にとって代わることはなかったが︑かわ

魔女委員会の名はザール地方では一五八○年代から裁判記録に散見

備を請け負った︒ザール地方における魔女狩りは彼ら委員会と村人︑

イメージが現実のものとして意識されるようになる︒恒常的に存在し︑

されるようになる︒次の例を見てみよう︒﹁二iダ；ケルとマンデル

りに農村において魔術のマイナス面を強調するという役割を果たした︒

生活を脅かす魔女の存在は︑あらゆる戦争や疫病︑犠牲を強いる悪天

ンの村では一六二七年家畜の病気や凶作に見舞われた︒この秋︑村人

在地の役人の三者による共同作業の成果であるといえるだろう︒

候よりも恐ろしいものとして人々の恐怖を掻き立てた冷村人たちは害

たちは状況について話し合うため︑マンデルンの菩提樹の下に集まっ

恐ろしい魔女の悪行を絶えず強調することにより︑伝統的な妖術使いの

悪魔術に敏感になり︑互いに監視し合い︑疑い合う風潮が生まれたの

た︒ニーダーケルの女性二人が既に処刑されていたにもかかわらず︑

のソ

である︒これは魔女を進んで告発し︑密告する動機となっていった︒

のだろうか︒少なくともザール地方においてはそうではない︒支配階

魔女迫害は悪魔学を信奉するエリート︑上層階級によって行われた

︵二︶村の魔女委員会

けた︒既に魔女が二人焼かれたが︵状況は︶ちっとも改善されず︑悪く

そのうちの一人︑マルクス・クラーセルはこの選挙に抗議して機ねつ

かった︒村の男たちによって採決が行われ︑二人の委員が選ばれた︒

中で再び魔女委員会を組織し︑妖術使いを迫害することをためらわな

状況は一向に好転しなかった︒そこで村人たちはこの絶望的な状況の

級はどちらかと言えば迫害に消極的だったようである︒魔女裁判は当
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なる一方だ︒それに有罪判決になった魔女の自供によってお上は妖術使

できる︒この大司教令はすでに牟田氏によって紹介されているが︑牟

年のトリ⁝ア大司教令から魔女狩りと委員会の関係を垣間見ることが

一

いがどこにいるのか知っている︑だから委員会は不要だ︑と︒しかし結

菩提樹の下というのは昔から村の話し合いや裁判が行われる場所とさ

るが︑その裁判や処罰に際して悪しき慣習が拡がっており︑このた

田氏によれば内容は次のようである︒

れており︑そこで︑上層権力の介入を受けることなく︑村人自身の意思

あ処刑された者の遺族が苦しむ結果となっている︒その根源には少

局彼も説得と圧力によってこの仕事を引き受けざるを得なかった︒﹂

で魔女委員会が選出された︒そのことからラブヴィーは委員会に﹁共

数の分子が煽動し︑村共同体の中に﹁委員会︾蕊︒・︒冨︒・の﹂と称する

昨今魔女術の悪弊が広く蔓延しているのは憂慮すべき事態ではあ

同体の伝統的民主主義の原則騨︒羅羅藷舜︒国富︒語︒寄駐︒︒畠︒臣O凄睡︒蟷貯﹂

騒擾的な徒党を組み︑有罪の者のみならず無罪の者にまで多大の労

の

を見ている︒しかし同時に︑魔女委員会という仕事は決して魅力ある

苦と出費を課している現状がある︒

魔術が関係する刑事裁判においては︑カロリナ法典を訴訟手続き︑

判決︑執行のいずれにおいても遵守すべし︒

二

ものでなかったことも分かる︒当時魔女裁判に際しての財産の没収は
ハ

カロリナ法典の禁ずるところであり︑裁判に関わっても金銭上の利害
は建前上薄かった︒断れば﹁責任逃れの卑怯者﹂のそしりを受け︑ひ

盟としての委員会は︑資格の有無などお構いなしに数多く作られ︑

村共同体の中であたかも一つの人格であるかのように結ばれた同

断ることは実際には難しかったと考えることができる︒委員は村の男

訴訟の間︑原告にして証人となり︑それどころかしばしば裁判官に

三

の中から選ばれ︑その村や裁判所管区の大きさに応じて一〜品名程度

すらなっている︒その徒党性のため貧しき臣民が極度の困窮に陥っ

どい場合には逆に魔女嫌疑をかけられることもあり︑一旦選ばれれば

で構成されていた︒その社会的地位や家族関係などは明らかではない

ている︒

このような委員会は廃止さるべきであり︑これに違反した共同体

にはしかるべき処罰をするべきである︒

四

が︑少なくとも正直で品行方正︑村の揉め事や卑しい職業に関わるこ
となく︑魔術︑迷信︑その他魔女行為などの非難を受けることがない
ような人物が適任とされた︒だから身内の者が魔女とされている者や︑

許されざる同盟である委員会は︑その大半が居酒屋で自分の意見

を形成するようなくだらない連中から成っており︑そのため耐え難

七

また裁判記録に現れる委員の名がしばしば入れ替わっていることから︑

い出費が生じている︒告訴に際しては司直の助言により︑一・二名

魔女と噂のある人物と付き合いが深い者などは当然選ばれなかった︒

任期はせいぜい一年ほどで︑村の男たちはみな一度は委員を経験して

の正しき人が雇われるべきである︒そうした人を派遣するために然

の

るべき金額が支払われるべきである︒

いたとも考えられる︒

実際魔女委員会の活動はどのように行われたのだろうか︒一五九一
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ここでは告発に際しては︑原告と被告が対等の立場に立つという弾

劾訴訟の原則が︑委員会という形式的原告の登場によって原告の匿名

ある人について魔術の噂が存在するにもかかわらず︑告訴人が存

在しない場合には︑司直自らが職権によって訴訟を開始すべきであ

性が強調され︑形骸化している︒しかしまた委員会は証拠や証言を調

八

る︒

査するという当局に属する職権︑あるいは警察的機能の代行をも果た

魔術の嫌疑をかけられた者に対して︑水審が広くおこなわれて

一五

権の領域にまで踏み込んでくることに強い警戒感を示したものであろ

した︒トリーア大司教令に見られる委員会への不信感は︑当局の裁判

一六

う︒在地司直も委員会に対し何の葛藤もないわけではないにしろ︑面

いるがこうした悪習は廃止されなければならない︒

混乱が生じているが︑わが宮廷裁判所には十分な報告がなされてお

倒な証拠の収集や書類の作成を請け負う便利な下部組織としてこれを

かなりの裁判所で︑無実の者と有罪の者とを区別しないような

らず︑たいして重要でない事件ばかりがいたずらに送付されてくる︒

承認していた︒︵このような裁判の実情については︑ランデスヘルの

魔女委員会という組織は︑新しい訴訟手続きである糾問訴訟の形式に

逮捕︑拷問︑判決が必要な同様の事件についてはコブレンツとトリー

一八

表面上従いつつも︑伝統的な当事者間の裁判を主導的に担っていたの

下には十分な報告がなされていなかった︒︶ラブヴィーは形式的原告

が膨らむ傾向があるがこのような悪弊は禁止し︑裁判費用は法定す

である︒プファルツーーツヴァイブリュッケンやルクセンブルク大公領︑

アの両世俗裁判所には︑最重要の事件について決定を下す能力と声

るものとする︒

トリーア大司教領のように中央支配権力が魔女裁判に対し比較的利害

としての委員会によって私的訴訟が排除されたと見ているが︑以上の

この大司教令はおおむね灘酒リナ法典の規定に則り︑適正な裁判運

を持たず︑従って関心の薄い地域では︑強い中心的な制御力が存在せ

望ある専門家が揃っているのであるから︑逮捕︑拷問︑判決が必要

営を指示したものであるが︑同時に委員会が関与していた裁判の実情

ず︑魔女委員会が盛んに結成された︒これは魔女迫害の規模に比例し

ことからこの当時の裁判手続はむしろ伝統的な弾劾訴訟︵当事者主義︶

を示している︒まず︑委員会は当局からしばしば裁判費用をつり上げ

ているといってもいいだろう︒しかし逆に北ヨーロッパなどでは親告

な同様な事件についてはこれら世俗裁判所に送付して︑その判断を

ている原因︑胡散臭い輩と見られていた︒また彼らは告発者としての

訴訟と職権による訴訟が並存していた︒このようなところでは共同体

から近代的な糾問訴訟︵職権主義︶への過渡期ということができる︒

みならず︑裁判の進行役もつとめていたようである︒裁判に伴い︑委

による魔女委員会方式は知られていなかったようである︒個人が責任

仰ぐべし︒

員会や裁判官︑参審員らは居酒屋で会食をともにする間柄であったこ

を負う私的訴訟が復活したシュレスヴィヒーーホルシュタインでは魔女

裁判に伴い居酒屋での高笑飲食がおこなわれ︑必要以上に経費

とも分かる︒
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の存在無くしてはありえなかったのである︒

裁判は減少した︒つまり︑ザール地方の激しい魔女迫害の嵐は委員会

といった人々だった︒彼らは委員会によって雇われた法律に通じた専

まあったが︑彼らに代わって告訴状の文面を整えたのは公証人や書記

裁判の受理あるいは継続を巡って民衆の間で中世以来有効性を保っ

門家であり︑場合によっては当局との裁判費用の支払いを巡るもめご

ることで一つの﹁徴表﹂として立派な証拠とみなされた︒容疑を受け

では委員会は具体的にどのような活動をしていたのか︒まず︑村で

た者の普段の生活態度︑魔女行為に及びうる動機といった推測を証拠

ていたのが神判である︒一五九一年のトリーア大司教令にも見られる
お
ように︑当局はこの種の神判を迷信的であるとして禁止している︒し

とを調停した︒文書の形式にまとめ上げられた告訴状を裁判所に提出

とみなすこと︑すなわち﹁徴表﹂の観念はカロリナ法典で採用されて

かし神判は被疑者にとっては嫌疑を晴らし名誉を回復するための最後

魔女の仕業と思われる災い︑例えば不作︑家畜や人間の病気︑悪天候

いる︒委員会の手によって作成された告訴状はおそらく大部分が立証

の手段であり︑告発に至る前に自ら神判によって無罪を証明しようと

すれば︑告訴の手続きの完了である︒告発の暫定的受理を最初に決定

し得ない﹁証拠﹂で構成されていたのだろうが︑証拠不十分で差し戻

した者も少なくなかっただろう︒魔女裁判が名誉を巡る争いだったこ

が起きる︒このような魔女の仕業から共同体を守るため︑先述したよ

されるケースはごくわずかであった︒﹁誰某はよく夜間に一人で外出

とはここにも表れている︒神判には多くの形態があるが︑魔女との関

するのは参審員団であった︒これは裁判領主によって任命された土地

している﹂﹁誰某と言い争ってから具合が悪くなったし﹁誰某は以前か

連では水審が重要である︒魔女の両手両足を縛りつけ︑水に放り込ん

うな方法で委員会が組織される︒彼らがまず行うことは証拠集めであ

ら評判が良くなかった﹂︑これら断片的な証言を組み合わせ︑編集し

で沈めば潔白︑浮かべば魔女とされた︒この種の裁判は成功すれば晴

の有力者二〜八名から構成されており︑民衆の法感情を代弁すること

て︑魔女容疑の告発理由としての体面を整えるのも委員会の仕事であっ

れて無罪潔白が証明されるわけだが︑失敗すれば告発者に有力な証拠

る︒委員会の情報網は村の至るところに張り巡らされ︑村人全員が情

た︒また委員会は必要ならば証拠を得るために過去行われた裁判の詳

を与えることにもなる諸刃の剣であり︑その結果はまた偶然性に左右

が期待されていた︒

細な記録の閲覧を当局に堂々と申し出た︒委員会と在地司直らは居酒

された︒潔白を示す手段が神判しか残されていないという時点で︑被

報提供者となる︒噂︑推測︑中傷など証明し得ないことでも積み重な

屋などで会食を共にする間柄であり︑このような場面では裁判官や刑

疑者はかなり不利な立場に立たされていると言えよう︒

ることになる︒ザール地方の裁判所管区の多くで被疑者の逮捕・一時

参区画によって告訴が受理されると︑被疑者の逮捕・拘留が行われ

吏︑参審員らの守秘義務は守られなかったのだろう︒こうして村人︑
当局両方の協力を得て︑証拠が仕立て上げられていく︒委員会のメン
バーは法学的な知識どころか読み書きの能力すら欠けていることがま
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る支払い要求に基づいた委員の拘留といった記録は見当たらない︒こ

とした︒しかし委員の財産没収やその後の困窮︑あるいは裁判所によ

るようなら高等裁判所弁職によって委員会から取り立てられるべし﹂

に対して領主は委員会に費用の徴収を促し︑﹁それでも支払いが遅れ

〇二年レバッハでの魔女裁判に関し費用の支払いが滞っていた︒これ

れることになるはずだが︑実際には必ずしもそうではなかった︒

一六

支払いが遅滞した場合には︑委員会は保証人として費用負担を要求さ

費用を取り立て︑不足分を共同体全体から徴収する任務を請け負った︒

が裁判費用を負担する際にも︑委員会は裁判後に被告の親族から裁判

たのである︒また︑被告に有罪の判決が下り︑被告あるいはその遺族

払わねばならず︑そのための保証人を立てねば裁判は受理されなかっ

被告が無罪を証明し︑釈放を勝ち取った際には原告側が裁判費用を支

事者は対等の立場に立つと考えられていたため︑被告人の拘留に際し
ロ
ては原告側も保証金を積むか︑保証人を立てなければならなかった︒

のかたちを残しており︑司直が職権で裁判を開始する場合を除き︑当

裁判費用の保証人としての役割である︒当時の裁判は形式上弾劾訴訟

に加えて委員会が果たすべきもう一つの重要な任務があった︒それは

をも代行していたのである︒告発に当たり︑証拠集めと告訴状の作成

したのだが︑完全に逃げおおせた者は少数で︑再び捕れば当然の事なが

粗末なものでもあった︒監視体制の腐敗と不備から脱獄はしばしば成功

うに︑被疑者が拘留され︑非公式の拷問を受ける牢獄は多くの場合︑

しかしまた︑拘留中の外部との接触や逃亡がしばしば成功していたよ

く書記が立ち会うこともないので︑記録には残されないものだった︒

いった拷問めいた方法が取られた︒これはもちろん正規の拷問ではな

四〇時間以上眠らせない︑火の側に転がしておいて火傷を負わせると

視を行っていたことが分かる︒またそのような監視に際しては囚人を

の研究では︑委員会が当局から委任を受けて尋問以外の時の被告の監

は守られなかったわけである︒牟田氏の紹介するシュポンハイム伯領

共同体の一員として証言を行うことがあったであろう︒証人の中立性

とがあった︒証人を集めるのは委員会の仕事であったし︑委員自身も

な法廷での証言に先立って委員会による独自の証人尋問が行われるこ

る︒さらに証人と対面しながらの審問︵対質︶も行われた︒このよう

との対面も行われた︒被告に面と向かって告発が再現されるわけであ

捕えられた魔女の自白に基づいていた場合は︑告発者である魔女本人

はまず予審手続きとして︑告発内容を読んで聞かされる︒告発が既に

さらに裁判の進行にも委員会は深く関与していた︒捕えられた被告

判が滞り︑予想以上の費用がかかってしまった場合などには委員会が
の
代表として当局に異議申し立てを行い︑裁判費用の調整をつけた︒

拘留は委員会の仕事の一つとされていた︒委員会は当局の警察的機能

ういつた領主の要求は実際には威嚇的措置あるいは権力の誇示という

ら逃亡は罪のより明確な証拠とみなされた︒また複数の囚人が一つの牢

れ

意味合いに過ぎなかったようである︒委員会は裁判領主と裁判費用を

につながれるということもあったらしいが︑このことは自白の共通性

む

交渉することができ︑それでも折り合いがっかない場合は︑所轄の裁

を形づくる上で重要な役割を果たしたと見るべきであろう︒

れ

判領主をランデスヘルに上訴するという道が残されていたのである︒裁
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やかな尋問﹂の時点で自白をしているのは一七件確認されている︒彼

完全に記録が残っている六九件の裁判のうち︑拷問によらない﹁穏

︵羅︶圏白の形成と処刑

役割しか果たしておらず︑教会が魔女犯罪の中心においた悪魔とのか

いうより具体的な害悪魔術であった︒悪魔はザ﹂ル地方では副次的な

り︑有罪判決の明らかな理由として強調されたのは︑悪魔との関係と

涜といった記述はみられない︒告発や証言内容の主要な構成要素であ

力を差し出すために現れる︒夫と喧嘩をしてその暴力から逃げている

は決まって被告が経済的・精神的に困窮している時︑辺鄙な場所で助

ある程度の一致がみられる︒例えば︑悪魔に関する叙述である︒悪魔

手続きの最重要目標とされた︒拷問の末引き出された自白の内容には︑

においては自白が最も重要な証拠とみなされ︑自白の獲得こそが裁判

﹁自白は証拠の女王である﹂という法格言があるように︑糾問裁判

いては民衆の魔女観念がエリートのそれとは異なるかたちで表れている︒

作されたことは自明なことであるが︑ザール地方においては民衆魔術ひ

が自自をすることになる︒魔女裁判においては自白が審問官によって操

ずれにせよ︑最終的には厳しい拷問と尋問によってほとんど全ての被告

術使いに繋がっていることが分かる︒﹁魔女集会は悪魔崇拝の場﹂と

小高い丘の上などで行われた︒ここでも民衆の魔女観念は伝統的な妖

ろ︑昔から魔術が行われてきた︑古い儀式の場所︑オークの森や荒野︑

のみ語られたことに注意したい︒魔女の集会は人里離れた辺鄙なとこ

あった︒しかしこのような倒錯の世界は︑民衆の伝統的観念の枠内で

世界と対称をなす︑悪徳︑悪意︑暴力と残酷と醜さの支配する世界で

反世界の叙述が始まった︒そこは真実︑善︑貞節と調和のキリスト教

述であろう︒魔女のダンス場への飛行︑魔女セクトの集会︑悪魔的な

行為の描写も精密化してくる︒その最も顕著な例がサバトに関する叙

始める︒一五九〇年以降になると教会の魔女教理の要素が増加し始め︑

時代が下るにつれ︑しだいに教会の魔女教理の要素が自白にも現れ

ゆ

らは自白によって釈放されると約束されたか︑拷問道具を見せられ脅さ

かわりがほとんど問題とされなかったのである︒

時︑夫が投獄され一人きりになってしまった時︑家から追い出されて

いう教会の魔女教理に対し︑ザール地方のサバトでは悪魔の存在は触

れ

れた︑あるいは自白による魂の救済を吹き込まれるかしたのだろう︒い

しまった時︑このような不幸な状況の中で被告は悪魔と取引するので

れられないか︑単にほのめかされたに過ぎなかった︒ここでは悪魔的

お

ある︒ザール地方での悪魔の容姿は様々である︒最初の誘惑の際には

な食べ物や飲み物︑音楽やダンス︑またそこで行われる害悪魔術が叙

む

述の中心であり︑悪魔崇拝や幼児の生蟄︑性的オルギアやその他幻想

大抵人間の姿で現れている︒女性の前には﹁黒い人間﹂﹁幼い少年﹂
﹁若者﹂﹁徒歩傭兵﹂などの姿で︑男性の前には﹁若い女性﹂﹁華奢な

わずかに得られた自白からは次のようなサバトの様子が再現できる︒

的な出来事は述べられないままだったのである︒

服﹂﹁黄色い髭﹂など様々な描写がみられる︒しかし一五七七〜八八

魔女セクトのメンバーは少数であったり︑百人を越えたりと幅がある

女﹂の姿で︑あるいは﹁つま先の割れた足をもつ人間﹂﹁縞柄の青い

年の裁判では︑悪魔との契約︑誓絶︑魔女セクト︑聖餐式のパンの冒
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す最も基本的な食べ物として神の祝福を受けたものだったのである︒

のだった︒民衆生活においても︑塩は腐敗を防ぎ︑パンは飢えを満た

である︒この二つの食べ物は教会の儀式の上でも特別な︑象徴的なも

うな料理の数々︒ここで特徴的なのは塩とパンがなかったという叙述

匂いのする飲み物︑あるいは全く食べられそうにない吐き気を催すよ

遠いものとして描かれている︒腐ったような︑味のしない肉︑奇妙な

しない時もあった︒宴会の食べ物はしばしば食欲をそそるものとは程

を奏でたり踊ったりする︒仕上げにみんなで害悪魔術を行うが︑そう

をした悪魔に乗って飛んでくる︒彼らは飲み食いの宴を楽しみ︑音楽

のだが︑各々が魔法の膏薬を塗りつけた箒や熊手︑あるいは動物の姿

タンの助力によるものと認あたのである︒

分かる︒被告は裁判官の誘導尋問によって自らの犯罪行為を妖術やサ

罪行為で訴えられても︑最初の拷問の後に方向転換が行われることが

妨害したのである︒また当初泥棒や殺人︑姦通や嬰児殺害など他の犯

当時の人々が魔女に対して持っていた先入観や予備知識はこの決定を

自身によって話されなければならない﹂と明文でもって定めているが︑

カロリナ法典は第五六条で﹁被告は悪事の状況を示唆されない︒被告

広く知るところとなった︒これは裁判手続きの明らかな欠点であった︒

までもが委員会には筒抜けであり︑そのため魔女の罪の告自は人々の

判の非公開性は守られることはなかった︒審問記録︑被告の供述内容

委員会は審理のほぼ最初から最後までに関わっており︑その意味で裁

告発と証言︑そして被告の自白が出揃うと︑カロリナ法典に基づい

の

食事の後︑あるいは食事と平行して魔女のダンスと音楽が始まる︒雄
山羊の角︑半分朽ちかかった木︑馬の頭蓋骨や真鍮製のパイプなどを

女行為として認めてしまう︒また拘留中に他の囚人と接触があったこ

不思議な出来事についての情報を得ており︑それをしばしば自分の魔

逮捕される前に︑あれやこれやの害悪魔術の風評や︑近隣で起こった

うな自白内容の一致には︑次のような背景があったのだろう︒被告は

それが現実に起こったことである明白な証拠と映った︒しかしこのよ

かった樋︑このように奇妙に一致した自白は︑審問官たちにとっては

抑止と共同体の安全の回復を宣言する一つのセレモニ〜だったのであ

しめの意味をもっていた︒処刑は裁判領主の権力誇示であり︑犯罪の

下されるとそれに基づいて刑が執行されるが︑死刑執行は多分に見せ

らは形式的原告という立場で出席したが︑委員会が裁判の陰の進行役
お
のみならず︑表の存在としても認知されていたことが分かる︒判決が

イムの場合︑この判決言い渡しの場面にも委員会が登場している︒彼

が難しい場合は大学法学部に鑑定を依頼するケースもあった︒判決は
ロ
儀式的に︑カロリナ法典の定める形式に則って行われた︒シュポンハ

て判決が下された︒裁判官︑参審員︑領主の公証人らが協議し︑判決

と︑予審段階で処刑された魔女の自白を読み聞かせられることも共通

る︒また同時に委員会の権力とその働きの成果が共同体の前に示され

用いた︑奇妙な音楽が演奏されたのだった︒

の魔女犯罪のイメージを形成する要因となっただろうが︑さらに委員

ることともなった︒処刑場には多くの見物人が詰め掛け︑魔女が罪人

自白に基づいた事実関係の調査が裁判所によって行われることはな

会という組織によって裁判記録の流出が行われたことが考えられる︒
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ここで人々の知るところとなり︑典型的な魔女の姿が民衆の意識に刻

観衆を前にして判決文が読み上げられる︒魔女の自白の詳細な内容も

の印である手押し車に乗せられ︑首かせをはめられて運ばれてくると︑

しい村人であり︑全財産をもってしても膨れ上がった裁判費用を支払

た裁判費用を抑制する必要があった︒裁判にかけられるのは大概が貧

費用明細の開示を求めるケースも多かった︒他方︑高等裁判領主もま

が現れた︒在地司直の横暴をランデスヘルに訴え︑裁判費用の減免や

お

まれる一つの契機となった︒

女にとって抑止︑見せしめの効果をもったこと︒二つ目は︑当局と民

は︑魔女を排除し︑それによる新たな犯罪を未然に防ぎ︑また他の魔

この刑の執行によって共同体には三つの利益がもたらされた︒一つ

︵四︶魔女裁判の経済

細かに規定することでその不正なつり上げを防ごうとした︒ここでも

られている︒一六三〇年に出されたトリ⁝ア大司教令は裁判費用を事

ランデスヘルの側からも裁判費用の不正なつり上げに対する措置が取

者に対する告発は裁判領主にとって支出超過を意味していた︒そして︑

所轄の裁判領主であったからである︒そのため手続きの遅滞や貧しい

う能力のない者もいたが︑その場合費用を弁済することになったのは

衆︑両者の協力関係が築かれたことで一つの成果をなしえたこと︒そ

大司教は在地の役人や大司教の全権委員よりも︑村の魔女委員会にそ

の法外な裁判費用作成の罪を帰している︒委員会方式に対する当局の

して最後は︑処刑者の財産没収の権利を得たことである︒

魔女裁判の費用はしばしば膨大な額に達した︒ロートリンデンで行

行われており︑ロートリンデンにおいては︑この財産没収は法的に認め

は力ロリナ法典が禁ずるところだったのだが︑ザール地方では慣習的に

あるいは委員会の負握するところとなった︒魔女裁判のための財産没収

れたのである︒この額は処刑者の財産をもって当てられるか︑共同体

では二二五グルデン︑すなわち穀物約四五〇樽分に値する額が供出さ

の額が押収された︒またプファルツーーツヴァイブリュッケンでの裁判

ランケン︵ワイン約二〇〇〇樽分︑または穀物一〇六マルテルに相当︶

や牧師は一〇グルデン以上を受け取っている︒村の居酒屋の主人は被

使者には一五グルデン︑刑吏には三〇グルデン六アルプス︑聴罪司祭

ルの公証人は二ニグルデン六アルプス︑参審員は一人三・五グルデン︑

ス︑両地域のシュルトハイスは合わせて一〇四グルデン︑ランデスヘ

とビッシュフェルドのアムトマンは合わせて六九グルデン一〇アルプ

ここでは村の様々な役割を持つ人々が収入を得ていた︒ザールブルグ

六二九年ヴァーレン高等裁判所で行われた裁判の一例を挙げてみよう︒

魔女裁判の法外な費用とは一体どのように使われたのだろうか︒一

不信は根強かった︒

られてさえいた︒裁判によって家族を奪われ︑社会的に苦境に立たされ

告人の賄いと裁判官の食事代で一四グルデン︑そして委員会は職務に

われた裁判では個々の事例で大きな差があるものの︑最大一五〇〇フ

た遺族は︑このような措置によって経済的にも追い詰められたのである︒

対する報酬として八○グルデン以上を受け取っているのである︒法外

め

しかし法外な費用の取り立てに対しては︑住民の側から活発な抵抗
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を問題としていたのではなかった︒彼らは証人︑委員会のメンバ⁝や

たことは先述したとおりであるが︑これは必ずしも費用の高額さのみ

な裁判費用の徴収に対しては村人の側から苦情の訴えが数多く出され

たない貧乏人相手に裁判がしばしば行われたことからも明らかである︒

く︑付随する結果に過ぎなかった︒それは没収されるだけの財産をも

しかし︑このような経済的利害は魔女裁判の副次的な動機ですらな

︵五︶魔女裁判の諸機能

魔女すなわち魔術的な危険を排除するという姿勢の背景には︑不幸

居酒屋の主人︑設備援助者としての村人の働きに対する報酬について

用をめぐる妥協が成立していた︒その限りでは︑魔女裁判は確かに金

やその他自分にとって思わしくない事態の責任を︑自分以外の誰かに

では︑人々に隣人を告発し︑火刑台に送らせた動機は何だったのか︒

銭的利益と結びつくものだったのであろう︒カロリナの規定に拘束さ

求めるという態度がある︒ビールの醸造に失敗した︑性的不能になっ

は触れず︑公証人の食事代や刑吏︑在地司直の要求する報酬を問題と

れ︑魔女裁判における金銭的利害を持たなかったランデスヘルは︑村

た︑初産の母親が赤ん坊を死なせてしまった︑こうした自分の怠惰や

そして︑魔女迫害は村に何をもたらしたのだろうか︒結果的に見れば

人と在地のアムトマンの間の金銭的不均衡の調整装置として利用され

失敗︑無能力で説明されるべき事柄が全て魔女という抽象的人物に帰

した︒それは裁判に関与した共同体の構成員が受け取るはずの費用だっ

たにすぎなかったのである︒一方財産の押収権が法的に認められ︑主

され︑やがて特定の具体的人物に対する憎しみや恐怖に転化するので

絶え心ない密告と告発︑隣人同士の猜疑の風潮︑家族や友人を奪われ

に在地司直が魔女裁判を主導したロートリンデンでは︑逆に裁判費用

ある︒被害者は意識的にせよ無意識的にせよ︑自分の不幸が自然的理

たからである︒トリーアやプファルツ博ツヴァイブリュッケンのよう

は極力抑えられた︒これは裁判の実費を差し引いても司直の収入がな

由で説明がつくような場合にも超自然的な説明の方を好むという状況

る苦しみのみを生んだ魔女狩りが︑本来意図していたものは何だった

るべく多く残るようにするためである︒ナッサウーーザールブリュッケ

がしばしば見られる︒﹁自分が怠慢で︑無能だったために起こしてし

な︑ランデスヘルの監視が骨董の周縁部にまで行き渡らないようなと

ンではうンデスヘルの監視が在地司直に対しても行き届いており︑強

まった災難は︑自分の敵の悪意と魔術的技術のせいにする方がずっと

のだろうか︒

い制御力を持っていた︒方伯は魔女裁判を特別禁止したりもしなかっ

魅力的だったのであろう﹂︒魔女迫害は人々の﹁面子を保たせる﹂機

ころでは︑高等裁判領主以下の中間支配集団と村人たちの間で裁判費

たが︑アムトマンの横暴を許しもしなかった︒これは先述したように

能をも果たしていたのである︒

害モデルを示したが︑これは魔女裁判の犠牲者の多くが村の貧民層︑

マクファーレンは︑人々の罪の意識が迫害に転化するという魔女迫

の

人道的動機からではなく︑経済的な理由によるのであり︑実際ここで
も慎重にことを進める限り魔女裁判は決して損な商売ではなかったの
である︒
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かに良心の呵責を感じ︑相手の復讐を恐れるのである︒魔女に不利な

藤に悩むことになる︒喜捨という当然の救いを拒んだ村人は心のどこ

い弱者に対し︑村人は常にキリスト教的隣人愛と私有財産意識との葛

犯罪のひとつの典型をなしていた︒隣人の助力に頼らねば生活できな

富む説明と言えるだろう︒喜捨を断られた仕返しという動機は︑魔女

老年層あるいは未亡人など﹁弱者﹂の立場にあったことからも示唆に

前のそれとではっきり異なるのは︑近世の魔女狩りが民衆の魔術的世

害の十分条件とは言えないだろう︒一六世紀からの魔女裁判と近世以

害がピ⁝クに達した時期とも重なっている︒しかしそれだけでは大迫

作︑略奪の不安は村人の危機意識を高めただろう︒この時期は魔女迫

よる荒廃も確かに無関係とはいえない︒悪天候とその結果としての凶

起こったのか︒一六世紀半ばにはじまる﹁小氷河期﹂︑三十年戦争に

では民衆魔術で対抗できたはずの魔女に対し︑なぜ大規模な迫害が

なった︒しかし﹁もし後で自分をひどい目に遭わせたら︑ウィッチと

ると︑そのような態度自体が後に魔女として訴えられる明白な証拠と

つ者が多かった︒喜捨を断られた方が罵りの言葉を吐いてこれに応え

れに対して民衆が求めたのは害悪魔術の防止であり︑具体的に自分た

悪魔との契約︑つまり宗教的逸脱や内面的︑倫理的な罪であった︒こ

のって行われたということだろう︒ここでは魔女犯罪の最重要要件は

界とは別個のシステム︑つまり上層権力による機械的裁判システムに

の

証言をする者は︑何らかの形で被告に非寛容的態度で接した経験を持

して火焙りにしてやるぞ﹂という脅しの言葉から分かるように︑呪い

ちに害を与えるものの排除であった︒悪の秘密結社としての魔女のセ

の必要条件は民衆には異質なものだったのではないだろうか︒しかし

は彼自身の良心の呵責にあったのである︒つまり︑魔女迫害は人々の

このように魔女迫害は人々の心の負担を軽減させただけではなく︑

この密告の連鎖こそが魔女迫害を拡大させた大きな要因であったこと

クトという観念は民衆にはなく︑魔女同士を密告させるという裁判上

実質的な災いを取り除き︑不安と緊張状態を緩和し︑共同体の秩序を

は間違いない︒実際民衆の行った告発は伝統的な害悪魔術を取り上げ

罪の意識を軽減させる装置として機能していたのである︒

安定させる機能をもった︒農村における魔女迫害は︑民衆にとっては

たものがほとんどであったし︑またそれを証明するために中世的な神

から近世にかけてほとんど変化してはいなかったのである︒ここで︑

本来は日々を生き抜くための必要悪であったとさえ言うことができる

しかし一方で人々は病気︑悪天候やその他の自然災害︑日常生活に

民衆と民衆とは異質であったはずのエリートの裁判システム︑これら

判が説得力をもったことは既に述べた︒つまり民衆の観念世界は中世

おける様々な危険に対し︑対抗・防衛魔術を行う術を心得ていた︒危

を結びつける装置として︑委員会の存在が再び注目される︒委員会は

かもしれない︒

険な魔女の悪行は確かに村人にとって脅威だったが︑対抗できないも

村の魔女狩りが遂行される上での機能的要件となったのである︒

そしてこの委員会を支えたもう一つの機能的要件が︑﹁村の魔女解

のではなかったのだ︒村人は古来よりのやり方で︑日常生活における
様々な危険を克服していたのである︒
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捨てて去ったとする︒そしてその後︑施しを断わった者が病気や食物

されるのである︒施しを断られた貧しい老女が何か呪いの言葉を言い

が生じた時には迷うことなく害悪魔術の存在が自明のものとして確認

魔術には特定の状況的背景が固定的に想定され︑それに一致した状況

う解釈に方向付けられる︒そこに選択的解釈の余地は無い︒ある害悪

質的に評価し︑その逸脱の程度が大きければ大きいほど﹁魔女﹂とい

化し︑その中での変化や逸脱がどの程度﹁正常﹂を超えているか量的・

していた︒日常生活の特殊な状況においてとられうる行動をカテゴリー

釈モデル﹂である︒村人たちは共同体に独自の典型的な魔女像を共有

形財産だったのである︒

のわたしたちが考える以上に︑共同体に生きるために絶対不可欠な無

ような背景があってのことだろう︒近世の人々にとって名誉とは今日

価が確定されるのである︒人々がとりわけ名誉を重んじたことはその

たちで拡大解釈され︑その人物の共同体における﹁魔女﹂としての評

逸脱行為はその後修正されることはできず︑むしろ噂や中傷というか

く︒魔女解釈モデルはそこで初めてその威力を発揮する︒一度示した

いったん争いや疑惑が生ずればとどまることなくエスカレートしてい

ある︒このような環境の中では人々の関係は良くも悪くも親密であり︑

り︑共同体で受ける評価はその人物の価値を決定するものだったので
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の腐敗など何かしらの不幸を経験すると︑それは間違いなくあの貧し

︵1︶ジェフリー・B・ラッセル著︑野村美紀子訳﹃魔術の歴史﹄筑摩書

い老女の呪いに帰せられるのである︒カロリナ法典に定められた徴表
の観念も︑このような魔女解釈モデルに援用されたといえるだろう︒

ド

いたという記述すら見られる︒鐸ぴ魯︒薯坤ρ6︒︒メω■謬・

録には︑処刑された魔女の脚の一部が家畜の病気に対して用いられて

対抗物とされたのである︒また一六一七年のザールウェリンゲンの記

た︒これはもらったリンゴか魔女の存在かがもたらした病気に対する

人の娘は魔女とされた隣人の女性の家から密かに塩とパンを盗んでき

度か家を訪問しているが︑その後この住人は病気になってしまう︒住

からリンゴを一つもらい︑家にしまっておいた︒さらにこの女性は何

︵4︶次の例を参照︒マンデルンの住民が︑隣人の女性︵魔女との噂あり︶

入れ︑家畜小屋に吊るしておくなど︒図ド移︒襲β罵︒︒メ︒︒．︒︒い●

イモムシ等を宙に放る︑家畜を病気にするために毒をもつブヨを袋に

観念において行われる魔術である︒害虫を発生させるためにミミズや

︵3︶模倣魔術ぎ回︒α︒陣︒冨魯窪は︑似たものは似たものを作り出すという

︵2︶閃冨げ︒傷く貫罵︒︒メ︒︒．

房︑一九八七年︑一九頁︑五九〜七二頁参照︒

お

てであった︒そこでの人間関係は正に全人的︑直接的な付きあいであ

う世界が人々の生きる全世界であり︑共同体の人間関係がつまりは全

は補償されることができる︒しかし近世においては狭い一共同体とい

いる︒ある場面ではマイナスの評価を受けても︑別の場面でその欠点

く仕事︑家庭︑地域︑趣味のサークル等々︑多様な生活世界を持って

かの形で密接な絆を共有しているのである︒今日わたしたちはおそら

で行われたことを思い出して欲しい︒裁判に巻き込まれる人々は何ら

中で形成される︒告発がしばしば隣人関係や親戚関係にある人々の間

たのである︒この魔女解釈モデルは︑共同体内部の緊密な人間関係の

や︑そのための魔術的能力をもった人間にある事態を仮定するものだっ

魔女迫害は︑ある事件の解明を目指すものではなく︑人を害する動機

註

九八三年︑九七〜一〇三頁参照︒

︵5︶ジュール・ミシュレ著︑篠田浩一郎訳﹃魔女︵上︶﹄岩波書店︑一

第三部は実務的な魔女審問の手引きになっている︒魔女狩りの時代を
通して審問官の実用的なハンドブックとして︑一五二一年までに十数

されている︒第二部は具体的な魔女の悪行について細かく述べられ︑

う忌まわしい異端の存在を否定すること自体が非難されるべきことと

瀬久子訳﹃魔女・産婆・看護婦−女性医療家の歴史﹄法政大学出版会︑

9画毘︒務舅翫亀︒雪警ソ︾島の鳥︒欝凹舞︒霞ω簿窪警Φ裏尺αQo瞬辱島︒匿αQo剛︒冨轡

版を数えた︒蛍艮︒げQ︒隅窪αqo斜囲臨巳︒げ貯︒︒韓︒臣PO禽罵︒港針差舞

︵6︶バーバラ・論旨レンライタ︑ディァドリi・イングリッシュ著︑長
一九九六年︒

︵7︶度会好一﹃魔女幻想一呪術から読み解くヨーロッパー﹄中央公論社︑

く︒臣画．≦・圃．Qり︒匿畠譜護帥馨ぽ︒臣罵◎QP

︵14︶トマス︑一九九三︑六四頁︒

一九九九年︑九五〜一〇八頁参照︒
︵8︶団．貯げ︒襲陣ρ竈ゆ㌍︒︒・α露一図ピ審︒襲貫諸露震聲綴・×・溜駿︒N豊N隣

できるかもしれないが︑そうすると言う保証をすることはできない︑

通例この点では一致していて︑黒鼠をすれば実際に結果を生むことが

︵15︶教会における祈りは本来強制的な作用を持たない︒﹁教会の教えは︑

というものであった︒﹂トマス︑一九九三︑五六頁︒

Ooω︒匪︒簿︒諸島Ooωo野︒げ臨駅戸瞬温︒隠︒︒−B面罵8﹁︵以

下︑国■凹瀞︒襲置窃器と略す︒︶

調・×o﹃o㌍貯

QりoN幽艶紹欝魯︒回︒町Q器①貯舘ミ津軽圃器鯉窪ミ＜o鍔欝蝕坤ωの︒ωく︒臣護9︒oQ置戸畠

局のところ魔術というのは一種の盗みなのである︒﹃盗っ人﹄という非

︵9︶﹁近世的な物質的︑象徴的な財の定常性という思考からすると︑結

田︑一九九七︑二九六頁︒

えに対人の喧嘩で罵り言葉としてよく用いられたことは銘記しておい

みの連続性︑そしてこれが著しく名誉を損なうものであり︑それがゆ

はそれ自体の徳よりも︑ずっと高い徳を持つものになるよう命じられ

こうしたものに対する︑祭服︑司祭の冠︑十字架︑そして巡礼の杖に
誓って行われる教会の悪魔祓いと清めとは︑聖なる神学の礼拝式とい
うよりむしろ黒魔術のものである⁝そうした悪魔祓によって︑被造物

︵17︶﹁酒︑パン︑ロウソク︑水︑塩︑そして油︑さらに香︑祭壇の石︑

九八年︑一〇二〜一〇五頁参照︒︵以下︑上山︑一九九八と略す︒︶

︵16︶上山安敏﹃魔女とキリスト教ーヨーロッパ学再考1﹄講談社︑一九

︵10︶阿部謹也﹃西洋中世の罪と罰−亡霊の社会史﹄弘文堂︑一九八八年置

偽りの信仰によってなされるわけで︑それは悪魔の業の本質なのであ

る︒そのように魔力をかけられた被造物に変化がないわけではないが︑

難がエスカレートして﹃魔女﹄呼ばわりに至る例は数多い︒魔術と盗

一六九〜二〇七頁参照︒︵以下︑阿部︑一九八八と略す︒︶

成されている︒第一部は悪魔学の概説とも言うべきもので︑特に女性

︵ラテン名インスティトーリス︶の手になる書物で︑大きく三部から構

︵13︶ドミニコ会士ヤレコブ・シュプレンガーとハインリヒ・クラーメル

藤原書店︑一九九一年︑一八五頁︒

︵12︶アグネ・ジェラール著︑池田健二訳﹃ヨーロッパ中世社会史事典﹄

頁参照︒また婚前妊娠の統計については同書二三八〜二三九頁参照︒

愛と性i新しい愛の歴史学1﹄白水社︑一九八九年︑一二四〜＝二〇

ニアは歯︒聖ヨブは痘瘡︒そして︑炎症を起こした乳房は聖アガタで

れものと痴癩には︑コスマスとダミアヌス︒聖クララは眼︒聖アポロー

たけ︑聖マルガレタといえば︑ルーキーナにまさる産婆であり︑⁝は

しても特に適切な聖人がそれぞれ決まっていた︒﹁聖ロクスはペストに

信仰生活には偶像崇拝的な要素が数多く見られる︒聖人はそれぞれ特
定の職業と結びつけられ︑その守護神とみなされたし︑また病気に際

︵18︶閃電首玉≦P罵︒︒メQ︒．暴論またこのような祝福だけでなく︑民衆の

る︒﹂トマス︑一九九三︑七〇頁︒

てよかろう︒﹂牟田和夫﹁魔女狩りは女性迫害だったのか﹂︑上山・牟

︵11︶ジャン陥ルイ・フランドラン著︑蔵持不三也・野池恵子訳﹃農民の

の悪に対する抵抗力のなさが強調されている︒ここでは魔女信仰とい
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︵28︶団●匿9襲凶ρ国罵㌍︒︒．︒︒N−︒︒ひ．

に妖術使いとして訴えられることになる︒この委員選出の様子を示す

︵29︶郎門移窪三ρ6誼

ある︒﹂トマス︑一九九三︑三七〜三八頁︒

︵19︶ミュシャンブレは民衆の信仰世界における無知と︑大多数の聖職者

〇〇年︑三六〜三七頁参照︒︵以下︑牟田︑二〇〇〇と略す︒︶

︵23︶牟田和夫﹃魔女裁判−魔術と民衆のドイツ史1﹄吉川弘文館︑二〇

︵22︶上山︑一九九八︑ 一二頁参照︒

︵21︶阿部︑一九八八︑二〇〇頁︒

認められている︒上山︑一九九八︑一〇六〜一〇七頁参照︒

︵20︶カノン・エピスコピの成立については不透明な部分が多く︑偽書の

ブレ︑一九八六︑四一頁︒

祭︶の大部分は︑信仰箇条を知らないのでございます︒﹄﹂ミュシャン

ナンシーでロレーヌ公を前にして表明した見解によれば︑﹃私ども︵司

君に帰せしめらるる場合のごとし︑されば︑かかる慣習およびこれと

合に︑妻子が乞食杖をつくに至らしめられ︑しかして︑その財産は主

︵31︶第二一八条﹁⁝もし︑ある非行者が⁝生より死へと罰せらるべき場

参照︒

牟田和夫﹁村の魔女狩り﹂︑上山・牟田︑一九九七︑二一七〜二二五頁

判所の参審員の前で宣誓させ︑これに訓示を与えるというプロセスが
あった︒当局が委員会をその管理下におさめようとした努力を見るこ
とが出来るが︑このような当局の関与も形式的なものにとどまった︒

︵30︶シュポンハイム伯領では委員会のメンバーにアムトマン及び都市裁

されたのである︒

数少ない史料は︑まさにそのクラーセルの裁判における証言として残

Q︒■︒︒鋒この最初の拒絶によってクラーセルは後

の同程度の無知を指摘している︒﹁一五二〇年にジャン・グラピオンが︑

︵24︶森島恒雄﹃魔女狩り﹄岩波書店︑一九七〇年︑六四頁︒

疑いも強いが︑グラティアヌスやトマス・アクィナスによって権威を

︵25︶例えばアルラウネの人形︑珊瑚のペンダント︑魔除けの呪文が書か

同じき慣習につきて︑朕は︑各司直が︑かかる慣習を廃すること︑し
かして︑各司直は︑朕が︑皇帝の権力よりして︑それを廃止し︑否認

し︑除去したる上は︑それらは︑以後︑行使せられ︑使用せられ︑維

れた紙や十字架といった様々な魔除けのアイテムは︑火事や落雷︑泥

持せらるべからず︑かつ︑以後も︑導入せざるべからざるを︑遵守す
︵32︶田■冨げ︒薯陣p回壌押︒︒．︒︒︒︒■

棒や人殺し︑悪霊に対して有効であると同時に︑家や家畜小屋につるして

︵33︶牟田和夫﹁村の魔女狩り﹂︑上山・牟田︑一九九七︑二一九〜二二

おくと魔女が入ってこないとも考えられていた︒団■ド移窪くβ罵︒︒8Q︒．

︵26︶団■留げ︒襲貫 騒 誼 Ψ Q ︒ ● ま ■

二頁︒トリーア大司教領ではすでに一五八○年に選帝侯ヤコブ・フォ

べきなることを︑欲するものなり︒﹂塙︑一九六八︑二九七〜二九八頁︒

︵27︶カロリナ法典では裁判の実行や判決に際して疑問が生じた場合はそ

ン・トリーアによって︑カール百世の刑事裁判令に従い︑処刑者の財

刈O●

し︑と規定している︒またとりわけ刑事裁判の場合には最小の経費で

産を没収することを禁じた法令が出されている︒選君侯ヨハン・フォ

の母法都市︵オ！ベルホーフ︶に訴訟記録を送付し︑鑑定を求めるべ

教示を求めうる最寄の法科大学︑都市︑コミューンなどにも鑑定を依

後継者であるフィリップ︒クリストフ・ゼーテルンも勅令を公布して

いる︒内容的には一五九一年の法令を踏襲したものであるが︑共同体

ン・シェーネベルクによる一五九一年の法令に続き︑一六三〇年には︑

の魔女委員会を非難することに力点がおかれ︑裁判費用を細かく規定

汗すべし︑としている︵第二一九条︶︒二面訳﹁カルル五千刑事裁判令

のための使者の旅費や謝礼金が魔女裁判の費用をつり上げていたこと

〜二九九頁参照︒︵以下︑塙︑ 一九六八と略す︒︶またこのような鑑定

している︒しかし似たような法令が幾度も出されていることは︑当局

︵カロリナ︶﹂︵﹃神戸法学雑誌﹄︑第一八巻第二号︑一九六八年︶二九八

も特記すべきだろう︒
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されないのが後者であるが︑機械的に加算されて﹁完全なる徴表﹂と

ての徴表に分けられた︵第一九条︶︒単独では証拠として十分とはみな

いる︵第一八条︶︒さらに徴表は﹁完全なる徴表﹂と﹁疑惑断片﹂とし

よびうるに十分な動機︑疑惑を呼ぶような行動といった犯罪を類推さ
せる要素を︑拷問を正式に行うための証拠として用いることを許して

︵34︶カロリナ法典では︑現行犯以外には﹁徴表﹂すなわちその犯罪にお

るともいえるだろう︒閃ド騒︒燭謀P回聡押Q︒■いω跨

による監督を行き渡らせ︑委員会を禁止することの困難さを示してい

和または対立状態にたてるや否やを調査することが相当なり︒このと

﹁供述者︵証人︶が︑責を帰せられたる者と︑特別なる︑敵対関係︑不

︵40︶証人の中立性はカロリナ法典に定められるところである︒第三一条

ン公に上訴している︒田．門移︒巽鴬園面戸Q︒．ゆ口h

した︒そしてこの返還が滞ると︑委員会はさらにツヴァイブリュッケ

魔女裁判の費用総額は八五一グルデンであったが︑委員会は五二七グ
ルデンを処刑者の親族から取り立て︑村で立て替えていた残額を返還

︵39︶

禁じられた︒

て︑トマス・アクィナスやレオ四世︑ステファヌス五聖らはこれを排
下し︑＝＝五年第こうテラノ公会議で聖職者がこれに関わることは

︵35︶神判︵神明裁判︶は健全な人間理性に反し︑神を試みる行為だとし

三二頁を参照︒

︵41︶牟田和夫﹁村の魔女狩り﹂︑上山・牟田︑一九九七︑二三二〜二三

び二三九〜二四〇頁参照︒

も証人の適格性について言及している︒塙︑一九六八︑二二八頁およ

それが探知せられたる場合には︑かかる供述者は︑その被理責者に不

き︑もしかかる敵対関係︑不和または対立状態が歴然たるか︑または︑

するよう所轄の裁判領主ゲオルグ︒ヴィルヘルム・ゼーテルンに要求

一例を紹介する︒一五九二年ノイキルヒェン高等裁判所で行われた

なることが出来た︵第二七条︑第二八条︶︒塙︑一九六八︑二二一〜二

︵36︶例えば﹁魔女との接触﹂が何らかのしるしを現すという観念に基づ

三頁を参照︒シュポンハイム押領はライン・モーゼル両河に挟まれた

しかし宗教的にも政治的にも安定せず︑カトリックであるトリーアや

地域に属する小国であり︑一五五七年からはルター派となっていた︒

利を与うるかかる供述につきて信ぜらるべからず﹂また第六三条以下

いた﹁触死審﹂﹁棺桶裁判﹂といった神判がある︒若曽根健治﹃中世ド
若曽根︑ 一九九八と略す︒︶次のエピソードを参照︒﹁ビュービンゲン

バーゲンの影響を強く受けることになった︒

イッの刑事裁判一生成と展開﹄︑多賀出版︑一九九八︑三八七頁︒︵以下︑

の住民の一人が自分の長患いをある女性のせいだと言い残して死んだ︒

︵42︶例えば︑メルチンゲンのラウエル・バーベルはモンクレール城の牢

三日．後にはロスハイムで再び捕らえられてしまっている︒田．門9︒げ︒襲貫

の壁から大きな石を一つ抜き取り︑逃げおおせることに成功した︒しかし

につながれ︑監視人の買収にも失敗していたが︑拘留の六週間目に牢

そこでその女性は立会人の前でその死体に触れてみなければならなかっ

Q︒■ゆPまた魔女は真の涙を流さないとして︑涙が出るかどうか調べる

魔女として捕らえるのに十分すぎる証拠であった︒﹂甲骨移︒襲昼罵ゆ把

一8朗QQ噸δ園．

た︒彼女が手を触れると死体から黒い液体が流れ出た︒これは彼女を

﹁涙試問﹂︑悪魔との契約のしるしである悪魔の噛み傷を探す﹁針試問﹂

を拘置するために造られ用意せられたるものにして︑彼らを激しくか

ここでは遵守されなかったようである︒第一一条﹁⁝牢は︑囚人ども

つ故意に苦しむるために造られ用意せられたるものにあらざることが︑

︵43︶カロリナ法典には牢の環境︑囚人同士の分離が指示されているが︑

またカロリナ法典の当該条項は第十二〜一五条︒塙︑﹁九六八︑二一

なども有名である︒

八〜二二〇頁︒

特に注意せらるべし︒しかして︑囚人が一名を越ゆる場合には︑牢舎

︵37︶牟田和夫﹁村の魔女狩り﹂︑上山・牟田︑一九九七︑二三六頁参照︒

︵3 8 ︶ 剛 ● 羅 げ ︒ 望 貫回壌剖ω●罵蹄
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繁子）
近世ドイツ農村における民衆と魔女（小林

西洋史論集

達せられるという原理﹂があったのである︒若曽根︑
一〜四四〇頁を参照︒

︵51︶団■び替窪く5硲露り︒︒■一一ωハ

︵50︶塙︑一九六八︑二三六頁︒

が可能なる限りは︑彼らは相互に分離せらるべし︒かくは︑彼らが虚
言にまどわされて相互に団結すること︑または︑彼らが自己の行為の
非を取り繕わむと欲するほどに相互に相談をなしうること︑なからむ

一九九八︑四三

由来する︶︑あるいは自白を必要としたのである︒この後者は証明方法

得た証人か︵一人の承認は証人のないのに等しいという命題はここに

前で全ての告白を大きな︑はっきりした声で二度読み上げ︑被告はそ

吏と公証人もまたそこに到着する︒記録を作成する公証人が出席者の

み聞かせられる︒そして︑被告はその内容を全て真実と認めた︒彼女
はマンデルン高等裁判所に送られ︑法廷で七人の参審員︑下級財務官

の公証人イーデン博士の立会いのもと︑被告はその告白をもう一度読

ブルグ城伯︑ケルのシュルトハイス︑マンデルンの参審員︑トリーア

︵52︶トリーアのマンデルン高等裁判所の一六二八年のケース︒﹁グリム

がためなり︒﹂塙︑ 一九六八︑︸＝八頁︒
︵44︶即冨げ︒襲凶ρ一 罵 ㌍ Q Q 噸 δ ω ．

女王である︶︒自白が訴訟法上このような重要な意義をもっていたため

の成果であるとみなされた︵oo口乞島︒器αq貯帥畷︒げ毘︒臣窟羅自白は証拠の

れを一つ一つ確認した︒先述の公証人イーデン博士は参審員にカール

︵45︶﹁被疑者の有罪を証明するためには︑少なくとも二人の完全資格を

に︑ひとびとは︑刑事訴訟においては︑あらゆる手段をあげて︑必要

五世の刑事裁判令に基づいて判決を起草し︑提出するよう促した︒参審員

層

Qり．國け憎

︵53︶牟田和夫﹁村の魔女狩り﹂︑上山・牟田︑

囲燈ゆ一

一九九七︑二三三頁参照︒

はこれを協議し︑しかる後判決を公証人に手渡した⁝﹂畔ピ善︒襲貫

とあれば拷問によって︑自白を獲得しようと努力した︒訴訟における
改訂版﹄創

自白の重要性は︑拷問の廃止に対する主たる障害となった︒﹂ミッタイ

スーーリーベリッヒ著︑世良晃志郎訳﹃ドイツ法制史概説
文社︑一九七一年︑五〇二頁︒
︵4 6 ︶ 潤 冨 げ 窪 く 陣 p一壌訓Q︒．δい跨

ムトマンがマイエルと公証人の立会いのもと没収する︒動産は次の週

市で競売にかけられ︑家︑畑︑牧草地その他の不動産は決められた期

︵54︶ロートリンデンでの財産押収の例︒処刑者の遺産は権限を持ったア

日に公開で売却された︒家畜や家具︑フライパンや鍋に至るまで家財

︵47︶甲冨げ︒襲凶⑦ L 聡 ㌍ ︒ り ■ 黒 田 肺

それを確認するよう定められており︑ここでも帝国法が遵守されてい

︵49︶カロリナ法典では︑魔術に関する具体的な自白が得られた場合には

︵48︶甲冨ぴ︒襲昼回遷押の9δ︒︒︒

ないわけである︒第五二条﹁⁝かくて︑もし︑被拷間者が︑あるもの

ク・フォン・ローデン夫妻の遺産は家を一〇〇〇フランケン︑その他

家財道具を七二〜一〇五フランケンで競売にかけられた︒図び替窪く貫

道具一式が当局の手に転がり込んだ︒一五九三年に処刑されたシュトッ

も︑保持したることを示すときは︑人は︑かかるものを見出しうるや

一場㌍鉾匿◎︒跨

を︑かかる魔法の用に供せらるべく地中に埋めたること︑しからずと
否やを知らむがため︑それを探すべし︒﹂塙︑一九六八︑二三五頁︒自

対する裁判と処刑が行われたが︑所轄のシュミットブルグ高等裁判領

ヴァイブリュッケン方伯に苦情を訴えている︒ここでは三人の魔女に

主クリストフ・ブラウンによって多額の費用が徴収されていた︒方伯

︵55︶例えば︑一六三三年にはゴネスヴァイラーの住人がプファルツーーツ

とする︑自白を今日的な意味での証明手段とする観念はカロリナ法典

き性格を受け継いでいた︒自白に対して検証︵反証︶が行われるべき
にあらわれていたものの︑近世初期にはなかなか浸透しなかった︒﹁当

はこの苦情に対し︑次のように答えている︒﹁クリストフ・ブラウンの

白は当事者主義的訴訟の流れから︑ 一種の被告による宣誓とも言うべ

事者の承伏さえあれば︑﹇実体的真実の探求を放棄して﹈裁判の目的は
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刑者の遺族である六人のゴネスヴァイラーの住民が訴訟をおこした︒

ない︒﹂そこで相続人であるクリストフ・ブラウンの娘を相手取り︑処

る︒この差し押さえは撤回され︑直ちに正確に返還されなければなら

封土の相続人は原告︵住民︶と和解すべし︒差し押さえられた金その
他は財産の没収であり︑法にも︑帝国法にも基づいていないようであ

で喜捨を受け取った者は投獄されるか︑三日以内に大司教管区を去ら

を区別している︒

教令は追放されるべき異邦の乞食と︑保護されるべきその地の貧民と

体の責任としてはっきりと要求している︒一六世紀末に出された大司

局の管轄であったが︑カトリック地域ではこれはとりわけ教会に委ね
られた︒一五三三年のトリーア大司教令は︑貧民や孤児の救済を共同

ねばならないとされた︒一方保護を受けることができた貧民は︑修道

一六九九年になるともっと厳しく規定され︑異邦人

ノイキルヒェン高等裁判所マイエルと共同裁判領主ヨハン・ラインハ
ルト・ゼーテルンがこれに立ち会った︒﹁近隣におけるほかの処刑と比

院の寄付金や大司教の財務局の年次手当をもって養われた︒

一六七三
年には施療院や孤児院︑慈善基金が多く設置され︑貧民に労働の場を

べても異常なほど全てがとんでもない高額に達している︒他の高等裁
判所︵管区︶と同じように行うべきだ﹂と原告側は主張している︒甲

Q︒■N給摘

与えた︒団

ド善象≦ρ罵溜

冨げ︒薯貫岡聡押︒︒︒匿︒︒跨

︵61︶ザール地方の魔女迫害と三十年戦争の関連を見ると︑戦禍は魔女狩

りを引き起こしたというよりむしろ収束の方向に向かわせている︒こ

︵56︶団．冨げ︒薯置一 ＄ ㌍ Q ︒ ． 鵬 ω 肺

︵57︶団．冨9襲繭oL壌拶Q︒温ま肺

を疑う風潮が一般化し始めたことなどが考えられる︒その中でも︑一

ほぼ終了していた︒魔女狩りの終焉については戦争の物質的・人的被

一六三三〜三四年に迫害の増加を見たが︑

︵60︶鋭蜜8賊臣磐ρ罵刈ρ︒︒．まωn嵩累またトマス︑

六六〇年代からヘルシャフト主導で他のヨーロッパ地域から移住が盛

一六三五年以降告発は下火になり︑三十年戦争後半には迫害の時代は

〜八三三頁参照︒個々人の良心が残虐な魔女狩りを引き起こしたとい
うテーゼを考えるとき︑魔女狩りの終焉を貧民に対する社会の対応の
変化から見ることができる︒つまり貧民救済が個人の善意から社会的

んに行われた結果︑共同体独自の伝統的魔女像が崩壊したというラブ

こでは一六二六〜三〇年︑

義務となったことである︒当局による慈善事業の始まりは︑遅くとも

ヴィーの指摘は興味深い︒移住者の流入によって村の人闇関係図が大

︵58︶団■び鞍︒曼貫蜀量り︒︒．竃︒︒h

一九九三︑八一〇

一七世紀半ばには見ることができる︒宗教改革による教会財産の世俗

きく書き換えられ︑密告の連鎖が途絶えた︒さらに村の魔女裁判の基

︵59︶トマス︑一九九三︑七九〇頁参照︒

化は︑支配当局に後の施療院や救貧院といった︑貧民の保護や福祉の

準になっていた共同体固有の魔女モデルが失われ︑共同体全体の協力

の伝統的魔女信仰の断絶あるいは変質という説明モデルは非常に興味

体制の下で裁判を行うことができなくなった︒この人口政策による村

害で裁判が事実上続行不能になったこと︑インテリ層による魔女迫害
非難︑啓蒙が浸透してきたこと︑村人たちの間にも魔女裁判の有効性

ケン大公領︑ルター派のナッサウロザールブリュッケン方伯領の世教

ための資金をもたらした︒カルヴァン派のプファルツ目ツヴァイブリユッ

区では︑当局によって教会の贈罪金や寄付金からの慈善基金が運営さ

なものであり︑時代と共に変化するものであった︒大迫害時代以前に
は魔女は善悪両面を備えた︑恐れられながらも村人の尊敬を受ける存

︵62︶団●門移鶏二ρ回聡押G︒．まω腕しかし村独自の魔女解釈モデルも流動的

深い︒田．凹移︒豊凶ρ窃ゆ押Q︒●博い肺

れていたことが分かる︒ナッサウーーザールブリュッケンでは︑一八世

紀には個人の乞食や貧民への喜捨は三グルデンの罰金刑を科されるま
でになっている︒これまで個人的に行われていた慈善行為が組織化さ
れた援助金の分配へと変革されたのである︒この変化はカトリック地
域でも同様である︒ただ︑プロテスタント地域では主に慈善は世俗当
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在であった︒それが迫害時代を通じ︑教会の不断の喧伝によって魔女
は恐ろしい悪行を行う危険な存在となっていく︒そして︺七世紀末か
ら一八世紀にかけて上からの徹底した迷信批判と啓蒙によって︑人々

女大迫害時代に繋がっている︒それはおそらく中世以前からその意味

内容︑解釈を変えながら存在し続け︑受け継がれてきた民衆文化の一

つの表れなのである︒緊密な人間関係の中で形成された内在的な民衆

固有の論理は︑外在的要素を受け入れ姿を変えつつも︑決してそれ自

はしだいに魔女に超自然的弓を認めなくなっていった︒またもともと
民衆に馴染みの薄かった悪魔学的諸観念︵悪魔との契約・聖廟︑魔女

体が押しやられ︑失われることはなかった︒魔術的観念はその実体性

本稿では魔女迫害を村独自のイニシアティブによるものとしてその

を迎えて久しい現代においてすら見られるものなのである︒

を失いひとつの﹁民俗﹂どなったのであるが︑その名残は啓蒙の時代

セクト等︶もしだいにその影を薄めていき︑民衆の観念世界からは再
び失われた︒
︵63︶︾■鼠8欲﹃冨器 温 鷺 ρ Q ︒ ■ 一 ひ 刈 跨

るなど︶の噂は︑しばしば長年にわたって流布する︒告発の内容もそ

︵64︶不倫・盗み︵詐欺行為を含む︶︑その他序名誉な行為︵妻が夫を殴

内部組織﹁魔女委員会﹂を中心に村の魔女狩りを見てきたが︑残念な

詳細な検討を加えることも︑今後の課題として残されている︒さらに

らかにされていない︒また裁判に関係した人々の相互関係について︑

がらこの委員会の構成員の社会的出自や共同体における地位などは明

の噂に準ずる場合が多い︒例えば一六一九年リスドルフで魔女裁判を
うけたシュナイダー1ーアウグスティンは︑以前から多くの愛人を作っ

ているとの噂があり︑告発の罪状も﹁他人の妻に愛の魔術をかけ︑誘
惑しょうとした﹂であった︒団噸ド移︒襲β罵9ρQ︒．Pωい肺

緊密な人間関係の内部における噂︑中傷の機能︑人々の名誉感覚など

魔女迫害の終焉と共に︑民衆にとって魔女はもう存在しなくなった

かんになった地域史研究は︑これまでエリートによる記述のみに頼り

を再現することができるはずである︒八O年代半ばから︑ドイツでさ

社会心理学の側面に光を当てることで︑よりリアルな近世の民衆世界

のだろうか︒むしろ︑魔女は新しい解釈モデルに従い形を変えて存続

がちであった魔女研究を大きく転換させうるものであることは既に述

おわりに

していたと見るべきであろう︒民衆は教会の魔女像︑とりわけ悪魔と

地域史研究という地味ながらも丁寧な仕事を再評価していくことで︑

べた︒しかしその成果は日本では十分に検討されているとは言い難い︒

え︑女性の不道徳性︑性的放縦という解釈モデルを作り出した︒魔女

魔女研究に新たな展望が開けてくるのではないだろうか︒

の愛人関係やサバトにおけるオルギアといった要素に独自の解釈を加

は名誉に関わる悪口の一種と位置付けられ︑畷︒×①︵魔女︶と置型︒

︵売女︶はともに相手の名誉を傷つけるためにほぼ同義の言葉として
慣用的に用いられたのである︒今日でもおそらく用いられている﹁魔
女﹂﹁売女﹂﹁泥棒﹂という悪口のもとを辿っていくと︑この悲惨な魔
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