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第１章　地域・著者・史料

　本章は、研究の核となる史料の分析と比較・検討を行うにあたって、
その前提としてヴェストファーレン公領における魔女迫害と史料を巡る
諸状況を説明することを目的としている。まずは史料の著者であるハイ
ンリヒ・フォン・シュルトハイスが活動した17世紀ヴェストファーレン
公領における行政・司法制度の状況を説明する1。そして、魔女裁判をめ

1 ケルン選帝侯領、およびヴェストファーレン公領のラント史、および諸
制度・裁判管区等については以下の文献を参照。Horst�Conrad,�„Splendor�
Familiae.“�Generationsdisziplin�und�Politik�bei�der�Familie�von�Fürstenberg.�
Eine�Skizze,� in:�SüdWestfalen�Archiv,�Nr.�6,�2006,�S.�105-126;�Franz�Reiner�
Erkens,�Wilhelm�Janssen,�Das�Erzstift�Köln� im�geschichtlichen�Überblick,� in:�
Nordrhein-Westfälisches�Hauptstaatarchiv� (Hrsg.),�Kurköln,�Land�unter�dem�
Krummstab,�Kevelar�1985,�S.19-42;�Wilhelm�Janssen,�Marschallamt�Westfalen
－Amt�Waldenburg－Grafschaft�Arnsberg－Herrschaft�Bilstein-Fredeburg:�
Die�Entstehung�des�Territoriums�„Herzogtum�Westfalen“,� in:�Harm�Klueting�
(Hrsg.),�Das�Herzogtum�Westfalen:�Das�kurkölnische�Herzogtum�Westfalen�
von�den�Anfängen�der�kölnischen�Herrschaft� im�südlichen�Westfalen�bis�
zur�Säkularisation�1803,�Münster�2009,�S.�235-268;�Harm�Klueting,�Arnsberg�
als�Hauptstadt�und�Wechselresidenz� in�der�Zeit�der�Kölner�Kurfürsten�
(1371-1802),� in:�Arnsberger�Heimatbund� (Hrsg.),� 750� Jahre�Arnsberg:�Zur�
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ぐる事情を述べると共に、特にケルン選帝侯領における魔女迫害の特徴
である「魔女コミサール」という存在について論じる2。第２節において

Geschichte�der�Stadt�und� ihrer�Bürger,�Arnsberg�1989,�S.� 65-108;�Ders.,�
Das�kurkölnische�Herzogtum�Westfalen�als�geistliches�Territorium� im�16.�
bis�18.� Jahrhundert,� in:�Harm�Klueting� (Hrsg.),�Das�Herzogtum�Westfalen:�
Das�kurkölnische�Herzogtum�Westfalen�von�den�Anfängen�der�kölnischen�
Herrschaft�im�südlichen�Westfalen�bis�zur�Säkularisation�1803,�Münster�2009,�
S.�443-518;�Gerhard�Köbler,�Historisches�Lexikon�der�deutschen�Länder:�die�
deutschen�Territorien�und�reichsunmittelbaren�Geschlechter�vom�Mittelalter�
bis�zur�Gegenwart,�München�1995;�Helmut�Lahrkamp,�Helmut�Richtering,�
Die�Geschichte�des�Geschlechtes�von�Fürstenberg� im�17.� Jahrhundert,�
Aschendorff�1971;�Andreas�Müller,�Zwischen�Kontinuität�und�Wandel:�Der�
Adel� im�kurkölnischen�Herzogtum�Westfalen,� in:�Harm�Klueting� (Hrsg.),�
Das�Herzogtum�Westfalen:�Das�kurkölnische�Herzogtum�Westfalen�von�
den�Anfängen�der�kölnischen�Herrschaft� im�südlichen�Westfalen�bis�zur�
Säkularisation�1803,�Münster�2009,�S.� 419-442;�Wolf-Dietrich�Penning,�Die�
weltlichen�Zentralbehörden� im�Erzstift�Köln�von�der� ersten�Hälfte�des�
15.� bis� zum�Beginn�des� 17.� Jahrhunderts,�Bonn�1977;�Klaus�Scholz,�Das�
Spätmittelalter,� in:�Wilhelm�Kohl� (Hrsg.),�Westfälische�Geschichte�Bd.� 1:�
Von�den�Anfängen�bis�zum�Ende�des�alten�Reiches,�Düsseldorf�1983,�S.�403-�
468;�Gerd�Schwerhoff,�Köln� im�Kreuzverhör.�Kriminalität,�Herrschaft�und�
Gesellschaft� in�einer�frühneuzeitlichen�Stadt,�Bonn�1991;�Thomas�Simon�und�
Markus�Keller,�Kurköln,�in:�Karl�Härter�(Hrsg.),�Deutsches�Reich�und�geistliche�
Kurfürstentümer� (Kurmainz,�Kurköln,�Kurtrier),�Frankfurt�a.M.�1996,�S.�423-
600;�Monika�Storm,�Das�Herzogtum�Westfalen,�das�Vest�Recklinghausen�und�
das�rheinische�Erzstift�Köln:�Kurköln� in�seinen�Teilen,� in:�Harm�Klueting�
(Hrsg.),�Das�Herzogtum�Westfalen:�Das�kurkölnische�Herzogtum�Westfalen�
von�den�Anfängen�der�kölnischen�Herrschaft� im�südlichen�Westfalen�bis�
zur�Säkularisation�1803,�Münster�2009,�S.�343-362;�Dieter�Strauch,�Das�Hohe�
Weltliche�Gericht�zu�Köln,�in:�Dieter�Laum,�Adolf�Klein,�Dieter�Strauch�(Hrsg.),�
Rheinische�Justiz,�Geschichte�und�Gegenwart,�175�Jahre�Oberlandesgericht�
Köln,�Köln�1994,�S.�743-831�;�Ferdinand�Walter,�Entwicklung�ihrer�Verfassung�
von�fünfzehnten�Jahrhundert�bis�zu�ihrem�Untergang,�Bonn�1866.
2 ケルン選帝侯領、ヴェストファーレン公領、および周辺領域における魔女
迫害については以下の文献を参照。Thomas�Paul�Becker,�Hexenverfolgung�in�
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はそれを受けて、著者ハインリヒ・フォン・シュルトハイスと史料であ
る『詳細なる手引き』を取り挙げ、史料の性質について考察し3、その上

Kurköln� :Kritische�Anmerkungen�zu�Gerhard�Schormanns�„Krieg�gegen�die�
Hexen“,� in:�Annalen�des�Historischen�Vereins�für�den�Niederrhein�195,�1992,�
S.�204-214;�Ders.,�Krämer,�Kriecher,�Kommissare.�Dezentralisierung�als�Mittel�
kurkölnischer�Herrschaftspraxis� in�Hexereiangelegenheiten,� in:�Rita�Voltmer�
(Hrsg.),�Hexenverfolgung�und�Herrschaftspraxis,�Trier�2005,�S.�183-204;�Rainer�
Decker,�Die�Hexenverfolgungen� im�Hochstift�Paderborn,� in:�Westfälische�
Zeitschrift,�Bd.� 128,� 1978,� S.� 315-356;�Ders.,�Die�Hexenverfolgungen� im�
Herzogtum�Westfalen,� in:�Westfälische�Zeitschrift,�Bd.�131/132,�1981/1982,�
S.� 339-377;�Peter�Arnold�Heuser,�Die�kurkölnische�Hexenprozessordnung�
von� 1607� und�die�Kostenordnung� von� 1628,� Studien� zur� kurkölnischen�
Hexenordnung,�Teil� II� (Verbreitung� und�Rezeption),� in:�Westfälische�
Zeitschrift,�Bd.�165,�2015,�S.�181-�256.�Ders.,�Die�Nadelprobe�(Stigmaprobe)� in�
kurkölnishcen�Hexenprozesssen.�Studien�zur�Kontroverse�zwischen�Peter�
Oestermann�und�Johannes�Jordanaeus�(1629-�1630),�in:�Westfälische�Zeitschrift,�
Bd.�166,�2016,�S.�213-�266;�Ders.,� Juristen� in�kurkölnishcen�Hexenprozessen�
der�Frühen�Neuzeit.�Studien�zu�Konsultation�und�Kommission�im�peinlichen�
Strafprozess�in:�Rheinische�Vierteljahrsblätter,�Bd.�81,�2017,�S.�61-�117;�Shigeko�
Kobayashi,�Kommisar�und�Bittschrift� in�der�Kurkölnischen�Hexenverfolgung,�
in:�5.�Deutsch-japanisch-koreanisches�Stipendiatenseminar�(Japanisch-Deutsches�
Zentrum�Berlin),�Bd.�63,�2012,�S.�77-85;�Gerhard�Schormann,�Hexenprozesse�
in�Nordwestdeutschland,�Hildesheim�1977;�Ders.,�Der�Krieg�gegen�die�Hexen�
:�das�Ausrottungsprogramm�des�Kurfürsten�von�Köln,�Göttingen�1991;�Ders.,�
Die�Hexenprozesse�im�Kurfürstentum�Köln,� in:�Gunter�Franz,�Franz�Irsigler�
(Hrsg.),�Hexenglaube�und�Hexenprozesse� im�Raum�Rhein-Mosel-Saar,�Trier�
1995,�S.� 181-193;�Friedrich�Wilhelm�Siebel,�Die�Hexenverfolgung� in�Köln,�
Dissertation�(Bonn)�1959;�小林繁子『近世ドイツの魔女裁判』ミネルヴァ書房、
2015年；林毅「中・近世ケルン市における魔女裁判」『ドイツ中世自治都市の諸
問題』敬文堂、1997年、227-249頁；ヴォルフガング・ベーリンガー（長谷川直
子訳）『魔女と魔女狩り』刀水書房、2014年。
3 ハインリヒ・フォン・シュルトハイスと著作である『詳細なる手引き』に
ついては、特に以下の文献を参照。Rainer�Decker,�Ein�Hexenverfolger�und�
Heiligenverehrer:�Der�Arnsberger�Jurist�Dr.�Heinrich�von�Schultheiß�und�
sein�Hausalter,� in:�Michael�Senger,�Patrone�und�Heilige� im�kurkölnischen�
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で続く本論におけるシュルトハイスのテクストの検討方法を提示する。

第１節　17世紀ヴェストファーレン公領の魔女迫害

（１）対象地域の地理的概要と裁判権
　17世紀において、ヴェストファーレン公領はケルン選帝侯領の一部で
あった。ケルン選帝侯はライン流域にあるボンを拠点としていたが、こ
のライン流域の地域の他に選帝侯はいくつかの飛び地を所領として保有
していた。近世のケルン選帝侯領は大きく分けて３つの部分に分けられ、
ライン川左岸に位置するライン流域の大司教領（約4,300㎢）、フェスト・
レックリングハウゼン（約600㎢）、ヴェストファーレン公領（約3,800㎢）

Sauerland,�Schmallenberg�1993,�S.� 209-212;�Ders.,�Der�Arnsberger�Hexen-
Richter�Dr.�Heinrich�v.�Schultheiß�(ca.�1580-1646),�in:�Heimatblätter.�Zeitschrift�
des�Arnsberger�Heimatbundes,�16,�1995,�S.�22-35;�Ders.,�Die�Hexen-Richter�Dr.�
Heinrich�von�Schultheiß�(ca.�1580-1646)�aus�Scharmede,�in:�Detlef�Grothmann,�
750�Jahre�Salzkotten:�Geschichte�einer�westfälischen�Stadt�/�2.,�Paderborn�
1996,�S.�1045-1070;�Gunter�Franz,�Der�Malleus�Judicum,�Das�ist:�Gesetzhammer�
der�unbarmhertzigen�Hexenrichter�von�Cornelius�Pleier� im�Vergleich�mit�
Friedrich�Spees�Cautio�Criminalis,� in:�Hartmut�Lehmann,�Otto�Ulbricht,�
Vom�Unfug�des�Hexen-Prozess:�Gegner�der�Hexenverfolgungen�von�Johann�
Weyer�bis�Friedrich�Spee,�Wiesbaden�1992,�S.� 199-222;�Ralf�Peter�Fuchs,�
Hexenverfolgung�an�Ruhr�und�Lippe:�Die�Nutzung�der�Justiz�dutch�Herren�
und�Untertanen,�Münster�2002;�Tanja�Gawlich,�Der�Hexenkommissar�Heinrich�
von�Schultheiß�und�die�Hexenverfolgungen�im�Herzogtum�Westfalen,�in:�Harm�
Kluenting� (Hrsg.),�Das�kurkölniche�Herzogtum�Westfalen�von�den�Anfängen�
der�kölnischen�Herrschaft� im�südlichen�Westfalen�bis�zur�Säkularisation�
1803,�Münster�2009,�S.� 297-320;�Peter�Arnold�Heuser,�Rainer�Decker,�Die�
theologische�Fakultät�der�Universität�Köln�und�die�Hexenverfolgung:�Die�
Hexenprozess-instruktion� (1634)�des�Arnsberger�Juristen�Dr.�Heinrich�von�
Schultheiß� im�Spiegel�eines�Fakultätsgutachtens�von�1643,� in:�Westfälishce�
Zeitschrift,� Bd.� 164,� 2014,� S.� 171-219;� Jürgen�Macha,� Einerfundenes�
Hexereiverhör:�Zu�CAPVT�V.�der�INSTRVCTION�des�Heinrich�Schultheiß�
(1634),� in:�Burghart�Schmidt,�Katrin�Moeller� (Hrsg.),�Realität�und�Mythos.�
Hexenverfolgung�und�Rezeptionsgeschichte,�Hamburg�2003,�S.�24-32.
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があった（図１）。ケルン選帝侯領は17世紀の時点で約220,000の人口を
抱えていたと推測される4。

　17世紀の段階では、ケルン選帝侯領のこれら３つの部分は行政面にお
いてそれぞれで統一されていたが、しかしながらケルン選帝侯領として
ひとつにまとまっていたわけではなかった。確かにこれから見ていくよ
うに、ケルン選帝侯の代理人がヴェストファーレン公領を統治していた
し、魔女裁判令のようにケルン選帝侯が公布した法令がヴェストファー
レン公領においてすぐに適用されるといった連動性も存在した。また同
様に、司法のある面に限っては、最高裁判所がボンに定められているな

4 Erkens,�Janssen,�a.a.O.（註１），�S.�37;�Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�特に S.�
25.　なお、ヤンセンは大司教ディートリヒ二世・フォン・モールス（1385年
-1463年　在位：1414年-1463年）の統治期には、ライン流域の大司教領に少な
くとも100,000人、ヴェストファーレン公領に59,000人、フェスト・レックリン
グハウゼンに14,500人の人口を想定している。

図１　近世のケルン選帝侯領

出典：小林、『近世ドイツの魔女裁判』（註２）、38頁、図２より筆者加筆
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ど、統制が存在した面もある。しかし後に見るように、ヴェストファー
レン公領においては貴族をはじめとした諸身分の勢力が強く、とりわけ
刑事裁判権は諸身分の意向が強く反映される状況にあった。ケルン選帝
侯からの影響がなかったわけではないが、基本的にはこの面で高い自律
性を持っていたと言う事ができるのである。このようなことを説明する
ためには、近世のヴェストファーレン公領の状況だけでなく、ケルン選
帝侯領全体との関係を述べておかねばならない。
　まずはケルン選帝侯領を構成する、ヴァストファーレン公領を除く他
２つの地域を簡単に確認しておこう。ケルン選帝侯のお膝元であるライ
ン流域の大司教領は、ケルン市を境として、北部の下ライン部（Oberstift）
と南部の上ライン部（Unterstift）とに分けられる。さらに上ライン部、
下ライン部共に管区制が敷かれ、これに従って統治されていた。特に上
ライン部は、選帝侯の宮廷があるボンやブリュールといった比較的大き
い都市が存在し、ライン流域における選帝侯領の中心であったが、しか
し多くの細かい飛び地も抱えていた5。ボンには後述する世俗上級裁判所
や宮廷顧問会が常設された。とはいえやはり後述するように、コミサー
ルであるフランツ・ブイルマンが上ライン部に属するラインバハを中心
に活動し、ついには宮廷顧問会と衝突するに至った事を考えると、選帝
侯のお膝元である上ライン部であっても選帝侯の支配が完全に行き届い
ていたというわけではないようである。
　ところで、ライン流域における最大の都市であるケルン市については、
17世紀においてケルン選帝侯の都市ではなかった。ケルン市は13世紀に
政治的独立を勝ち取り、1475年以来帝国都市として振る舞ってきた。こ
れに対してケルン選帝侯はボンに居を移し、ボンが宮廷都市として発展
していくこととなった。林毅によれば、17世紀においてケルン選帝侯と
ケルン市は反目しあっていた6。ケルン市には選帝侯領下ライン部におけ
る上訴裁判所や選帝侯領全体における最高裁判所が設置されるなど、ケ
ルン市が完全に選帝侯領全体と無関係だったわけではなかったようであ
るが、やはり基本的にはケルン選帝侯に対して高い独立性を保持してい

5 小林、前掲書（註２）、37-38頁。
6 林、前掲論文（註２）、239頁。
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たと言える。
　フェスト・レックリングハウゼンは、ケルン選帝侯領を構成する３つ
の部分の内、最も小さな領域である。「フェスト」は低地ドイツ地方に
おいては裁判管区を意味しており、レックリングハウゼンと結びついて
登場するのは1359年になってからである。レックリングハウゼン市はは
じまりとしてはカロリング期の国王宮廷であったと伝えられている。こ
の土地はハインリヒ獅子公の凋落と共にケルン大司教の所領となった。
近世においてはレックリングハウゼン市にケルン選帝侯の代官が置か
れ、統治を代行していた7。
　一般的に、ケルン選帝侯領の一部としてのヴェストファーレン公領は
15世紀に成立したとされる。ヴェストファーレンという地域的呼称は
1180年にハインリヒ獅子公の凋落と共に形成されたが、すでに主要都市
であったアルンスベルクや、ヴェルル、リューテンなどはケルン大司教
の所領であり、それに加えてゲゼッケ、マルスベルク、ブリロン、メデ
バッハ、オルペ、アッテンドルン、バルヴェ、メンデンなどが皇帝の側
についた大司教に与えられた。ケルン大司教は、この地域における自ら
の領地の拡大のために新たな都市の建設や軍事的な征服を行い、また自
らの影響力を強めるために都市法の授与という方法を用いた8。1368年に
ケルン大司教領がアルンスベルク伯領を獲得すると、この土地がヴェス
トファーレンの中核となった。そして1444年のビルシュタインとフレー
デブルクの征服によって、ザウアーラントとヘルヴェークにおけるケル
ン大司教領を基盤としてある程度の統一された領域が生じた。14世紀の
半ば以来これらの地域は、後述するようにケルン大司教が「マルシャル」

7 Storm,�a.a.O.（註１），�S.�358;�小林、前掲書（註２）、39頁。
8 アッテンドルンやブリロン、ゲゼッケといった都市は大司教エンゲルベルト
一世（1185年-1225年　在位：1216年-1225年）の治世において都市法を獲得する
ことになった。大司教コンラート・フォン・ホッホシュターデン（1205年-1261
年　在位：1238年-1261年）はハレンベルク、シュマレンベルク、ヴィンター
ベルクといった都市を建設し、ハインリヒ二世・フォン・ヴィルネブルクは

（1244年-1332年　在位：1304年-1332年）は1311年にオルペに都市法を与えた。
Köbler,�Art.�Arnsberg,�in:�Historisches�Lexikon�der�deutschen�Länder,�1995,�S.�
22.
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と呼ばれる役職を置いて管理させたために「ヴェストファーレン・マル
シャル管区（Marschallamt）」と呼ばれていたが、15世紀のこれらの展
開によって「ヴェストファーレン公領」は形成された。1449年にハンザ
都市であったゾーストがフェーデの結果として大司教領から抜け出るこ
とになったが、これ以降ヴェストファーレン公領の地理的範囲は神聖
ローマ帝国の終焉に至るまで変わることはなかった9。
　ケルン選帝侯領全体における統治の体制についてはどのようになって
いたのだろうか。前述の宮廷顧問会は、その始まりを、1469年に選帝侯
ルプレヒト（1427年-1480年　在位：1463年-1480年）によって出された中
央行政に関する布告に基づいて集められた４人の委員会に見ることがで
きる。当初は不定期かつ開催地も様々であったが、16世紀の前半に固定
して宮廷で開催されるようになり、「宮廷顧問会」と呼ばれるようになっ
た10。1597年に出された選帝侯の法令によって、宮廷顧問会はボンに常
設されるようになった。また、当初は４人だった構成員も、時代が下る
につれて増えてゆき、17世紀には15人にまで増えていた11。顧問会は法
的な問題をとり扱うことが多かったため、必然的に構成員に占める法学
の素養のある人物の割合は大きくなっていった。16世紀の半ばまではラ
ンデスヘルが議長役を果たしていたが、16世紀後半には書記長や宮廷長
官がその任を果たすようになっていた。彼らは基本的に統治と行政の全
体的な問題を取り扱ったが、他方で選帝侯の法令への助言も行った。つ
まり、宮廷顧問会は、立法や税といった統治の諸問題についての最高機
関であったと言える12。さらに宮廷顧問会は統治や行政のみならず、後
述するように司法の面においても重要な機関であった。
　これに対して、15世紀にはヴェストファーレン公領における統治組織
も整備されていった。ヴェストファーレンにおける最高の行政府は「ラ
ント代官と顧問会（Landdrost�und�Räte）」と呼ばれる組織であった13。後

9 Ebd.,�S.�22;�Storm,�a.a.O.（註１），�S.�356-357.
10 Simon�und�Keller,�a.a.O.（註１），�S.�427.
11 小林、前掲書（註２）、47頁。
12 Simon�und�Keller,�a.a.O.（註１），�S.�426-427.
13 史料上はしばしばこの「ラント代官と顧問会」という文言が用いられる。
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述するように元々は別個に成立したラント代官と顧問会であったが、16
世紀の前半にひとつの統治機構として、「官房（Kanzlei）」と呼ばれたり
しながら共同で統治を行った14。「ラント代官と顧問会」の下には、ケル
ン選帝侯領の他の部分と同様に、管区（Amt）が統治における重要な区
分として存在した15。管区においては、管区の管理者が上級、下級の裁
判権を行使した。この各管区の長のことは「アムトマン（Amtmann）」
と呼ばれるが、近世においては他にも「代官（Drost）」あるいは「長官

（Schulte）」という言葉も同様の意味で用いられた16。
　ヴェストファーレン公領における統治組織についてもう少し詳しく見
ていこう。12世紀末にケルン大司教がこの地を獲得して以来、ヴェスト
ファーレンの統治と防衛のためにケルン大司教は「マルシャル

（Marschall）」を置き、その任にあたらせた。マルシャルについては、
大司教がその任命・罷免の権利を有しており、マルシャルは大司教に忠
誠を宣誓しなければならなかった。また、各管区長の任命権は大司教で
はなくマルシャルにあった。しかしながら、マルシャルが各管区長を任
命できるのは、その官職が質入れされていない場合に限られた。加えて、
マルシャル職自体もしばしば質入れされることになった17。質入れされ

Klueting,�a.a.O.（註１），�S.�451-455.
14 Ebd.,�S.�451.
15 16世紀半ばにおいて管区と裁判管区は対応していた。以下の27管区が存在し
たことが判明している。メンデン管区、ヴェルル管区、ネハイム管区、アルン
スベルク・ルール流域管区、ケルベッケ裁判区、ヒルシュベルク・アラーゲン
裁判区、ベレッケ裁判区、オスティングハウゼン管区、エルヴィッテ裁判区、
ゲゼッケ裁判区、リューテン裁判区、ブリロン裁判区、シュタットベルゲ裁判
区、コーゲルンベルク管区、カンシュタイン領、エヴェルスベルク管区、ライ
ステ裁判区、ベーデフェルト裁判区、メデバッハ裁判区、上フレーデブルク管
区、下フレーデブルク管区、ビルシュタイン管区、ヴァルデンブルク管区、
ヴァルベルト裁判区、ヘレフェルト裁判区、シュトクム裁判区、バルヴェ管区。
Storm,�a.a.O.（註１），�S.�357-358.
16 Ebd.,�S.�357.
17 たとえば、1370年頃にマルシャル職は一度パーダーボルン司教のものになり、
これを大司教は1376年に、ゾースト市から2000グルデンもの借金をすることで
債務を償還し、再び獲得した。しかし1455年頃のゾースト市とのフェーデに際
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た場合、それらの官職は貸し主によって世襲された。15世紀になるとヴェ
ストファーレンの多くの管区や役職が質入れされたが、大司教ディート
リヒ二世・フォン・モールスの下で官職の質入れが加速した。
　このようにしてマルシャルの権力が衰退していき、必然的にケルン大
司教の影響力が低下していくのとは対照的に、ヴェストファーレン公領
におけるラント等族の力は中世後期を通じて向上していた。1463年に彼
らは大司教に、マルシャルに自分たちの代理人として顧問会をつけるこ
とを了承させた18。ヴェストファーレンにおける顧問会は、ラント等族
の代表としての貴族からなる４人と、実際の統治業務を担当する４人の
学識ある市民で構成されていた19。ヴェストファーレン公領においては、
このような過程を経てマルシャルの権力とケルン大司教の影響力が低下
し、ヴェストファーレンの貴族たちと市民たちによって統治がなされて
いたと言える。
　他方、近世のヴェストファーレンにおいて、司法、行政、軍事におけ
るランデスヘルの代理人としての権限を持っている役人はラント代官で
あった。この官職がどのようにして成立したのかは不明であるが、ラン
ト代官は遅くとも1482年には官職として存在していたことが分かってい
る。ラント代官はマルシャルと同様に管区長を含む役人の任命権を持っ
たが、やはりケルン大司教がラント代官に対する任命・罷免の権限を持っ
ていた。ラント代官はそれまでのマルシャルの役割をほとんど受け継ぎ、
アルンスベルク市を拠点として統治を行った。ケルン大司教は、衰退し
たマルシャルの代わりにこのラント代官の官職を置くことで、ヴェスト
ファーレン公領における自らの影響力を再び強めようとしたのかもしれ
ない。しかしながら、後述するようにラント代官は原則として、この土
地、すなわちヴェストファーレン公領の出身であることが求められた20。
先述の顧問会も、その市民階層の構成員はアルンスベルクに居住してお

し、その費用のためにマルシャルの職はナッサウ＝ディレンブルク伯ヨハン四
世（1410-1475年）のものになった。Janssen,�a.a.O.（註１），�S.�251-252,�258-260.
18 Klueting,�a.a.O.（註１），�S.�452.
19 Ebd.,�S.�454.
20 Ebd.,�S.�452-454.
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り、結果としてアルンスベルクが公領の中心となった21。これらを合わ
せてしばしば「官房」と呼ばれるが、この「官房」は1590年にさらに拡大
し、１名の統治のための事務官とその下で働く多くの役人、さらにラン
ト造幣官、ラント書記、それとは別の公証人、検事（Advokatus�fisci）、
そしてランデスヘルの役人として上級財務官（Oberkellner）と上級狩猟
役人（Oberjägermeister）が属していた22。
　大司教の代理人と言っても、生地主義の原則もあって、ラント代官を
務めるのはヴェストファーレンにおいて権勢を誇る貴族である場合がほ
とんどであった。17世紀の初めにおいてヴェストファーレン公領におけ
るラント代官はカスパル・フォン・フュルステンベルク（1545年-1618年　
在任：1613年-1618年）であり、彼は亡父フリードリヒ（1510年-1567年）
よりビルシュタイン、ヴァルデンブルクの管区を継承し、これに加えて
ドロールスハーゲン、ヴェンデン、オルペ、アッテンドルン、フレーデ
ベルクの管区など公領の約４分の１において管区長であった23。本論稿
の対象である学識法曹ハインリヒ・フォン・シュルトハイスは主として
彼の管区で裁判を指揮しており、彼らの間には個人的な交友関係もあっ
たようである。また、近隣のパーダーボルン司教ディートリヒ・フォン・
フュルステンベルク（1546年-1618年　在位：1585年-1618年）は彼の弟で
あり、カスパルは彼にとっての助言者としてパーダーボルン司教領にも
影響力を持った24。カスパルはケルン大学において法学を学び、1563年
に法学の博士号を、1566年に教授資格を獲得していた25。カスパルの後
任であったヴィルヘルム・フォン・バイエルン（?-1657年　在任：1618
年-1624年）がケルン選帝侯エルンスト・フォン・バイエルン（1554年
-1612年　在位：1582年-1612年）の子であったように、ラント代官の選
出についてはランデスヘルの意向が強く反映される場合もあったようで

21 Storm,�a.a.O.（註１），�S.�357.
22 Klueting,�a.a.O.（註１），�S.�454.
23 Lahrkamp,�Richtering,�a.a.O.（註１），�S.9;�Schormann,�a.a.O.（註２），�1977,�S.�
100.
24 Decker,�a.a.O.（註２），�1981/1982,�S.�342.
25 Conrad,�a.a.O.（註１），�S.�112.
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あるが、しかし彼にしても生まれはアルンスベルクであり、生地主義に
反してはいない26。実際、エルンストの後任として1624年以降にラント
代官を務めたフリードリヒ・フォン・フュルステンベルク（1576年-1646
年　在任：1624年-1646年）はカスパル・フォン・フュルステンベルクの
子であった。このように、ヴェストファーレン公領におけるラント代官
は当地の有力貴族が務めており、各管区長もヴェストファーレンの貴族
によって占められていたのである27。
　次にケルン選帝侯領における司法制度について見ておきたい。当初、
ライン流域のケルン選帝侯領においては、ボン、ケルン、アンダーナッ
ハ、レッヘニヒ、ノイスに上級裁判所が存在した。しかし、16世紀前半
以降、選帝侯領における裁判機関の制限が試みられた。実際に1537年の
法令によって裁判機関の数は制限され、ボンとケルンにおける裁判所が
ライン流域の司教領において上訴裁判所と定められ、ボンの裁判所が上
ラインの、ケルンの裁判所が下ラインの下級裁判所にとっての上訴裁判
所となった。これによって両裁判所は、「世俗上級裁判所（Hohes�
weltliches�Gericht）」と呼ばれた28。さらにケルン市に常設された「世俗
宮廷裁判所（Weltliche�Hofgericht）」はライン流域における両世俗上級
裁判所から上訴された事件を取り扱うのみならず、ケルン選帝侯領の他
の地域からの上訴も引き受けた。ただし、宮廷顧問会に係属する事案は
この例外にあたった。宮廷顧問会と宮廷裁判所の管轄範囲は複雑に入り
組んでおり、個別の事案ごとにばらばらであった。とはいえ、宮廷裁判
所と宮廷顧問会は共に上訴裁判所として活動しながら、他方で宮廷顧問
会は宮廷裁判所に対する上訴審として帝国最高法院と共に利用されたの
で、一般的には宮廷顧問会が選帝侯領全体の裁判における最高機関で
あったようである29。

26 Klueting,�a.a.O.（註１），�S.�453.
27 Ebd.,�S.�454.�ヴェストファーレン公領の貴族たちについては、以下を参照せ
よ。Müller,�a.a.O.（註１）．
28 Strauch,�a.a.O.（註１），�S.�819.�なお、ボンの世俗上級裁判所は同時にボン市
や周辺の村落における第一審でもあった。Walter,�a.a.O.（註１），�S.�139.
29 Simon�und�Keller,�a.a.O.（註１），�S.�435-436.
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　ただし、これらは現在で言う民事事件に相当するようなケースの話で
あり、刑事事件については事情が異なる。刑事事件に関しては選帝侯領
全体にわたる権限を持つ裁判機関は存在しなかった30。確かにケルンと
ボンの世俗上級裁判所は宮廷顧問会と並んで中央の裁判機関としての権
限を持っていたが、その権限はライン流域の司教領に限られており、ヴェ
ストファーレン公領における流血裁判権の頂点はアルンスベルクの統治
機関（すなわちラント代官と顧問会）であった31。この点において、ヴェ
ストファーレン公領においてはケルン選帝侯に対する広範囲にわたる独
立性が保たれていた32。さらに、G.�ショアマンに拠れば、ケルン選帝侯
領においては16、17世紀の間、管区ごとに参審人裁判所が上級裁判権を
行使していたようである。ここでは７～ 14名の参審人が定められ、裁
判官である管区長の下で裁判を担当した33。上述のようにヴェスト
ファーレン公領の管区長は周辺の有力貴族であった34。ベーリンガーも
また、刑事裁判権が「貴族に質入れされていた」と評している35。
　以上見てきたように、ヴェストファーレン公領における刑事裁判権に
ついては、各管区に参審人裁判所が存在し、ラント代官と顧問会がその
上訴審であった。15世紀までの質入れの結果として官職は貴族たちの手
に保持され、またラント代官は基本的に現地出身の貴族が任命され、顧
問官達は現地の貴族たちと市民たちによって構成されていた。確かに法
令の公布等でケルン大司教（選帝侯）は影響力を持ち得たが、ヴェスト
ファーレン公領における刑事裁判権については、ほとんどヴェスト
ファーレン公領の諸身分に委ねられていたと言ってよい。すなわち、近
世のヴェストファーレン公領においては、統治においても刑事司法にお
いても、貴族をはじめとする諸身分がケルン大司教に対する高い自律性

30 小林、前掲書（註２）、48頁。
31 Ebd.,�S.�436.
32 Ebd.,�S.�427.�
33 Schorrmann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�3�0.
34 Ebd.,�S.�30.
35 Behringer,�a.a.O.（註２），�p.�116；ベーリンガー、前掲書（註２）、169頁。なお、
邦語訳では貴族に「牛耳られていた」と訳されているが、ここは前述のように「質
入れされていた」と読むべきであろう。
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を持っている状況にあったと言える。このような状況において、ヴェス
トファーレン公領の苛烈な魔女迫害が展開したのである。

（２）魔女裁判をめぐる状況
　ベーリンガーに拠れば、ケルン選帝侯領はヨーロッパでも最大規模の
苛烈な迫害の中心地であった36。彼は1626年から1635年に至るまでのケ
ルン選帝侯領全体での処刑者数をおよそ2,000人としているが、これは
彼によって取り挙げられたその他の地域より随分と苛烈であったように
見える。というのも、彼が表にした「最大規模の魔女狩り」の中でも、
ロレーヌ公領（1580年-1620年）やメクレンブルク（1570年-1630年）では
40年や60年の間で2,000人規模の処刑があったのに対して、ケルン選帝
侯領はわずか10年間の出来事だからである37。デッカーによると、1630
年頃にヴェストファーレン公領においてはおよそ1,100件の裁判が確認
でき、その際に逮捕された人の80％以上が処刑されている38。ここから
ヴェストファーレン公領における魔女迫害の苛烈さが推測できるだろ
う39。
　ベーリンガーはヴェストファーレン公領を含めたケルン選帝侯領にお
ける魔女迫害の時期を1626年から1635年の間と定めているが40、ガウ
リッヒはより細かく1590年頃、1630年頃、1655年頃の３つの時期に分け
ている41。これらのうち、最も多くの被害者を出したのは1628年から1630
年までの時期であるとされており、同時期はヴュルツブルク司教領にお
いても900人もの死者を出すなど、超領域的な裁判件数の高まりが特徴

36 Behringer,�a.a.O.（註２），�p.�130,�Table�4.3.�また、ケルン選帝侯領における迫
害の展開については小林、前掲書（註２）、74-82頁にも詳しい。
37 Behringer,�a.a.O.（註２），�p.�150.
38 べーリンガーの表に拠ると1560 ～ 1670年におよそ1350名の処刑があったと
されるスコットランドであるが、スコットランド高等法院における処刑率は、
約54％ほどだと言われている。ジェフリー・スカール、ジョン・カロウ（小泉
徹訳）『魔女狩り』岩波書店、2004年、54頁、表２。
39 Decker,�a.a.O.（註２），�1981/82,�S.�362,�374.
40 Behringer,�a.a.O.（註２），�p.�130,�Table�4.3.
41 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�309.
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となっていた42。それに比べ、1655年頃の迫害は規模が小さいものであっ
たことが知られている43。
　従来、ケルン選帝侯領での迫害の苛烈さの原因は、大司教であり選帝
侯でもあったフェルディナント・フォン・バイエルン（1577年-1650年　
在位：1612年-1650年）にあると見なされてきた。フェルディナントは、
ベーリンガーが述べるところの、ヨーロッパにおける「魔女迫害司教」
の一人に数えられる44。ショアマンはケルン選帝侯領における魔女迫害
を、若い頃にトリーアで教育を受けたこの選帝侯による、「絶滅プログ
ラム」であると評価している45。林毅もまた、ケルン市での魔女迫害増大

42 なぜこの時期にケルン選帝侯領で激しい迫害が行われたのかについては、
多様な原因が主張されてきた。例えば、ベーリンガーなどはこの超領域的な魔
女迫害の原因を極端な天候不順やそれに伴う不作と飢饉、疫病に求めている。
中央ヨーロッパ全体で迫害が激化したと言われる時期は気候史上で「小氷期」
と呼ばれる時期であり、とりわけ1620年代後半は、シュトゥットガルト市民の
日記やフランケンのツァイルという都市の市長の記録などから、異常気象に見
舞われたということがわかっている。とりわけ、このツァイルの市長ヨーハン・
ラングハウスの記録からは、当時の人々が霜による穀物の破壊を魔女の魔術に
よるものであると考えていたことが分かる。Behringer,�a.a.O.（註２），�pp.�113-
114;�黒川正剛『図説　魔女狩り』河出書房、2011年、95-99頁を参照。
43 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�309.
44 この「魔女迫害司教」にはフェルディナント・フォン・バイエルンの他に、
ヴュルツブルク司教フィリップ・アドルフ・フォン・エーレンベルク（Philipp�
Adolf�von�Ehrenberg）（1583年-1631年　在位：1623年-1631年）、マインツ選帝
侯ゲオルク・フリードリヒ・フォングライフェンクラウ（Georg�Friedrich�von�
Greiffenklau）（1573年-1629年　在位：1626年-1629年）、バンベルク司教ヨハン・
ゲオルク二世・フックス・フォン・ドルンハイム（Johann�Georg�II.�Fuchs�von�
Dornheim）（1586年-1633年　在位：1623年-1633年）などが含まれている。彼ら
の中でも、フェルディナントの在位期間中に処刑された魔女の数は群を抜いて
いる。Behringer,�a.a.O.（註２），�p.�109を参照。
45 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991.�とりわけその主張は「全ての背後には選帝
侯がいた。当局の管理はまったく明白である」という言葉によって表現されて
いる。Ebd.,�S.44.�この Schormann のケルン選帝侯領における魔女迫害観を、
小林繁子は „Schormanns�These“ と呼んでいる。Kobayashi,�a.a.O.（註２），�S.�
84.
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の原因をフェルディナントの政策に求め、「カトリック教を擁護しよう
とする彼の厳しい態度は、同時に厳しい魔女追及となって現れた」と述
べている46。
　ショアマンがフェルディナントをしてケルン選帝侯領における魔女迫
害の主導者であると主張する要因は、ケルン選帝侯領で1607年と1628年
の二度にわたって公布された魔女裁判令、とりわけ後者の法令にある47。
一度目の魔女裁判令は1607年７月24日に公布されたものであり、この法
の中においてフェルディナントは「選任され認められたケルン大司教区
の協働司教にして管理者」として、叔父である選帝侯エルンストととも
に名を連ねている48。この裁判令は大部分において1532年に公布された

『カロリナ』を基盤としている49。例えば裁判令の冒頭には、基本的な手

46 林、前掲論文、239頁。ちなみに林は自由帝国都市ケルンにおける魔女裁判
の件数が、バンベルク、ヴュルツブルク、トリーアなどの他都市に比べて少な
かった社会的原因として、（１）経済的繁栄にともなって上層市民の間に理性
的（魔女裁判に対して批判的）な考え方が存在していたこと、（２）大司教（選
帝侯）とは対立関係にあり、魔女狩り政策が影響を及ぼしにくかったこと、（３）
正規の裁判手続の前段階として、被疑者の釈放の権利すら持った、都市参事会
による予審手続があったことを挙げている。同上、227-249頁。
47 これらの魔女裁判令の成立については、以下の文献を参照。Heuser,�a.a.O.（註
２），�2015.
48 Wolfgang�Behringer,�Hexen�und�Hexenprozesse� in�Deutschland,�München�
1988,�S.�237.� „erwaehlter�und�bestaetigter�Coadjutor�und�Administrator�des�
Erzstiftes�Coeln“.
49 『カロリナ』については次の文献を参照。Friedrich�Christian�Schroeder,�Die�
Peinliche�Gerichtsordnung�Kaiser�Karls�V.� (Carolina)�von�1532,� in:�Schroeder�
(Hrsg.),�Die�Carolina,�1986,�S.�305-337;�Hinrich�Rüping,�Günter�Jerouschek,�
Grundriß�der�Strafrechtsgeschichte,�6.�Auflage,�München�2011,�S.�40-48.� ま
た、『カロリナ』の原文についてはレクラム版として以下の２つが存在す
るが、新版である後者を利用した。Gustav�Radbruch�(Hrsg.),�Die�Peinliche�
Gerichtsordnung�Kaiser�Karls�V.�von�1532�(Carolina),�Stuttgart�1967;�Friedlich�
Christian�Schroeder� (Hrsg.),�Die�peinliche�Gerichtsordnung�Kaiser�Karls�V.�
und�Heiligen�Römischen�Reichs�von�1532�(Carolina),�Stuttgart�2000.�更に、『カ
ロリナ』については邦語訳が存在するため、和訳する際には以下の文献を参照
し、新しい上口訳を基本的に利用しつつ、適宜塙訳を参照した。塙浩「〈資料〉
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続において『カロリナ』を参照することを明言している。また、魔女裁
判令は原則的に告訴訴訟を想定しており、私人である原告が被告人の拘
束に際して保証金および保証人を提出せねばならず、あるいは判決が下
されるまでの間自ら拘束されねばならないと定めていた。また、仮に無
罪判決が出た場合、原告は裁判費用等の負担を求められた。その一方で、
魔女の罪に対して私人である原告が進みでない場合、魔女裁判令は補足
的に糺問訴訟を認めている。当局はこれにより、単純な容疑や告発に基
づいて調査を始めることができた。この場合、告発者には一切の危険が
なかったため、「選帝侯領におけるほぼ全ての証明可能な手続が糺問訴
訟として進められるという結果になった」とガウリッヒは述べている50。
また、被告人が魔術について悪評ある人物であるという証言に２名の公
平なる証人を求める一方で、拷問され自白した魔女による供述を、別の
被告に対する立証手段として認めていた51。
　加えて、この魔女裁判令は、拷問の利用のための「完全な徴表」を提
示している。徴表とは、刑事裁判において扱われる証拠のうち、間接事
実（主要事実ではない、当該犯罪に関する被告の「疑わしさ」を表すもの、
状況証拠）のことで、『カロリナ』では徴表の証明がなされてはじめて拷
問の使用が認められていた52。このため、徴表が証明されるか否かが、

カルル五世刑事裁判令（カロリナ）」『神戸法学雑誌』第18巻、1968年、210-299
頁；上口裕「翻訳　カール５世刑事裁判令（1532年）試訳（１）（２）（３・完）」『南
山法学』第37巻１・２号、2014年、149-200頁；第37巻３・４号、2014年、299-
348頁；第38巻１号、2014年、243-288頁。
50 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�301.
51 Decker,�a.a.O.（註２），�1981/82,�S.�348;�Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�301;�Schormann,�
a.a.O.（註２），�1995,�S.�184.
52 以下の文献を参照。公文孝佳「糾問手続における微憑依（状況証拠）と自白
に関する一考察」『神奈川法学』第37巻１号、2004年、141-178頁、ここでは145
頁；牟田和男『魔女裁判－魔女と民衆のドイツ史』吉川弘文館、2000年、45-46頁；
若曽根健司「徴表と有罪の理論をめぐる一問題：カロリーナにおける」『熊大法
学』第130号、416-329頁、ここでは413頁。牟田和男は、「徴表」とは「有罪と認
めるべき証拠がどの程度まで揃っているか、疑わしさの程度を可能な限りその
構成要素に分解し、その個々の要素の集積によって程度を判断しようというも
の」だと説明している。これらは合算されて、より強い徴表となりうるという。
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魔女裁判において決定的な要素のひとつであったのであるが、『カロリ
ナ』第44条53に示された「完全な徴表」に新たな項目を追加し、魔女裁判
令では合計13項目を挙げている54。

ただし若曽根健治に拠れば、『カロリナ』においては「徴表のみによる有罪の認
定は禁じられ」ており、「有罪判決は自白、あるいは証言が得られるときに初
めて下されうる」ため、「徴表に基づいて拷問はなしうるが、徴表に依拠して
有罪判決を下すことはできぬ」ということになっている。また、徴表の立証に
ついては以下の文献を参照。藤本幸二「中近世ドイツにおける証拠法の変遷に
ついて：カロリーナ刑事法典における法定証拠主義を中心として」『一橋論叢』
第125巻１号、2001年、69-86頁。
53 Schroeder�(Hrsg.),�a,a,O.（註49），�2000,�S.�45.�„44.�Item�so�jemandt�sich�erbeut�
andere�menschen�zauberei�zu� lernen,�oder� jemands�zu�bezaubern�bedrahet�
vnd�dem�bedraheten�dergleichen�beschicht,�auch�sonderlich�gemeynschafft�mit�
zaubern�oder�zauberin�hat,�oder�mit�solchen�verdechtlichen�dingen,�geberden,�
worten�vnd�weisen,�vmbgeht,�die�zauberey�auf�sich�tragen,�vnd�die�selbig�
person�des�selben�sonst�auch�berüchtigt,�das�gibt�eyn�redlich�anzeygung�der�
zauberey,�vnd�gnugsam�vrsach�zu�peinlicher�frage.“�上口、前掲論文（註49）、
2014年、173-174頁。「第44条　同じく、何びとかが、魔術（zauberei）を教える
ことを他の者に申し出た場合、他人に魔術をかけると脅迫し、脅迫された者に
その種のことが生じた場合、特に男女の魔術師と交友関係を持ち、若しくは、
魔術の特徴を帯びた怪しげなる物、身振り、言辞、記号を用いた場合において、
当該人物について従来より魔術の風評があるときは、魔術の適法な徴憑かつ拷
問を行う十分な理由である。」
54 13項目は次の通り。（１）別の人に魔術を教えることを申し出た者、（２）疑
わしい、または悪態をつく者、（３）ある人に害をなすと脅す、またそれを
なす者、（４）魔術的人物と親しいつながりを持つ者、（５）自らをそれによ
り特徴づける者、（６）魔術的な言葉を使用したり、盗まれた物を再び見つけ
出すと申し出る者、（７）魔術的な物品および様子とともに噂が広がってい
る者、（８）近隣の人や家畜に不幸があったところのとある場所にとどまる
者、（９）そのそばに魔女の深鍋あるいは他の魔術的物品を持っている者、

（10）はっきりした証人によって非難された者、（11）一般に悪評のある者、
（12）その逮捕の際に深く意気消沈した様を表明した者、（13）魔女の印を持つ
者。Johann�Josef�Scotti,�Sammlung�der�Gesetze�und�Verordnungen,�welche�
in�dem�vormaligen�Churfürstenthum�Cöln� (im�rheinischen�Erzstifte�Cöln,� im�
Herzogthum�Westphalen�und�im�Veste�Recklinghausen)�über�Gegenstände�der�
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　しかし、このような司直による大量裁判を助長するような魔女裁判令
の公布にもかかわらず、1607年の魔女裁判令は際だった魔女迫害を引き
起こすことはなかった。ショアマンは1616年にケルン市の対岸にあるド
イツで逮捕されたある女について、ボンにおいて「十分に資格があり教
養のある聖職者によって」説教を受けるように、という裁定が下された
ことを指摘している55。そのことにより彼はまた、この時期に関して「魔
女裁判令が全く存在しないかのようだった」と評価している56。しかしな
がら、この魔女裁判令は1628年に再度確認され、また新たに魔女裁判の
経済的な問題についての補足が付け加えられた。この補足は次のように
定めている。ある人が魔女の訴えのゆえに逮捕されたなら、ただちに選
帝侯の役人は２名の参審人と裁判書記と共に被告人の財産目録を作成す
る。被告人が処刑されたなら、被告人の（配偶者のものではない）家産
から子供の相続分が、子供がいないのであれば半分が、国庫に入れられ
た57。そこから裁判にかかった費用を捻出するように定められている58。
この1628年の魔女裁判令には、魔女裁判の従事者に支払われるための料
金に関する税についての記載もある59。
　魔女裁判令は確かに後述の魔女裁判における金銭的な問題を解決し、
大量裁判への道を拓いたように見える。この裁判令は裁判従事者による
不法な利益や被告人の家族に対する過度の経済的負担を取り除くことが
できたかもしれない。事実として、1628年には裁判件数は２度目の波を

Landeshoheit,�Verfassung,�Verwaltung�und�Rechtspflege�ergangen�sind�:�vom�
Jahre�1463�bis�zum�Eintritt�der�Königl.�Preußischen�Regierungen� im�Jahre�
1816,�Abt.1�in�Teil.�2,�Düsseldorf�1831,�Nachtrag�S.�10-11;�Schormann,�a.a.O.（註
２），�1991,�S.�36f.�この中で、『カロリナ』から追加されたのは（８）、（10）、（11）、

（12）、（13）の５項目である。註53を参照せよ。
55 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�184.
56 Ebd.,�1991,�S.�184.
57 小林、前掲書（註１）、235-236頁。
58 ここで余剰分が選帝侯の自由裁量に任されていたことは留意しておく必要
がある。というのも、ショアマンはこの規定によって選帝侯が私腹を肥やした
として、選帝侯を非難しているからである。Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�302.
59 Ebd.,�S.�302-303;�Schormann,�a.a.O.（註２），�1995,�S.�184.
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迎えている。しかしながらガウリッヒによれば、財産目録の作成はただ
でさえ時間のかかる作業であり、「複雑な財産状況と、支払うつもりの
ない被害者」つまり被告人の家族とによって、さらに困難になった60。裁
判件数が多くなればなるほど、この規定が影響力を持つことは少なく
なった61。以上のことから、ガウリッヒはこの魔女裁判令が魔女裁判件
数の上昇に果たした役割を積極的に評価してはいない。
　まとめると、ケルン選帝侯領における激しい魔女迫害については、し
ばしばショアマンなどの研究者によって当時の選帝侯に原因が帰されて
いた。選帝侯は1607年と1628年の２度にわたって魔女裁判令を公布し、
魔女迫害に積極的であったからである。とはいえ、ショアマンに拠れば
これらのうちの最初の法令はただちに影響を及ぼすようなものではな
く、また1628年の魔女裁判令も、ガウリッヒに拠れば魔女裁判の拡大に
大きな役割を果たしたとは言い難い。結局の所、魔女裁判令は魔女裁判
を大規模化させ、容易にさせる一要因ではあったであろうが、これのみ
でケルン選帝侯領における連鎖的で壊滅的な魔女裁判を引き起こすには
至らず、よって魔女裁判令の内容はケルン選帝侯領における魔女裁判の
拡大に直接的な影響を与えなかったと評価できるだろう。むしろ、1607
年の魔女裁判令が魔女裁判において学識法曹の活用を想定し、推奨して
いたということの方が、魔女裁判の拡大という点においては重要なこと
である62。というのも、次に検討する魔女コミサールたちこそ、このよ
うな魔女裁判のために用いられた学識法曹たちであったからである。

（３）魔女コミサール
　「魔女コミサール（Hexen-Kommissar）」とは、魔女研究において、魔
女裁判のために裁判の起こっている現地に派遣された学識法曹たちを示
す言葉として用いられている。魔女裁判に学識法曹を派遣する（あるい
は学識法曹を招聘する）という現象は神聖ローマ帝国各地で見られた現
象である。例えば、ディリンガーに拠れば、そのような現象はトリーア

60 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�303.
61 Ebd.,�S.�303.
62 Ebd.,�S.�302;�Becker,�a.a.O.（註２），�2005,�S.�198-199.
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選帝侯領やバンベルク司教領において確認されている63。またエルヴァ
ンゲン司教領64においても、顧問官に魔女裁判の遂行を委任し、派遣す
るという類似の仕組みがあったようである65。そして同様に、ケルン選
帝侯領においても、「魔女コミサール」が魔女裁判のために投入され
た66。
　ケルン選帝侯領における「魔女コミサール」に最初に注目したのは、
ショアマンに拠れば1959年に刊行された F.�W.�ジーベルの学位論文で
あった67。ジーベルの研究対象はケルン市の魔女裁判であり、彼は「コミ
サール」という言葉を使わずにただ「参審人」あるいは「博士」と呼んで
いる。彼は有名なカタリナ・エノートの裁判において彼ら学識法曹が大
きな役割を果たしたことを認めており、また彼らが魔女裁判の拡大に寄
与したと述べている68。続いてヴェストファーレン公領の魔女迫害につ
いての地域史的研究を行ったデッカーは、ヴェストファーレン公領での

63 Johannes�Dillinger,�Hexen� und�Magie:� Eine� historische�Einführung,�
Frankfurt�a.M.�2007,�S.�98-99.
64 エルヴァンゲン司教領については以下の文献を参照。Köbler,�Art.�Ellwangen,�
in:�Historisches�Lexikon�der�deutschen�Länder,�1995,�S.�148-149.
65 Wolfgang�Mährle,�„Oh�wehe�der�armen�seelen“.�Hexenverfolgungen�in�der�
Fürstpropstei�Ellwangen� (1588-�1694)，�in:�Johannes�Dillinger,�Thomas�Fritz,�
Wolfgang�Mährle� (Hrsg.)，�Zum�Feuer�verdammt.�Die�Hexenverfolgungen�in�
der�Grafschaft�Hohenberg,�der�Reichsstadt�Reutlingen�und�der�Fürstpropstei�
Ellwangen,�Stuttgart� 1998,�S.� 325-500;�Ders.,�Fürstpropstei�Ellwangen,� in�
Sönke�Lorenz,� Jürgen�Michael�Schmidt� (Hrsg.)，�Wider�alle�Hexerei�und�
Teufelswerk.�Die�europäische�Hexenverfolgung�und� ihre�Auswirkungen�auf�
Südwestdeutschland,�Stuttgart�2004,�S.�377-386.
66 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991;�Ders.,�a.a.O.（註２），�1995.　同様に、小林繁
子は「魔女裁判監督官は本来、ボンとケルンの世俗裁判所である宮廷裁判所

（Hofgericht）に参審人として所属する学識法曹である。……彼らは必要に応じ
て地方の裁判所に送られ、法学の素養のない現地の裁判官や参審人に裁判手続
その他について監督し、助言を与えることになった」と述べている。小林、前
掲書（註２）、150頁。略は筆者による。
67 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�76.　ジーベルの学位論文は Siebel,�a.a.O.（註
２）．
68 Siebel,�a.a.O.（註２），�S.�101.
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魔女裁判を、「大量殺戮の遂行のために、代官と高等裁判権保持者は大
学で学んだ法律家をコミサールとして任命し、それと並んで正規の裁判
官と参審人は端役のみを与えられた」と述べている69。彼らが関与した裁
判の判決文には、「公平にして中立な学識法曹の助言により（mit�Rat�
unparteiischer�Rechtsgelehrter）」という文言が付随した70。以上のよう
にジーベルとデッカーは、ケルン選帝侯領における魔女裁判におけるコ
ミサールたちの影響力と主体性を大きく評価している。
　これに注目しつつ、魔女迫害を選帝侯や宮廷顧問会による計画的迫害
であったと主張したのがショアマンであった。ショアマンは特別な学識
法曹である「魔女コミサール」の存在を重視しているが、しかしショア
マンはケルン選帝侯領での魔女迫害を、選帝侯と宮廷顧問官主導の計画
的魔女迫害であると捉えている。つまり魔女迫害は「上からの」迫害で
あり、そこにおいてコミサールには迫害遂行のための専門家という評価
が与えられている。1607年の魔女裁判令は「まず初めに次のことを理解
しているべきである。お前たち〔現地の裁判役人たち〕は疑わしく、そ
の理解力を上回る事件において、つねに公平なる法に精通した人々、あ
るいは上級裁判所に刑事裁判令に従って相談すべきであり、それについ
て自分でなにかを行ったり判決を下したりするべきではない」と定めて
いる71。また、1628年の魔女裁判令においても同様の文句が繰り返され
ている。「疑わしく、また参審人たちの理解力を上回る事態が生じたな
らば、それについて別の公平なる学識法曹に相談するべし」72。ショアマ
ンはこの1628年の魔女裁判令の１年前にはこの特別な学識法曹の派遣が

69 Decker,�a.a.O.（註２），�1981/82,�S.�358.
70 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�305.
71 Behringer,�a.a.O.（註48），�S.�237f.〔�〕は筆者による。�„Undt�Anfangs�sollen�
sie� wissen,� daß� sie� in� zweuffelhafft igen� undt� ihrem� Verstandt�
ueberstiegenden�pfhaellen,�allezeit�unpartheysche�Rechtsverstendige,�oder�
daß�Oberhaubtgericht�vermoegh�der�peinlichen�Halßgerichts-Orrdtnungh�
consuliren�und�fuer�sich�selbsten�nichts�vornehmen�oder�erkennen�sollen“.
72 Scotti,�a.a.O.（註54），�S.�18,�„Solten�nun�zweiffelhaftige�und�dern�Scheffen�Verstand�
übersteigende�Casus�vorkommen,�daruber�andre�unparteiliche�Rechtsgelerten�
zu�consultiren“.
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行われていたと述べている73。
　しかしながら、ショアマンの著書が公刊された翌年に T.�P.�ベッカー
は、魔女裁判への学識法曹の投入がケルン選帝侯ではなく地方の裁判領
主によってなされたと主張し、ショアマンの主張に反論した74。ベッカー
の議論は次のようなものである。まず民衆による魔女迫害の要請があり、
これに突き動かされて地方の裁判権保有者が魔女裁判を開始する。これ
が不幸な連鎖によって大規模化すると、徐々に法学上の批判と混乱が顕
在化してくる。このように裁判の遂行に問題が生じて初めて、裁判権保
有者は「魔女コミサール」を招聘する。ベッカーはこの根拠として、
1630年におけるシュヴァルツラインドルフの裁判領主（同地の女子修道
院の院長）が、裁判が行き詰まった際に自発的に参審人を召集し、彼ら
に「フランツ・ブイルマン博士を代弁人（advocaten）および法律顧問

（consiliarius）として任命させた」例を挙げている75。ベッカーは、こう
なって初めて学識法曹は裁判に影響を及ぼすことができるようになった
のであるから、ショアマンの言うように選帝侯や宮廷顧問会が魔女迫害
を主導・管理するために学識法曹を派遣したのではないと述べる。ここ
から解るように、両者の間には魔女迫害の原動力に関する大きな見解の
違いがある。ショアマンが迫害の原動力を選帝侯や宮廷顧問会などの上
層に見出しているのに対し、ベッカーは「下からの迫害」、すなわちケ
ルン選帝侯領における魔女迫害を求める民衆による突き上げを重視して
いるのである。
　このようなベッカーの「下からの迫害」の主張はおおよそ正しいと考
えられ、受け容れられているのみならず76、今日の魔女研究の動向にも
沿うものである77。また、ベッカーの言うように、現地の裁判権保有者

73 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�68-69.
74 Becker,�a.a.O.（註２），�1992.
75 Becker,�a.a.O.（註２），�2005,�S.�199.�（�）は筆者による。
76 例えば以下の文献が同様の立場を示している。Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�
297-320;�Kobayashi,�a.a.O.（註２），�S.�77-85;�小林、前掲書（註２）。
77 これについては、拙稿「ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判－ハインリ
ヒ・フォン・シュルトハイスの『詳細なる手引き』を手掛かりにして（１）」『北
大法学論集』第70巻４号、13-15、20頁を参照されたい。
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がコミサールを召集したという見方は、本章で既に確認したヴェスト
ファーレン公領における、貴族たちによる自治的な統治・司法の状況と
も、良く符合するように思われる。とはいえ、ケルン選帝侯の側の迫害
の意思や、また魔女裁判令なども魔女裁判の拡大に影響したと考えられ
るだろう。唯一の原因を定めるのではなく、様々なレヴェルでの迫害の
構造を確認していくという近年の研究動向からしても、やはり現地の裁
判権保有者たちと選帝侯の側の両方の思惑や要請の合致したところで、
ケルン選帝侯領の魔女迫害が展開されたと考えるべきだろう。
　そもそも「魔女コミサール」は制度上どのような存在であり、権限を
持っていたのだろうか。結論から述べるならば、現存するケルンの法令
の中には、管見の限りで「魔女コミサール」についての規定は存在しない。
1607年 お よ び1627年 の 魔 女 裁 判 法 令 で も「 法 に 精 通 し た 人 々

（Rechtsverstendige）」や「学識法曹（Rechtsgelerten）」という言葉が用
いられている78。これに関連して、ベッカーのショアマンに対する反論、
およびその後に公表された A.�ホイザーの論文には注目すべき点がある。
　ベッカーはショアマンの主張を批判する中で、同時代の史料上これら
の「魔女コミサール」が「コミサール（Commissarius）」と表記されてい
ること、「魔女の」を表す「sagarum」やそれに類する言葉が附属してい
ないことを指摘している79。ベッカーに拠れば、「コミサール」とは「大
学で法学を学んだ法律関係の役人」であり、必ずしも魔女裁判と関係し
たわけではなかった。ベッカーはコミサールを、「ケルンの世俗上級裁
判所にて（あるいは、ボンの世俗上級裁判所を付け加えうる）、参審人
として職務を果たしていた学識ある法律家たち」と定義している80。そし
て、彼は従来の「魔女コミサール」もまた、たいていは両裁判所の参審
人であったと述べる。ベッカーの主張はすなわち、「魔女」に特化した
コミサールがいたのではなく、より広い裁判を担当した「コミサール」

78 Behringer,�a.a.O.（註48），�S.�237f;�Scotti,�a.a.O.（註54），�S.�18.�註71、72を参照。
79 Becker,�a.a.O.（註２），�1992,�S.�209.
80 Ebd.,�S.�209.�ただし、この定義は非常に複雑な状況と対峙させられている。
註81を参照されたい。
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が魔女裁判に招聘され裁判を遂行した、というものである81。
　恐らくはこのような見解を踏まえつつ、ホイザーは、エッセンの法律
顧問であり、フェスト・レックリンクハウゼンにおける魔女裁判にも携
わった教授資格保有者であるフリードリヒ・ヒルトロップの次の言葉を
引用しながら「魔女コミサール」の制度の概要を析出している82。「権限

81 ベッカーの主張（当時の史料において「コミサール」に「魔女の」を示す語が
附属していなかった）については、それを裏付けるかのような多くの史料と同
時に、反論となりうる史料が存在しており、後者を前にしてベッカーは「魔女
コミサール」が同時代的な言葉として存在したと認めている。例えば、1631年
９月12日の宮廷顧問官の記録のなかに、後述のフランツ・ブイルマンを「魔女
コミサール（hexen�commissarius）」と表記しているものがある。ただし、ベッ
カーはこの記録について詳述していないため、これがどのような文脈で登場し
た言葉であるのかはわからない。また、1616年９月（ショアマンに拠れば1607
年７月２日付けであるが、ホイザーはこれが誤りであると指摘している。）に
ヴェストファーレン公領においてラント代官と顧問会に選帝侯が、両法博士ク
リスティアン・クラインゾルゲンと教授資格保有者ヨープスト・ヘッカー（ショ
アマンに拠ればヨープスト・フォン・ホクサー（Jobst�von�Hoxer））を「魔術の
糺問の一般コミサールとして（zu�Generalcommissarien�inquisitionis�magiae）」
派遣した旨の記述がある。これについて付け加えるなら、これがゲゼッケ市の
魔女裁判記録の中の1680年のある裁判についての古い料金規定にメモとして付
されている記述であるという点は見逃せない。というのも史料の残り方からし
て、同時代の記録である可能性も、また正式な任命時の表記である可能性も不
明瞭になってしまうためである。以上の２つの史料から、ベッカーは「魔女コ
ミサール（Hexenkomissar）」という言葉が同時代的に通用した言葉であると結
論している。さらに、彼に拠れば、ケルン選帝侯領の各地における魔女裁判
において活動していたヤン・メーデン博士は、ケルン選帝侯領の臣民ではな
く、ユーリッヒ公領の人間であったとされる。これを彼は魔女コミサールにつ
いての文脈で論じている。これを受けてベッカーは、「魔女コミサールとして
有名になった魔女裁判の際の法律顧問が、また必ずしも両ケルン選帝侯領上
級裁判所の構成員であらねばならないわけでもない」と述べているのである。
このようなコミサールを巡る状況の複雑さについては、以下で続けて紹介す
るホイザーの整理によって明快に解きほぐされている。Schormann,�a.a.O.（註
２），�1991,�S.�79-80;�Becker,�a.a.O.（註２），�2005,�S.�199-200;�Heuser,�a.a.O.（註２），�
2017,�S.�94.
82 Heuser,�a.a.O.（註２），�2017,�S.�93-101.
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委譲（delegatio）は、ある場合は特別（specialis）であり、またある場合
は一般（generalis）であり、更にある場合は全権（universalis）である」83。
ヒルトロップの説明に拠れば、「特別委任」とは個別の事件に関して法
的助言をあたえることである84。また、「一般委任」とは複数の事件を委
任する場合とされる85。そして「全権委任」とは、一定の地域の全ての事
件が委ねられている場合を指すとされる86。ホイザーはこの近世におけ
る権限委譲のシステムに従って、「コミサール」について次のように整
理している。「全権委任」は、魔術や魔女に関する裁判全てないしは刑
事裁判全てについての法的助言をラント全体にわたって行うが、上で述
べたようにとりわけ刑事裁判権については分散してしまっているケルン
選帝侯領においては、全権の委譲は行われ得なかった87。ほとんどの場
合、法学者たちに与えられたのは「一般委任」であった88。ホイザーは、
このような法律家については、正しく「刑事におけるコミサール」また

83 Fridericus�Hiltropf,�Processus� Iudiciarius,�Ad�celebriorum�huius�seculi�
Tribunalium�Practicam�Observationem�perspicua�breuitate�accomodatus,�
1929�Coloniae�Agrippinae,�Pars.�1,�Tit.�7,�n.�11,�S.�79.�„Est�autem�delegatio�alia�
specialis,�alia�generalis,�alia�vniuersalis.“
84 Ibid.,�Pars.�1,�Tit.�7,�n.�12,�S.�79.� „Specialis�cum�alicui�vna�aliqua�caussa�
decidenda�committitur,�prout�communiter�ab�ordinariis�Assessoribus�Iudicii,�
seu�Curiae,�solent�fieri�commissiones,�veluti�caussae�vertentis�inter�Caium�ex�
vna�&�Titum�ex�altera�partibus.“
85 Ibid.,� Pars.� 1,�Tit.� 7,� n.� 13,� S.� 79f..� „Generalis� si� alicui� plures� causae�
committuntur,�sine�commemoratione�territorii,�puta�cum�ordinatius�committit�
alicui,�omnes�causas�quae�verti�possunt� inter�Caium�&�Titium,�puta�si�duo�
litigatores�plures,�&�diversas�caussas�coram�vno�eodemque�ordinario�habent,�
potest�ordinarius,�volens�se�ex�causis�moventibus�ab� iis�exonerare,�eas�uni�
alicui�Assessorum�committere,�illa�commissio�generalis�est.“
86 Ibid.,�Pars.�1,�Tit.�7,�n.�14,�S.�80.� „Vniuersalis�commissio�est,�quando�alicui�
committuntur�omnes� caussae�alicuius� certi� territorii,� vel�districtus� cum�
commemoratione�illius�territorii“.
87 Heuser,�a.a.O.（註２），�2017,�S.�94.
88 Ebd.,�S.�94.
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は「魔女コミサール」と呼ばれ得た、と述べている89。また、一方の裁判
当事者が控訴した場合などには、しばしば「特別委任」も行われた90。こ
れは、地方の下級裁判所による法的な照会に対して慣習的に行われてき
た、上級裁判所の参審人たちによる法的助言行為の流れを汲むもので
あった、とホイザーは論じている91。
　さらに、問題となるのは「誰が委任を行ったか」である。ホイザーに
拠れば、基本的には上述の一般委任は、宮廷顧問会やヴェストファーレ
ンの「官房」によって行われたとあるが、しかし「選帝侯の宮廷顧問官と、
ヴェストファーレン公領におけるラント代官と顧問会の一団と並んで、
ケルン選帝侯のアムトマンたちと下位領主たちが独自に、そして独断で、
学識ある法律家たちに刑事事件における委任を、なによりもまず魔女裁
判において与えている」と述べている92。このような状況をして、ホイ
ザーは、委任の授与実務が「ケルン選帝侯のアムトマンたち、下位領主
たち、並びに素人裁判官たちによるランデスヘルの諸権利の簒奪の印で
あった」と評している93。これもまた、上述の近世のケルン選帝侯領にお
ける統治の実情と非常に整合的な説明であるが、ともあれ「誰が（どの
ような権限をもって）」「どの程度の委任を行うか」について、近世ケル
ン選帝侯領において活躍したそれぞれの法律家たちについては、非常に
多様な形態があり得たのである94。

89 Ebd.,�S.98.
90 Ebd.,�S.�94-95.
91 Ebd.,�S.�95.
92 Ebd.,�S.�98.
93 Ebd.,�S.�99.
94 なおこれと関係して、コミサールの所属については、世俗上級裁判所のみ
ならずケルン市に存在した世俗宮廷裁判所も含めることができると思われる。
というのも、シュルトハイスが自らについて、「ケルン市内の世俗宮廷裁判所
のコミサール（Commissarius�am�Hoffgericht�binnen�Cölln）」であったと述べ
ているからである。Heinrich�von�Schultheiß,�Eine�Außführliche�Instruction�
Wie� in�Inquisition�Sachen�des�grewlichen�Lasters�der�Zauberey�gegen�Die�
Zaubere�der�Göttlichen�Majestät�vnd�der�Christenheit�Feinde�ohn�gefahr�der�
Unschüldigen�zuprocediren,�Köln�1634,�S.�iv.
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　更に言えば、ヒルトロップが一般的な権限委譲について言及していた
ように、コミサールという仕組み自体もまた地域的にケルン選帝侯領に
限定されるものではなかったし、ケルン選帝侯領においても、時代的に
1627年以降に限定される制度でもなかったと言える。ベッカーに拠れば、
コミサールについての記述は1537年のケルン選帝侯領の裁判法令の中に
見受けられる95。また、ホイザーはこのような上訴の際に法律家たちが
法的助言を与えるという制度が、近隣領域、特にトリーア選帝侯領など
では既に「コミサール」として確立していた、と述べている96。
　以上のように、コミサールには多様な形態があり得た。本来であれば、
それらを丁寧に分けて論述する必要があるが、本稿の目的はケルン選帝
侯領における魔女裁判それ自体の詳細な分析にあるわけではない。よっ
て、本稿では以降、引用や特別な注意のある場合を除いて「魔女コミサー
ル」という言葉で統一するが、これは「魔女術の事件を何らかの形で任
せられた学識法曹」という意味であるということを明記しておく97。
　さて前述のように魔女コミサールについての法令上の規定がなく、ま

95 Becker,�a.a.O.（註２），�1992,�S.�209.
96 Heuser,�a.a.O.（註２），�2017,�S.�98.
97 「魔女コミサール（Hexen-Kommissar）」については、多様な訳がされてきた。
通常「魔女委員」あるいは「魔女派遣委員」と訳されることが多いが、法制史家
である林毅は「魔女審問官」、同じく法制史家である上山安敏は「魔女コミサー
ル」という訳語を充てている。本稿では、魔女裁判においてしばしば登場する
民衆側の組織である「委員会」なる存在との術語上の混乱を避けるために「魔
女委員」という訳語を避け、「魔女コミサール」という語を用いている。なお、
上述のヒルトロップの説明にもあるように、しばしば「委任」は委任状を伴って、

「正規の裁判官（Ordinarius）」から権限を「委譲」される場合もあった。その場
合は、「受任裁判官」などと訳すのが適切であるようにも思われるが、本稿で
扱うように、ケルン選帝侯領での「魔女コミサール」たちは裁判権そのものを
委譲されたわけではなく、飽くまでも法的助言を与えるに留まったため、今回
はこの訳語は用いない。上山安敏「魔女狩りの諸相」上山安敏・牟田和男編�『魔
女狩りと悪魔学』人文書院、1997年、7-88頁、ここでは36頁；林、前掲論文（註
２）、227-249頁；フールニエ（塙浩訳）「フランス中世カノン法訴訟制度要説」
塙浩『フランス民事訴訟法史』信山社、1992年、1-234頁、ここでは39-40頁；牟
田、前掲書（註52）、48-59頁。
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たその形態が非常に多様であるものの、ケルン選帝侯領における魔女コ
ミサールについてある程度共通して述べられることもある。まず条件に
ついては、全員が大学で学識法を修めていることが求められたというこ
とは、確かであろう。今日までの研究では、ケルン選帝侯領において、
1627年以降合計で21人の魔女コミサールが確認されている98。また、1629
年～ 1631年の間においておよそ10人がヴェストファーレン公領に存在
していることが確認されている99。これらの魔女コミサールが全員、法
学博士ないしは教授資格の取得者であったことが判明している。ショア
マンに拠れば、最終的にどこの大学で学位を取ったかはともかく、大学
の学籍登録簿などから、確認できる21名の内10名がケルン大学に在籍し
ていたことがあることが分かっている100。当時、学位を取得できるのは
カトリックの大学に限られていたため、魔女コミサールたちはそれらの
うちのいずれかの大学で学位を取った可能性が高い。
　さらに、法学博士の学位取得のためにはかなり高額な経済的負担が求
められたため、そのような負担に耐えうるだけの社会階層の出身である
こともわかる101。教授資格だけであれば学位取得ほど高額ではなかった
であろうが、やはりそれなりの経済的負担はあったはずである。実際に
本稿において対象となるハインリヒ・フォン・シュルトハイスも、身分
こそ土地領主に従属する農民であったが、パーダーボルン司教領におけ
る裕福な司教座聖堂参事会員の子であり、やがて聖職禄を取得して学資
に充てている。他方で後述するブイルマンなどは、貧しい農家の生まれ

98 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�81.
99 Ebd.,�S.�80;�Decker,�a.a.O.（註２），�1981/82,�S.�358.
100 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�81.
101 田口正樹によれば、これら大学で法学を学んだ者たちの多くは聖職禄など
を持っていたことが明らかになっている。また15世紀以前の大学教育について、
はじめに近隣の大学で学び、後にイタリアの諸大学で学位を取得する、という
流れが存在したことを示唆している。16、17世紀にもそのような事がなされて
いたかどうかは不明であるが、少なくともショアマンは学籍登録簿から「魔女
コミサール」たちの所属していた大学を示しているにすぎず、彼らが最終的に
どの大学で学位を取得したかは不明である。田口正樹「中世後期ドイツの学識
法曹」『北大法学論集』第58巻３号、2007年、285-305頁を参照。
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だったというので、必ずしも完全に裕福な生まれの人物に限られたわけ
ではないようである102。
　魔女コミサールがどの程度の権限を有していたのかについては、前述
の通り委任の形態によって多様であるとは考えられるが、しかしながら
概して拷問の決定や判決の宣言は彼らの権限に含まれていなかったよう
である。例えば、シュルトハイスは裁判権について、コミサールは裁判
権を持っているのではなく、飽くまで助言者であると述べている。彼は
拷問の決定に関する議論において「コミサール達はラント代官によって
これらのきわめて困難な事件において諸都市、諸地区、村々の要請に従っ
て、またそれ故にそれらの下級裁判管区に送られるのである。そして裁
判従事者の要請また要望に基づいて派遣され、投入されるとき、委任と
は次のようなものと理解されるべきだ。……（略）……そして委任によっ
てコミサール達に裁判権が付与されるのではなく、それは裁判所の側に
あり、また留まるのである」と記述している103。この記述によると、魔
女コミサールは裁判において逮捕や拷問を決定したり、判決を下したり
する権限を持たなかったということになる。同様にシュルトハイスは、
拷問の描写を含む尋問の展開例を記述する中で、それまで魔女コミサー
ル主導で尋問を行っていたにも拘わらず、拷問の決定に際しては裁判官
および参審人達との協議のシーンを挿入している104。
　さて、魔女コミサールたちが魔女裁判に派遣された理由には大きく３
つあり、そのうちの一つ目は魔女裁判それ自体の性質に大きく関わって
いた。既に前章にて述べたことであるが、魔女術の訴訟においては立証
の困難性がつきまとい、また手続が複雑であったために、学識ある法律

102 小林、前掲書（註２）、157頁。
103 Schultheiß,�a.a.O.（註94），�S.�266.　略と（�）は筆者による。�„DIe�Commissarij�
seyn�vom�Herrn�Landtrosten/� in�dieser�aller� schwerlichster�Sachen�auff�
einständigs�anhalten�der�Stätten/�Flecken/�Dörggern/�vnnd�also�so�wol�auff�
deren�vnderm�Gerichtszwang�gesessenen/�als�auch�auff�der�gerichtspersonen�
bit�vnnd�begeren�deputirt�vnnd�angesetzt/［...］�vnd�wird�durch�die�commission�
den�commissarien�kein�Iurisdiction�attribuirt�sondern�dieselbe�bestehet�vnd�
bleibet�bey�den�Gerichten“.
104 Ebd.,�S.�192f.
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家による助言ないし指揮が必要であったのである105。学識法の影響が強
くなる以前では、参審人や裁判官の多くは在地の名士であったが106、近
世において彼らは、学識法による、とりわけ魔女術についての訴訟を遂
行するために十分な知識を持っていない場合が多かった。そのため、裁
判中で判断に窮するようなことがあれば、裁判官は大学や宮廷顧問官へ
問い合わせを行ったり、鑑定を依頼したりすることがあった107。これは

『カロリナ』においては「訴訟記録送付」の制度として登場している108。

105 牟田、前掲書（註52）、49頁。
106 同上、48-49頁；ミッタイス＝リーベリッヒ『ドイツ法制史概説』1971年、494頁。
107 訴訟記録送付による鑑定は、逮捕の前、拷問の前、死刑判決の前など、裁
判の随所で用いられた。Rüping,�Jerouschek,�a.a.O.（註49），�S.�44-46;�Alexander�
Ignor,�Geschichte�des�Strafprozesses� in�Deutschland�1532-1846:�Von�der�
Carolina�Karls�V.�bis�zu�den�Reformen�des�Vormärz,�Paderborn�München�
Wien�Zürich�2002,�S.�60-62.�なお、鑑定という慣習について、荒井真によると、
その起源は次のようなものである。中世イタリアにおけるポデスタ制の発展と
ともに、ポデスタは裁判官、裁判陪席、諸官吏の一団を率いて各都市を巡るこ
とが普通となった。コムーネは彼らの職務が終わり次第、まだ市内にいる間に
その職務について非常に厳格な審査を行った。これがシンディカートゥス（職
務審査裁判）と呼ばれるものである。ポデスタの司法官たちはこの厳しい職務
審査に備えて、その判決についてできるだけ確実な法的根拠を得ようとした。
そこで、都市の法に通じた法学者に助言を求めるという慣習ができあがり、や
がては法学者主導の司法をもたらすことになったのだという。荒井真「中世イ
タリアにおける学識法律家の活躍とその背景：比較法律家論のための覚書」『上
智法學論集』第36巻１・２号、1992年、198-283頁。
108 Schroeder�(Hrsg.)，�a.a.O（註49），�2000,�S.�127-128.�„219.�Vnnd�nach�dem�vilfeltig�
hieuor� inn�diser�vnser�vnd�des�heyligen�Reichs�ordnung�der�peinlichen�
gericht�von�rath�suchen�gemelt�wirdet,� so�sollen�allwegen�die�gericht,� so�
inn� jren�peinlichen�processen,�gerichts�übungen�vnd�vrtheylen,�darinn� jnen�
zweivel� zufiel,� bei� jren�oberhofen,� da� sie� auß�altem�veriërtem�gebrauch�
dißher�vnderricht�begert� jren�rath�zu�suchen�schuldig�sein,�Welche�aber�
nit�oberhoffe�hetten,�vnd�auff�eyns�peinlichen�anklegers�begern�die�gerichts�
übung�fürgenommen�wer,�sollen�inn�obgemeltem�fall�bei�jrer�oberkeyt�die�das�
selbig�peinlich�gericht�fürnemlich�vnd�on�alle�mittel�zu�bannen,�vnd�zu�hegen�
macht�hat,�rath�suchen.�Wo�aber�die�oderkeyt�ex�officio�vnd�von�ampts�wegen�
wider�eynen�mißhendlern,�mit�peinlicher�anklag�oder�handlung�volnfüre,�so�
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魔女裁判令においてもたびたび学識法曹について言及してあるのは、そ

sollen�die�Richter,�wo�jnen�zweiffeln�zufiele,�bei�den�nechsten�hohen�schulen,�
Stetten,�Communen�oder�andern�rechtuerstendigen,�da�sie�die�vnderricht�
mit�dem�wenigsten�kosten�zu�erlangen�vermeynen,�rath�zu�suchen�schuldig�
sein.�Vnd�ist�dabei�nemlich�zu�mercken,�daß�inn�allen�zweiuelichen�fellen,�nit�
alleyn�richter�cnd�schöffen,�sonder�auch�wes�eyner�jeden�solchen�oberkeyt�inn�
peinlichen�straffen�zu�rathen�cnd�zu�handeln�gebürt,�derhalb�rechtuerstendiger�
vnd�ausserhalb�der�partheien�kosten�radts�gebrauchen�sollen,�es�begeb�sich�
dann,�daß�eyn�peinlicher�ankleger�den�richter�ersuchte�inn�seinen�peinlichen�
processen,�handlungen�vnd�übungen�der�rechtuerstendigen�radt�zu�suchen,�
Das�soll�auff�des�selben�begerenden�theyls�kosten�geschehen.�Wo�aber�des�
beklagten�herrschafft,� freundt�oder�beistender� jm�dem�gefangen�zu�gutem�
dergleichen�rathsuchung�bei�dem�richter�begerten,�so�soll�er�auff�des�gefangen�
freundschafft� oder�beistender�kosten� jnen�damit�willfaren.�Wo�aber�des�
selbigen�gefangen�freundschafft�jetztgemelten�kosten�auß�armut�nit�vermöcht,�
so�soll�er�auff�der�oberkeyt�kosten�solchen�radt�zu�erlernen�schuldig�sein,�
Doch�so�fern�der�selbig�richter�nit�vermerkt,�daß�die�rathsuchung�geuerlicher�
weiß�zu�verzug�der�sachen,�auch�mer�kosten�auffzutreibenn�beschehe,�welchs�
die�obgedachten� freundschafft�vnd�beistender�auch�mit�dem�eyde�erhalten�
sollen,�vnd�inn�dem�allem�keynen�müglichen�fleiß�vnderlassen,�damit�niemandt�
vnrecht�geschehe,�als�auch�zu�disen�grossen�sachen�grosser� fleiß�gehöret,�
darumb�dann�inn�solchen�überfarungen�vnwissenheyt�die� jnen�billich�kündig�
sein�soll,�nit�entschuldigen,�des�also�Richter,�schöffen�vnd�der�selben�oberkeyt�
hiemite�gewarndt�sein�seollen.“�上口、前掲論文（註49）、2014年、263-264頁。

「第219条　朕及び神聖帝国の本刑事裁判令において、鑑定依頼に関ししばし
ば上に定められるところによれば、裁判所は、刑事訴訟、法廷慣行（gerichts�
übungen）及び判決について疑問が生ずる場合においては、教示を求める長年
にわたる古き慣習ある上級裁判所（oberhofe）の許に鑑定を求めなければなら
ない。ただし、ある裁判所が上級裁判所を有せず、かつ、刑事弾劾人の申立て
に基づき訴訟手続が行われている場合において、上のような疑義を生ずるとき
は、当該刑事裁判所に対し特にかつ直接に命令しかつこれを設置する（bannen�
vnd�hagen）権限を有する〔上級〕官権に鑑定を求めなければならない。官憲が、
職権に基づき犯人に対し刑事の弾劾又は手続（peinliche�anklag�oder�handlung）
を行う場合において疑義を生ずるときは、裁判官は、最小の費用により教示を
得ることができると思料する、直近の大学、都市、自治都市（Communen）又
はその他の法有識者に鑑定を求めなければならない。ただし、疑義を生ずる場
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ういった理由による。
　魔女裁判への魔女コミサール投入の二番目の理由は、裁判の長期化と
費用の問題にあった。魔女裁判において訴訟記録送付による鑑定を用い
ると、その鑑定書が戻ってくるまでの間訴訟は中断された。U.�ファル
クが紹介している事例は1589年ノルトヘッセンで行われた魔女裁判に関
するものであるが、最初の訴訟記録送付が決定されたのは1589年11月30
日で、マールブルク大学から短い鑑定書が送られてきたのは12月10日の
ことであった。２度目の訴訟記録送付はやはりマールブルク大学宛で、
1590年２月２日に行われた。このときは非公式の書簡によって数日後に
は暫定的な判断が伝えられたが、公式の鑑定結果が届いたのは２月28日
のことであった。このことから、鑑定を依頼してから公式の鑑定結果が
出るまでに早くて10日、長ければ１ヶ月近くの時間を要したことがわか
る。事実、この裁判ではディレンブルクの高等裁判所への起訴（1589年
11月５日）から暫定的無罪判決�（1590年３月13日）まで約４ヶ月、被疑

合においてはすべからく、裁判官及び参審人のみならず、刑事事件において鑑
定を与え、審理を行うべきかかる官憲もまた、刑事弾劾人がその刑事訴訟、審
理及び手続に関し法有識者の鑑定を求めることを裁判官に申し立てる場合を除
き、当事者の費用負担とすることなく、法有識者の鑑定を求めなければならな
い。当事者の申立てに基づき鑑定を求めるときは、申立てを行った当事者の費
用負担において行われなければならない。被拘禁者の主（herrschafft）、親族
又は補佐人が被拘禁者の利益のため鑑定を裁判官に申し立てるときは、裁判官
は被拘禁者の親族又は補佐人の費用においてこれを許さなければならない。た
だし、当該被拘禁者の親族が、貧困により上の費用を負担することができない
場合において、裁判官は、鑑定依頼が裁判の引延、費用の増加を意図するもの
ではないと思料するときは、官憲の費用においてかかる鑑定を入手しなければ
ならない。上の親族及び補佐人は宣誓をもって、かかる意図のないことを確言
しなければならない。すべからく、何びとに対しても不法が行われることのな
いよう、可能な限り慎重に行われなければならない。〔刑事事件という〕これ
ら重大な事件においては、より一層の慎重さが相応しいからである。ゆえに、
過誤が生じた場合において、当然知りおくべきであった事柄に関する無知は、
免責されてはならない。この点につき、裁判官、参審人及び官憲はこれをもっ
て警告されるものとする。」　また、本条文にあるように、『カロリナ』におい
ては多くの箇所で、疑義があれば訴訟記録送付を行うようにと指示している。
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者の逮捕拘束（1589年９月17日）からであれば約半年にわたって裁判が
続けられている。
　このような長期にわたる魔女裁判では、当然ながら費用も高額になる
傾向があった。というのも、ケルン選帝侯領においては魔女裁判の関係
者に支払われる報酬は日当で支払われたからである。1628年の魔女裁判
令によれば、代官や参審人、裁判書記は１日あたり１グルデン、廷吏は
12アルブスが支払われることになっている。規定においては食事の代金
は支払われないが、しかし慣習的にはそれらも裁判経費に計上されてい
た。そして学識法曹には１日あたり２グルデンが定められた109。1630年
にボンのライナー・クルティウスという名の薬屋からの請願からは、彼
の妻の裁判の故に100ターラー以上が請求されていることがわかる110。
　では、この高額の裁判費用はどうやってまかなわれたのであろうか。

『カロリナ』には、被告が拷問に耐え抜いて有罪とはならなかった場合、
原告は自身に関する費用を、被告は拘留中の自らの食費のみを負担し、
その他の裁判費用については裁判官が負担するよう定められていた（第
61条）111。また、告訴手続に則って裁判が始められた場合、原告側は被告

109 小林、前掲書（註２）、234-237頁。
110 Schormann,�a.a.O（註２），�1991,�S.�89.
111 Schroeder� (Hrsg.)，�a.a.O（註49），�2000,�S.�45.�„61.�Item�so�der�beklagt,�auff�
eynen�solchen�argkwon�vnd�verdacht�der�zu�peinlicher� frag,� (als�vorsteht)�
gnugsam�erfunden,�peinlich�einbracht,�mit�marter�gefragt,�vnd�doch�durch�
eygen�bekentnuß�oder�beweisung�der�beklagten�missethat�nit�überwunden�
wirdt,�haben�doch�Richter�vnd�ankleger�mit�obgemelten�ordenlichen�vnd�
inn� recht� zulessigen,� peinlichen� fragen,�keyn� straff� verwürckt,� dann�die�
bösen�erfunden�anzeygung,�haben�der�geschehen�frag�entschuldigte�vrsach�
geben,�wann�man�soll�sich�nach�der�sag�der�recht�nit�alleyn�vor�volbringung�
der�übelthat,�sonder�auch�vor�aller�gestaltnuß�des�übels,� so�bösen� leumut�
oder�anzeygen�der�missethatt�machen,�hütten,�vnd�wer�das�nit� thett,�der�
würde�deßhalb�gemelter�seiner�beschwerd�selbs�vrsach�sein,�Vnd�soll� inn�
disem�fall,�der�anklager�alleyn�seinen�kosten,�vnd�der�beklagt�dergleichen�
sein�atzung,�nach�dem�er�seinem�verdacht�vrsach�geben,�auch�entrichten,�
vnnd�die�oberkeyt�die�überigen�gerichts�kosten,�als� für�den�nachrichter�vnd�
andere�diener�des�gerichts�oder�gefengknuß�halber�selbs� tragen.�Wo�aber�
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人の逮捕拘禁に際して保証金を積むか、そうでなければ自らも拘禁され
ることとなった。しかしながら、魔女裁判においてはそれらの原則が守
られることは少なく、諸費用は被告人から取り立てられることが多かっ
た。その上、被告人側が支払えないほど裁判費用が高額であった場合、
しばしばその費用を共同体が負担せざるを得なかった112。その結果とし

solch�peinlich� frag,�diser�vnnd�des�heyligen�Reichs�rechtmessigen�ordnung�
widerwertig�gebraucht�würde,� so�weren�die� selben� richter,� als�vrsächer�
solcher�vnbillicher�peinlicher�frag�strafflich,�Vnd�sollen�darumb�nach�gestalt�
vnd�gelegenheyt�der�überfarung,�wie�recht� ist,�straff�vnd�abtrag�leiden,�vnd�
mögen�darumb�von� jrem�nechsten�ordentlichn�obergericht�gerechtfertigt�
werden.“�上口、前掲論文（註49）、2014年、179頁。「第61条　同じく、（上に定
めるように）拷問に十分であると証明された疑惑及び嫌疑に基づいて被告人が
拘禁され、拷問されたにもかかわらず、自らの自白又は〔証人による〕証明に
よって弾劾に係る犯行につき有罪を証明されない場合においても、裁判官及び
弾劾人は、上に定める適式かつ法において許容される拷問を行ったことを理由
として処罰されない。法の定めるところによれば、何びとも、犯罪を行うこと
のみならず、悪をなすかのような挙動により犯行の風評又は徴憑の原因を作出
すること自体を避けるべきものであり、ゆえにこれに従わない者は〔拷問とい
う〕苦難を自ら招くことになろう、という点において、犯行に関し徴憑の存在
が認定されたこと自体が、拷問の執行に対する免責事由となるからである。ま
た、かかる場合においては、弾劾人はその負担すべき費用のみを、被告人は、
嫌疑の原因を作出したがゆえにその〔拘禁中の〕糧食費（atzung）を支払わなけ
ればならない。また、官憲は、刑吏（Nachrichter）その他の裁判所属吏及び獄
舎に関するその他の費用を負担しなければならない。ただし、本神聖帝国令に
反して拷問が行われたときは、当該裁判官は、不当なる拷問を行ったものとし
て処罰されなければならない。したがって、裁判官は、法に定めるように（wie�
recht�ist）、違反の態様及び事情に応じしかるべく処罰され、賠償の責めを負い、
最寄りの正規の上級裁判所（inechstes�ordentliches�obergericht）において裁か
れなければならない。」
112 あるいは、「委員会（Ausschuss）」と呼ばれる人々が活動した地域において
は、彼らが裁判費用を保証する役割を担った。彼らは魔女を訴追するために地
域共同体の中から選ばれた人々であった。牟田によれば、「委員会」は地域共
同体全体からこの件に関して全権委任を受けており、そのため当局は裁判費用
を共同体全体で負うことを認めていたようである。「委員会」は必要に応じて
魔女裁判の分担金を村々に課すことができた。しかし現実には、委員会は被



論　　　説

北法70（5・53）857

て、その当局自体が魔女裁判のために財政を危うくすることがあっ
た113。このため、裁判の迅速化と費用を抑えるという目的は、ケルン選
帝侯領で２度にわたって魔女裁判令を発布し、魔女コミサールを派遣す
るという状況の一因となった114。
　ショアマンが示しているように、魔女コミサールを魔女裁判に派遣す
ることがケルン選帝侯領における魔女裁判で、ケルン選帝侯の支持を受
けていたということは、1629年７月24日付のケルン選帝侯が出した命令
からも明白である。その中で選帝侯は「すべての裁判官に命じる。参審
人たちにではなく、魔女術において用いられるよう任命されたコミサー
ルである教授資格保有者ファーベンスとフィッテン〔フィッター〕に、
そしてまた他の任命された者たちに従うように」と命じている115。この
命令などからショアマンは1627年以降「魔女コミサール」がケルン選帝
侯領内で任命されたと考えたようだが、ガウリッヒによればその推測は、
時期的な意味で、ヴェストファーレン公領においては当てはまらな
い116。前述のゲゼッケ市の史料からは、ヴェストファーレン公領では最
初の魔女裁判令布告（1607年７月）の１週間後に２人の学位を持つ法律

告の財産目録を作成することも請け負っており、事前の差し押さえや、証拠不
十分での釈放後の差し押さえすらも行っていた。このようにして、彼らは裁
判の結果がどうであれ、是が非でも被告に裁判費用を払わせようとしたので
ある。それのみならず、彼らは1630年のトリーア選帝侯領における法令に拠れ
ば、彼らのための報酬さえ裁判経費に計上していた。牟田和男「村の魔女狩り：
民衆司法のメカニズム」、上山安敏・牟田和男編�『魔女狩りと悪魔学』人文書
院、1997年、234-238頁；牟田、前掲書（註52）、78-82頁；小林繁子「トリーア
選帝侯領における魔女迫害：委員会を中心に」『史學雜誌』117編3号、2008年、
40-63頁を参照。
113 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�84-94.
114 Ebd.,�S.�68-94;�牟田、前掲論文（註112）、234-238頁。
115 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�69.�〔�〕は筆者。�„allen�Gerichten�zu�befehlen,�
hinfuro�nit�die�Scheffen,�sondern�die�benennte�Commissarios�L.�L.�Fabens�und�
Fitten,�und�was�deren�mehr�benennt�werden,�in�der�Hexerei�zu�gebrauchen.“
ホイザーに拠れば、フィッテンではなくフィッターである可能性がある。
Heuser,�a.a.O.（註２），�2017,�S.�96.
116 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�305.
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家が「魔術の糺問の一般コミサール」として活動していることが分か
る117。また、後述のハインリッヒ・フォン・シュルトハイスも1616年以
降ヴェストファーレン公領で働いており、それ故1607年以来魔女コミ
サールはケルン選帝侯領の魔女裁判で活動していたと想定することがで
きる118。
　なお、魔女コミサールの報酬に関して、1607年７月２日にヴェスト
ファーレンの代官および顧問官に宛てられた選帝侯の書簡によれば、逮
捕命令、拷問命令にはそれぞれ１ライヒスターラー、判決には２ライヒ
スターラー、また拷問のあった日には１日ごとに２ライヒスターラーが
支払われるよう求められた。その他雑費として、食事については１日あ
たり２回でそれぞれ６シリング、飲み物として魔女コミサールには一杯
のワイン、使用人には１杯のビール、さらには馬のための餌が与えられ
るよう取り決められていた119。
　さらにホイザーは、魔女事件に関してコミサールが派遣されるように
なった背景について、重要な指摘をしている。ホイザーに拠れば、ケル
ン選帝侯領においては一方当事者による上訴の場合に、地方の裁判所の
参審人たちは、より上級の裁判所に対して実体法または手続法的な法助
言を求めることが慣習的になされていた120。とりわけ1625年と1626年の
ケルン選帝侯領下ライン部において始まった大規模な魔女裁判において
は、そのような下級裁判所からの問い合わせに際して、ケルンにある上
級裁判所の参審人たちが現地まで赴いて助言を与えることを行ってい
た121。ところが、いくつかの史料は、そのような問い合わせがあまりに
多く、またそのために参審人たちが上級裁判所を不在とする期間が長く
なり、結果としてケルンの上級裁判所が機能不全に陥ったという事を伝
えている122。このため、宮廷顧問会はこれらの参審人たち（ブランケン

117 Johann�Suibert�Seibertz,�Urkundenbuch�zur�Landes-�und�Rechtsgeschichte�
des�Herzogthums�Westfalen�/�3�1400-1800,�Arnsberg�1854,�S.�309.
118 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�305.
119 Decker,�a.a.O.（註２），�1981/82,�S.349-350;�Seibertz,�a.a.O.（註117），�S.�309-310.
120 Heuser,�a.a.O.（註２），�2017,�S.�98.
121 Ebd.,�S.�95.
122 Ebd.,�S.�95-96.
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ベルク博士とレーメスヴィンケル博士、ハインリヒ・アルデンホーフェ
ン博士とヨハン・フォン・デア・デュッセル法学教授資格保有者の名を
ホイザーは挙げている）に、その法助言活動を上級裁判所の機能を阻害
しない程度に制限するように、と述べたようである123。しかしながらそ
れも効果がなかったようで、そのため顧問会は教授資格保有者であるア
ントン・ファーベンスとゲオルク・フィッテン（フィッター）に「委任」
を行ったのである。このことは史料上も裏付けられる。先に引用した
ファーベンスとフィッテン（フィッター）の任命についての記録には以
下のような文言が前に記されているのである。「一般的な魔女術につい
ての結論。というのも、ケルンの参審人たちの度重なる旅行によって彼
らのケルンにおける機能が停滞させられているので」124。更に1631年に
は、委任がディートリヒ・フォン・デア・シュテーゲン博士に対して行
われた125。ホイザーに拠れば、ファーベンスがそれ以前にケルン選帝侯
領において学識法曹として活動していたのに対して、残りの二人につい
てはそれまでケルン選帝侯領で活動していた記録がないという126。つま
りこれは、参審人たちの他に学識法曹たちをコミサールに任命したとい
うことで、結果として顧問会や地方の裁判権保有者によるこのようなコ
ミサール任命は、「17世紀と18世紀初期におけるケルン選帝侯の領域を、
ケルン選帝侯領からのみならずその近隣領域からも学識ある法律家たち
のたまり場とした」127。このようにホイザーに拠れば、学識法曹をコミ
サールに任命し、結果として多くの魔女コミサールがケルン選帝侯領で
活動するようになった背景の１つには、ケルン市の上級裁判所の機能不
全を解消しようという試みがあったのである。勿論これには、既に述べ
た魔女裁判の難解さも関わっていることは言うまでもない。
　以上で見てきたように、コミサール制度というのは複雑な状況から生

123 Ebd.,�S.�95.
124 Ebd.,�S.�96.�„Die�gemeine�hexerei�betreffendt.�Conclusum,�weiln�durch�der�
scheffen�zu�Collen�vielfahltigs�außreisen�ihre�function�zu�Collen�verabsaumbt�
wirdt“.
125 Ebd.,�S.�96-97.
126 Ebd.,�S.�96-97.
127 Ebd.,�S.�99.
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まれた制度である。一方ではランデスヘルであるケルン選帝侯による魔
女迫害の意思があり、そのためにケルン選帝侯は２度にわたる魔女裁判
令を出し、そこで学識法曹たちに頼るようにと勧めている。それだけで
なく、魔女コミサールのための給与規定などを細かく定めている。他方
でベッカーの言うとおり、魔女コミサールの派遣は現地における魔女裁
判の要求に端を発している。民衆からの突き上げによって現地の裁判所
や裁判権保有者は魔女裁判をせざるを得なくなるわけだが、魔女裁判の
遂行には高い学識が必要となるうえ、魔女裁判は長期化し高額化する怖
れがあって、経済的な負担となる場合が多かった。そのため、現地から
魔女コミサール派遣の要請があったと考えられる。同様にランデスヘル

（というよりも宮廷顧問会）の側としても、度重なる法助言のための参
審人たちの不在のために、ケルンの上級裁判所が機能不全に陥るという
状況があり、これを解消する必要があった。そうであるならば、魔女コ
ミサールの派遣を巡っては選帝侯側の思惑と現地の思惑とが存在するこ
とになり、ますますこれらの間の多層的な関係性を考える必要性が出て
くるのである。
　そしてまた、このような魔女コミサールの成り立ちを考えるならば、
前述の魔女コミサールの持ちうる権限についても納得が出来る。つまり、
大学法学部による鑑定の代替として魔女コミサールが投入されたのであ
れば、大学法学部の鑑定意見そのものに拘束力がなく、受け取った現地
の裁判所がそれに基づきつつも自由に判断し得たように、最終的な判断
の権利はやはり現地の裁判所の側に存在していたのであろう。また、ホ
イザーが論じたようにこのシステムが上その際に行われた法的助言行為
にその淵源を持っているとするなら、やはり魔女コミサール自身が拷問
や判決についての最終的な決定権を持っていなかったということも、理
に適っているように思える。
　ところで、鑑定意見の代わりとしての魔女コミサールの意義というの
は、裁判の迅速化に止まらない。というのも、裁判においてどのように
手続を進めるべきか、助言をする人物がその場にいるのである。これは、
現地において魔女コミサールたちが実際に魔女裁判を指揮するという事
態を招いた。先述の俸給に関する選帝侯の命令からもわかるように、彼
らは逮捕、拷問、判決などの裁判の各所にて強い影響力を持った128。上
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で述べたように名目上、 彼らはこれらの決定について決定権を持たな
かったが、実際には彼らの判断によって手続が進行したと言っても過言
ではないような事例もある。1616年９月のヴェストファーレンにおける
両法博士クリスティアン・クラインゾルゲンと教授資格保有者ヨープス
ト・ヘッカーの例や、1629年７月24日付のケルン選帝侯が出した命令に
おける教授資格保有者フェーベンスとフィッテンの例、魔女の印に関す
る鑑定書群を出版したブランケンベルク博士とレーメスヴィンケル博士
の例などを見るに、ケースによっては魔女コミサールは２人１組で委任
されたようである。このような場合であれば、ひとりの人間の恣意的な
判断がまかり通る可能性は低くなるだろう。しかしながら、後述のカス
パル・ラインハルトやフランツ・ブイルマン、本稿で取り扱うハインリ
ヒ・フォン・シュルトハイスは単独で任に当たっていた可能性もある。
どちらのケースが典型的であるのかは判断に困るところであるが129、い
ずれにせよ魔女コミサールというシステムは、このように派遣されてき
た人物による専横を招きかねない、そのような余地のある制度だったと
言う事が出来るだろう。
　実際に彼らがどのように実務に携わったのかを見れば、彼らの実態が
見えてくるだろう。ここでは２人の例を挙げておく。第１の例はヴェス
トファーレン公領のカスパル・ラインハルトである。彼は1630年５月か
ら1631年３月の間、宮廷顧問会の議事録にあげられたドロールスハーゲ
ンからの再三の苦情の中にその名を残している。同地の聖職者ニコラウ
ス・ロートゲンは彼について、「ぞっとするような拷問」を用い、800人
以上を火刑に処したと訴えた130。彼については他にも２通の請願書が提
出されている。しかし、宮廷顧問会はこの請願書に対して具体的な対処
をすることはなかった。また、彼に対してバルヴェ市にて暗殺未遂が行
われたということを、同僚であったシュルトハイスがその著書の中に書

128 Gawlich,�a.a.O.（註３），�S.�304-305.
129 実際に、多くの研究者が次に挙げるようなコミサールたちは特殊な例であ
る可能性を認めている。Ebd.,�S.�305;�Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�75.
130 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�70.�なお、ここでの800人という数字は明
らかに誇張である。



ヨーロッパ近世刑事司法の中の魔女裁判（２）

北法70（5・58）862

き残している。それに拠れば、３人の男女が夕食の際にラインハルトを
射殺しようとしたようだが、結果としては裁判書記と召使いを殺害した
ものの、ラインハルト自身には怪我をさせたに留まった。その後捕まえ
られた下手人に対し、ラインハルトは男２名に四つ裂きと車刑を宣告し、
また女を魔女として斬首の後に火刑に処した131。
　もうひとつの例は、ライン大司教領ラインバッハで専横の限りを尽く
したフランツ・ブイルマンである。彼はオイスキルヒェンの貧しい家庭
の出身でありながら、ケルン大学で法学を修め、1620年代にはケルン選
帝侯領で魔女コミサールとして働いている。彼は1631年にラインバッハ
に赴任後、際限のない拷問、被疑者の家財の横領、反対する参審人の逮
捕などを行った。目を覆いたくなるほどの彼の専横ぶりについては、ラ
インバッハから逃亡した参審人ヘルマン・レーアがその数十年後にアム
ステルダムで刊行した著書『敬虔にして無実の人々のきわめて必要なる
訴え』（1676年）に記されている。彼によれば、ラインバッハだけで125
～ 130人の犠牲者が出たとしている。彼はまた、ブイルマンが逮捕され
た女性に対して拷問を行い、その末に殺してしまったときのことを描写
している。レーアは、次のように記述している。「フランツ・ブイルマ
ンはその際次のようにいい、主張した。悪魔がこの大いなる魔女の首を
折ったのだ、畜生、畜生、畜生。彼は言った。なんて悪臭だ、悪魔の腐っ
た悪臭がする、魔女の臭い部屋から去ろうじゃないか、と」132。このよう
な出来事に対して、選帝侯の代官であり学識法曹であったシュヴァイゲ
ル博士は『カロリナ』を印刷して拷問室に持ち込むという措置をとった。
しかしブイルマンはこの措置に対しても批判的であり、この措置を行っ
たシュヴァイゲル博士はその５年後に魔法使いとして火刑に処されるこ
とになった。ブイルマンはこの死亡した被告人の家で見つかった4,000

131 Schultheiß,�a.a.O.（註94），�S.�487ff.
132 Hermann�Löher,�Hochnötige�Unterthanige�Wemütige�Klage�der�Frommen�
Unschültigen,�Amsterdam�1676,�S.�30f..� „Frans�Beurman�sagt�und�bestundt�
dar�bey/�der�teuffel�habe�der�Ertzhexen�den�Hals�zerbrochen/�pfuy/�pfuy/�
pfuy/�sagt�er:�wie�stinckt�es�hier/�der�Teuffel� ist�mit�einen�faulen�gestanck�
gescheiden/�pfuy�lasset�uns�von�den�bestie�der�Hexen�gehen.“�和訳にあたって
は小林、前掲書（註２）、158頁を参照した。
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ターラーもの財産を着服したという。加えて彼は、参審人ゲルハルト・
ペラーの妻が反対したために自分の結婚が成立しなかったことを恨みに
思っており、彼女を逮捕しようとした。その際に参審人たちの反対を予
想して、彼は参審人たちを脅しながら白紙の逮捕令状を出させることま
でした。このような暴威はすぐさま宮廷顧問会の耳に届き、1631年に顧
問会は現在審理中の魔女裁判を中止し、裁判記録を持たせた裁判書記を
ボンに召喚することを決定している。この後の取り調べによりブイルマ
ンが暴利をむさぼっていたことが判明するが、しかしそれでもブイルマ
ンはその後も魔女コミサールとして活動し続けている133。
　今日の研究において魔女裁判における魔女コミサールの評価は副次的
なものに留まっている、と言える。冒頭で述べたように、ジーベルやデッ
カーがその実態や影響力の大きさを指摘して以降、ケルン選帝侯領の魔
女裁判において一定の役割を果たしたことは認められている。しかし、
魔女裁判の原動力への着目により、これら学識法曹たちは主体的な存在
として見なされなくなっている。ショアマンは魔女迫害を「上からの」
計画的な迫害ととらえ、そのツールとして魔女コミサールを想定し
た134。ベッカーやガウリッヒは「下からの」迫害を重視しており、民衆を
迫害の主体と認める一方で、魔女コミサールが魔女裁判のアクターとし
ては描かれていないように見える。ショアマンもベッカーたちも、互い
に魔女裁判における学識法曹たちの寄与を認めてはいるが、迫害の原動
力について議論する中で、魔女コミサールの主体性や影響力を過小評価
しているように思える。
　だが、確かに魔女コミサールは迫害の主たる原動力ではなかったかも
知れないが、魔女裁判の遂行において大きな役割を果たしたのは厳然た
る事実である。コミサールの導入はランデスヘルである選帝侯の側から
も推し進められ、また魔女裁判を行っている現地の裁判権保有者からも
求められたものであった。しかしながらそれだけではなく、既に見てき
たように、それは現地に入ってきた魔女コミサールによる暴走の可能性

133 Schormann,�a.a.O.（註２），�1991,�S.�70-75;�牟田『魔女裁判』2000年、50-52頁；
小林、前掲書（註２）、157-160頁。
134 Schormann,�a.a.O.（註２）．
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も秘めており、またそれを許してしまうシステムであった。そのような
実例が、ブイルマンらだと言える。この魔女コミサールのような学識法
曹たちの存在こそがケルン選帝侯領における魔女迫害の特徴のひとつで
あり、また本稿で魔女コミサールであるシュルトハイスの書き残した史
料を用いて議論を進める理由である。




