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魔女の造形についての一考察  

呼称から読み解く「マクベス」の魔女  

高 木 香 織   

Ⅰ．はじめに  

1．研究の目的   

魔女の歴史を紐解くと，古くは古代宗教の女神にまで遡り，またその姿はヨーロッパ諸国の昔  

話等にも語られている。その後「魔女」の概念を確定し，その悪魔との関連性を文書化して，多  

くの人々を迫害した中世ヨーロッパの魔女狩りの中で，魔女に付加される意味やイメージはより  

鮮明なものへと変化し，また民間説話に伝えられた恐ろしいイメージの女悪魔や妖精との融合も  

なされた。更に時代を経た現在，「魔女」は映画や小説，漫画等を辛がける多くの作家たちによっ  

て不断に創造され続ける，重要な登場者でもある。   

このように，歴史的にさまざまな要素を含みながら形成され，現代においてなお造形され続け  

ている「魔女」であるが，魔女狩り時代までの「魔女」と映画や小説等の作品中の「魔女」には，  

歴然とした遠いがある。それは，民間信仰における魔女（古代の女神）や昔話の登場者としての  

魔女は，集合体としての人々の習俗に息づく存在であったということである。ユング心理学の言  

葉を借りれば，彼女たちは集合的無意識（1）の生み出した存在である。つまり，誰か個人が創造し  

たものではなく，集団の中から自然発生的に生み出され，祭祀や生活の端々において語られ，集  

団によって崇められ，あるいは畏れられた存在だということである。それは，魔女狩りの時代に  

おいても，強制的にではあるが共通観念が持たれ‘集団的に信じられた’という点では同じこと  

が言えよう。これに村して映画や小説等，作品の登場者として創造された「魔女」は，当然なが  

ら作家が生み出した存在である。しかし，新たな魔女像が措かれる中にも，それまで集団的に信  

じられてきた「魔女」概念の一端が，作品をより良くするために効果的に取り入れられている。  

しかも，その概念には少なくとも，当時の読者や観客にとってステレオタイプ化された要素が入  

っていなければならない。   

本研究は，長い歴史の中で集団によって概念形成されてきた魔女という存在を，作家が戯曲や  

映画等の登場者として描いた際に，いかなる信仰や社会的通念を投影させ，またいかなる性格や  

役割を新たに付加したのかという点に焦点を当てる。つまり，登場者として「創造された魔女」  

の性質を詳細に見ながら，共同体の産物であった魔女が作家によって再構築される過程を追おう  

とするものである。多様に措ける魔女の性質の，どの部分を際立たせて作者が登場させたのかを  

考察することで，作品の読みは一段と深まることが予想される。しばしば，魔女の存在そのもの  

が物語のテー マを表現する作品も登場している（2Jことを考え合わせれば，作品の読みにかかわる  
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登場者の背景を知ることは読解への刺激につながるだろう。ここでは特に，一作品に登場する魔  

女の多様な呼称を比較検討することで，それまで培われてきた魔女のイメージや俗信のスキー  

マ（3）が，作品の解釈に奥行きを与える可能性を見出したい。本考察は，作品を読む際に「登場す  

るモティーフについてのスキーマを措かして読む」ことの一モデルを示すものでもある。昔話や  

語り継がれてきた俗信が失われつつある現在だからこそ，それらを読み手が知った上で創作物語  

を読む方法も，必要になるのではないだろうか。また，昔話でなくとも，その他の作品でどのよ  

うに同じモティーフが措かれているのかを温ねる姿勢を持って作品を読むことがより作品理解を  

促すことに繋がるのではないかと考える。なぜならそのスキーマが，本考察に述べるように， 作  

品の奥行きやオリジナ リティを伝えることが多分にあると筆者は考えるからである。  

2．研究の方法   

本稿では，既に古典として名高いシェイクスピアの戯曲「マクベス」（4）の魔女：Witchesと，そ  

の種本とされるホリンシュッドの『年代記』（5）の女予言者：WeirdSistersを取り上げる。（6）その中  

でも特に「マクベス」の魔女の呼称の多様性に着目し，呼称に反映された当時の魔女概念や，そ  

れを用いたシェイクスピアの技巧を読み解いていく。「マクベス」の種本とされている『年代記』  

に登場する魔女的存在の呼称と造形とを加味することによって，「マクベス」に措かれた魔女の役  

割の奥行を，より明瞭に提示したい。  

Ⅱ．‘weirdSisters’から．‘ThreeWitches’へ  

1．魔女の呼称   

三人の魔女：ThreeWitchesは，「マクベス」劇の最初に登場し，不可解な言葉（Fairisfoul，  

andfoulisfair）を唱えて物語を開く。その後も，マクベスの行動にかかわる要所で魔女たちは  

登場するのだが，シェイクスピア作の「マクベス」において，魔女：Witchという呼称は，ただ  

一度しか用いられない。  

FIRSTWITCH：  

Asailor’swifehadchestnutsinherlap，Andmunched．‘Giveme’，quOthI．   

‘Arointthee，Witch！’，therump－fedronyoncries．（7）  （一幕三場）  

FirstWitchが，「失せろ，魔女め！」と船乗りの女房にあしらわれたエピソードを話題に上げ  

た本場面である。この後魔女連は大変憤慨し，怒りの矛先を船乗りの亭主に向けて仕返しをする  

相談を行うのであるが，マクベスがやってくるとその詰も打ち切りとなる。次の瞬間，Three  

Witchesは自分たちをTheweirdsistersと称して呪いを唱えるのだ。（8）その後彼女達は，マクベ  

スにも，バンクオーにも，Weirdsisters（あるいはweirdwomen）と呼ばれる。また別の場面で  

は，彼女たちはhags，丘endsとも呼ばれている。つまり，彼女をwitchと呼んだのは，会話に登  
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場した，船乗りの女房だけなのである。   

役名はThreeWitchesであるにもかかわらず，上記のように，彼女達は役名と劇中の呼称とに  

ズレを生じている。これは…体何故であろうか。筆者は，実はこのThreeWitchesの「呼称のズ  

レ」こそが，シェイクスピアの技巧であり，「マクベス」の物語を豊かにしているのだと考える。  

この理由は，魔女の概念の変遷を追う中で明らかにしたい。  

2．WeirdSisters（運命の女神）の意味するもの   

まず，WeirdSistersとは何者であろうか。三人のWeirdSistersは，「マクベス」の材源とされ  

る，ホリンシュッドの『年代記』にも登場し，マクベスに対して，将来を予言したとされている。  

シェイクスピアは，ある場面においては『年代記』からこの呼称をそのまま採用したのである。   

予言者としての超自然的な能力を持つ女性達は，『年代記』に限らず，東洋と東ヨーロッパの説  

話の中に多数登場する。例を挙げれば，グリム童話の「いばら姫」（9）に登場して「姫は百年間眠り  

続ける」と予言する女性もその一形態である。民俗学者ロルフ・ザイルヘルム・プレートニヒは，  

著書『運命の女制（10）において，これら一群の運命説話に登場する超自然的な宣告者を‘運命の  

女神’と名づけ，民間説話とその背景にある民間信仰を彪大な資料に基づき比較検討している。  

そしてあらゆる民族（11）の運命の女神信仰について，以下のような根本理念を導き出した。  

運命の告知者は女性で，しばしば神か半神と考えられる存在である。それはたいてい三人で   

新生児の揺りかごのかたわらに現れ，勝手気ままに，その瞬間のインスピレーションと雰囲   

気と気分にまかせて，子どもの未来の運命を定める。最期の女神のお告げは人生の最も重要   

な出来事，結婚と死を定める。すなわち，運命の女神は子倶に，誰と結婚するのか，いつど   

のように死ぬのかを予言するのである。（12）  

また，運命説話全体については，次のように述べている。  

物事の成り行きにさからって，さけられない運命の定めを変えようとする人間のあらゆる必  

死の試みにもかかわらず，あらかじめ定められた運命はこの説話のなかでは必ず成就する。  

運命を逃れんとするまさにその努力によって，かえって運命は引き寄せられ，予言の成就が  

早められる。（13）   

このように，民間説話における‘運命の女神，は，抗えない運命を宣告する。例えば「いばら  

姫」の物語では，予言の成就を避けようと国中の紡錘が焼却させられたにもかかわらず，全く予  

言どおりに姫は紡錘に刺されて百年の眠りに落ちてしまう。予言の成就を避けようと人間がどん  

なに手をつくしたところで，それは必ず成就してしまうのである。   

ところで，本書では「マクベス」のWeirdSistersについても言及している。  
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中世英語では，ウイルド（14）は英語のweird「忌まわしいこと，不運」の影響もあって，Werd  

（中世スコットランド語weird）に変化し，その姿は魔女に近いものとなった。三人の運命の  

女が十五世紀の中頃にイギリスの民間信仰で盛んに信じられていたことを，レジナルド・ピ  

ーコックは示唆している。‥・中略… ある無名の年代記作者によって，この女神はスコット  

ランド王マクベスの名前と関係づけられた。それによって，女神はさまざまな中間段階を経  

てシェークスピアの『マクベス』にまで生きつづけたのである。『マクベス』の女神は「ウイ  

アド＝シスターズ」（weird－Sisters）と呼ばれているが，女神のもとの性格はほとんど何も  

認められない。（15）  

『年代記』に登場するweirdsistersの女神としての性格と，「マクベス」のweirdsistersの性  

格とが，時代を経る中で変化したことがこの記述から見て取れる。小島信之は，「「マクベス」に  

おける魔女の性質について」（16）で，『年代記』の著者ホ1）ンシェッドの解釈する，WeirdSisters  

と，シェイクスピアの時代の人々の捉えるWeirdSistersとの違いに言及しながら，「マクベス」  

における魔女の性格について述べている。／ト島の論文で確認されたのは，以下の点である。  

O「マクベス」におけるWeirdSistersの語は，ホリンシュッドの『年代記』からそのまま採   

用されたものであること。またホリンシュッドが，その同じ語をラテン語で善かれた『ス   

コットランド史』（Boece作）の，ベレンデンによるスコットランド語訳からそっくりそ   

のまま取ってきていること。  

○ホリンシュッドは『年代記』の中で，WeirdSistersを明瞭に「運命の女神」だと解釈し，   

そのような注釈を加えていること。（17）  

○シェイクスピアが「マクベス」を創作した時代（十七世紀初頭）には，キリスト教の介入   

により，WeirdSisters：運命の女神も，Fairies：妖精連も，nymPhs：水の妖精連も，   

hag：醜悪なる女悪魔も，Witch：醜悪なる魔法を使う女も，全て悪魔と結びついた者とし   

て認識されていたこと。つまりこの時代には，妖精伝説が緩々魔女伝説と混ざり合ってお   

り，超自然的な妖精と，生きた具体的な人間達である女魔法便通とがお互いに一種の親近   

性を持っていたということ。  

○シェイクスピアが，マクベスを少なくとも善悪の選択に関しては自由意志を持った人間と   

して描いていることは明瞭であり，WeirdSistersから運命を決定的に支配されているとは   

どうしても考えられないこと。   

これらの点から，小島は「マクベス」の魔女について，彼女たちは超自然的な力を持つ‘運命  

の女神’ではなく地上の現実的な存在である魔女，つまり魔法を使う醜悪な老婆連だと結論づけ  

た。この論を敷街すると，小島は，「マクベス」の魔女が三人であるのもWeirdSistersという呼  

称を持っているのも全てはホリンシュッドの『年代記』からその語をそのまま持ってきたからで  
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ある，という解釈を示したことになる。確かに，シェイクスピアが劇を披露した相手であるジェ  

ームズー世（18）はバンクオーの末裔であるので，『年代記』でのバンクオーに向けられた予言（19）が  

そのまま残され，ジェームズ一世を喜ばせたことは否めない。   

しかし筆者は，シェイクスピアが敢えて三人の魔女を登場させ，彼女達にWeirdSistersとい  

う呼称を用いたことには，その他にも大きな意図があると考える。「マクベス」を日本版に書き直  

した「蜘妹巣城」（2…に登場する妖婆が一人であることを考慮に入れると，予言をする女を三人に  

しなければならないことには，理由があるはずである。また，魔的な民間信仰の神々が悪魔と結  

びつけられ，更には魔女と結びつけられた魔女狩りを経て，シェイクスピアの時代の人々が妖精  

と悪魔と魔女とをあまり区別しないという認識を持っていたことについては納得ができる 。しか  

しそれを踏まえたとしても，シェイクスピアが気まぐれに様々な場面で，WeirdSistersやhag  

やwitch，あるいは鮎ndsという呼称で彼女たちを呼ばせたのだとは到底考えられないのである。  

3．Witch（魔女）の意味するもの   

大内郁は，「『マタペ別における魔女再考一歴史と文学の狭間で－」（21）の中で，「マクベス」創  

作時の魔女観を反映させながら「マクベス」の魔女論を展開し，「ブラッドリーが『シェイクスピ  

ア悲劇の研究』（A．C．Bradley，Shakesi）earun7毎押動1904）の中で，「魔女の予言はマクベスの  

行動に影響を及ぼしているもののそれ以上でもそれ以下でもなく，彼の行動を予告しているだけ  

だ」と主張して以来，近年フェミニズムの観点から魔女を扱った研究はあるにせよ，今日に至る  

までこの魔女解釈を覆すような新たな解釈はされていなく，それは定説となっている感がある。」（22）  

と述べた上で，新たな魔女の役割を探っている。   

大内（2004）は，以下の点から「マクベス」のwitchが当時の魔女迫害の被害者（社会の最下  

級層に位置する貧しく，身寄りのない，年老いた女性）を反映していることを主張する。  

○シェイクスピアが生きた16世紀後半から17世紀初頭には魔女狩りが盛んになり，特にジェ   

ームズー世の即位後，その傾向が強化されたこと。ジェームズー世は『悪魔学』を著し，   

そこで魔女：witchやその類義語についての定義など，さまざまな魔女に関する事象を詳   

細に示していること。シェイクスピアがそのジェームズの前で「マクベス」劇を披露して   

いるため，『悪魔学』が念頭にあったことは否めないこと。  

○マクベスに登場する魔女連が，ヨーロッパの魔女の典型的な属性とされる，動物を従える   

ことと空中飛行の両方を持っていること。  

○一幕三場で，「消えうせろ，魔女め！」と言われたことに対して腹を立て，海に嵐を起こさ   

せて船乗りを困らせることを企てることから，「魔術を用いて他人に危害を加え，財産を破   

壊するもの」という魔女：witchの定義（23Iに合致すること。  

その上で，魔女の容貌が「気違いじみた身なりで飯だらけの生死も分からないもの」と表現さ  
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れていることを取り上げ，「マクベス」に登場する魔女は中世ヨーロッパの魔女に仕立て上げられ  

ブラッドリーの言  た貧しい「女性」の姿を伝えているのだと考察する。そしてこの魔女たちは，   

う堰草じ  

を瀬野卜家で影響されヤすい性格から自ら卑女の子郡こ異寒墜  

を見出したのだと述べている。（24）しかしながら，なぜ魔女連がマクベスを陥れようとしたのかと  

いう考察へ進むと，論は一転し，  

魔女は神でも悪魔の手先でもない。まじないを扱うただの敏がれた老婆である。しかしなが  

ら彼女たちは最も世俗から解放され，誰よりも物事を純粋に見据える力，つまり洞察力を備  

マクベスたちの行く末を忠告したのだが，それに気づかない彼  えていたのである。それ故，   

らは悲劇の一途を辿ってしまったのである。（25）  

と述べている。論の中で，‘陥れる，から，＼忠告’へ，同じ場面における魔女の予言の役割が変  

わってしまうのである。なぜ，このようなズレが起こったのであろうか。それは，マクベスの魔  

女を取り上げる際，台本ではただ一度しか登場しないwitchという呼称のみを検討したからだと  

考えられる。これだけでは，作品における魔女の全体像とその役割は掴みかねてしまうのである。  

筆者は，Witchという呼称で呼ばれた一幕三場の彼女たちについては大内論文の述べるとおり，  

当時の魔女裁判の被害者を彷彿とさせる姿だと捉えたい。なぜなら船乗りのおかみさんに軽蔑さ  

れるその姿こそ，魔女狩り時代の，人々の蔑みを受けた実在の「魔女とされた老婆連＝Witch」  

の姿そのものだからである。しかし，別の場面での「マクベス」の魔女につけられた呼称を考え  

た上ではじめて，魔女の全体像が捉えられ，彼女たちの劇における役割が明瞭になるのだと考え  

る。  

4．マクベスが捉えたThreeWitches   

これまでWeirdSistersの定義と，歴史的観点から「マクベス」の魔女について書かれた二つ  

の論文を紹介してきた。小島論文からは，シェイクスピアの時代のWeirdSistersが既に当時の  

魔女的要素を含んだ存在であることや，様々な妖精と民間信仰の鬼婆と，魔女の認識に親近性が  

あったことを確認した。また，大内論文からは，Witchと呼ばれた第d幕三場の魔女が，当時の  

貧しく，人に蔑まれ魔女狩りの被害者となった実在の老婆を彷彿とさせるものであることを確認  

した。筆者は，これらの点を踏まえた上で，更に「マクベスの視点で」彼がwitchをどう呼んで  

いたかを詳細に追うこととする。  

4－1呼称と意識   

マクベスは，Witch遠をさまざまな名で呼んでいる。なぜ，同じ人物を別の呼称で呼ぶ現象が  

起きるのであろうか。例えば，日本語では，母親を呼ぶのに時と場合によって呼称が変わること  
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がある。通常「母さん」と呼んでいた少年が，かしこまって「オカアサマ」と呼ぶ場合には，テ  

ストで悪い点数を取ってきていたり，何か物をねだろうという時の逆に不吉なサインになったり  

もする。特に反抗期には母親は「クソパパア」と呼ばれることもある。時と場面と心理状況によ  

って，同じ人物に村しても，呼称は変化するものであり，それは自然な現象であると言えよう。   

つまり，ある人物に対しての呼称が使い分けられる現象には，その時の相手の人物に対する意  

識が色濃く反映されていると捉えることができるだろう。少年にとって「母さん」は，ある時に  

はテストの点に対して寛大な気持ちを見せてくれるか雷を落とすか，どちらかの畏れ多い「オカ  

アサマ」であり，ある時には何とも自分を苛々させる「クソパパア」なのである。相手への意識  

によって呼称が変わるという点では，マクベスが不可解な三人の女性を呼ぶ場合にも，同じ事が  

言えるであろう。  

4－2 Witchへの呼称から見える，マクベスの心理   

マクベスがwitch連に用いた呼称と，それらが用いられる場面は以下の通りである。   

① weirdsisters：運命の女神逮・・・一幕五場，三幕四場，四専一場   

② hags：鬼婆・妖婆・醜い老女（もともとは，死の女神を表すが，キリスト教介入によって，  

醜悪なる女悪魔となり，醜い姿とされた）…四幕一場   

③ 丘ends：悪魔・悪霊・・・五幕五場，五幕七場   

それぞれの言葉に親近性があるとしても，これらは同一ではない。人々に培われてきた共通概  

念のイメージを念頭に置くと，①から（卦に進むにつれて，だんだんと悪の要素（悪魔と結びつい  

た）が強まっていることを確認したい。また，シェイクスピアの時代には，これだけの別の要素  

を持った言葉がwitchに集約されていたことも，見て取れる。では，マクベスはこれらの語をど  

こで用いたのであろうか。場面を挙げながら，マクベスが彼女たちをどう捉えているかを迫って  

いきたい。  

（前略）…theseweirdsisters  Salutedme，andreferredmetothecomingonoftime，With“Hail，  

kingthatshaltbe’1  （一幕五場）  

〈かの運命の女連は，私に挨拶した。しかもその挨拶は私の将来に及んで，『万歳，王に  

なるお方』となった。〉   

上記は，マクベスが夫人に，自分が王になると言われた予言について綴った手紙の一節である。  

その手紙を読んだマクベス夫人は，‘Whichfateandmetaphysicalai4dothseemTbhavethee  

crownedwithal．’〈どうやら運命と不思議な力とが，あなたの頭上にその王冠を載せようとして  

いるのに〉ほ6）と傍白する。夫人は明らかに，運命と不思議な力として，その予言を受け取ってい  

ることがわかる。また，最初の予言が当たった時，バンクオーが‘what，Canthedevilspeak  
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true？’くなに，悪魔が真実を語るのか？〉（27）と言うのに対し，マクベスは‘Ifchancewillhaveme  

king，WhychancemaycrownmeWithoutmystir．，〈運が俺を王にしてくれるのなら，おれから動  

かずとも，王冠の方で転げ込んでくるかもしれぬ。〉（28）と考えている。ここで推測されるのは，彼  

女達の予言を運命として信じたい時に，抗えない運命をもたらすとされた，民間信仰のweird  

Sistersの語が用いられるのではないかということである。それは，初めは彼女たちをdevilと捉え  

ていたバンクオーが，彼女たちをweirdwomenと呼んだ時の台詞からも見て取れる。  

Thouhastitnow；King，Cawder，Glamis，all，Asthe  weirdwomenpromised，andIfearThou  

playedestmostfoullyfor’t．YさtitwassaidItshouldnotstandinthyposterity，Butthat  

myselfshouldbetherootandfatherOfmanykings．  Iftherecometruthfromthem，Asupon  

thee，Macbeth，theirspeechesshine，Why，bytheveritiesmadegoodMaythe notbemy  

OraClesaswe11，Andsetmeupinhope？  （三幕一場）  

〈とうとう手に入れたな，国王，コーダー，ダラーミス，運命の女どもが約束したもの全部，  

しかもどうやらずいぶん汚い手を使ってだ。だが，その先がまだあったな，それはお前の子  

孫には伝わらぬ。おれの方が国王代々の父祖，王統の根，あの女どもから真実が生じるもの  

生旦，そうともマクベス，お前の頭上に燦然と輝いているのだから，お前に見事成就された  

以上，おれにとってもあれほ真実の信託になるかもしれぬ。希望のよりどころになるかもし  

れぬ。〉   

また，マクベスの用いた呼称の変遷からも，このことは見て取れる。二度日の予言を聞きに行  

ってから，マクベスが悲運な最期を遂げるまでに，魔女の呼称は大きく変わる。まず，予言を聞  

きに行こうと決意する場面では，彼女達をまだ，Weirdsistersと呼んでいる。  

Iwilltomorrow，AndbetimesIwill，tOtheweirdsisters．Moreshalltheyspeak；fornowIam  

benttoknow，…（後略）  （三幕四場）  

〈そうだ明日には，それもできるだけ早くに，運命の女どもを訪ねることにする。もっと聞き  

出さなくては。…〉   

しかしながら，予言を聞きに行った先で，魔女通が黒魔術を行っているのを目の当たりにした  

時は，明らかに悪魔と結びついた魔女（当時の魔女観）を彷彿とさせる場面なので，  

Hownow，yOuSeCret，black，andmidnight垣臣，Whatis’tyoudo？  （四幕一場）  

くやい，黒い秘密の術の真夜中の魔女（鬼婆）達，何をしているのだ？〉  

と，呼称がより醜悪なイメージのhagに変わる。しかし，そこでなされた予言は，「女から生ま  
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れた者はだれ一人マクベスを倒せない」「マクベスに敗北はありえない。バーナムの大森林がダン  

シネインの高い丘めがけて攻めてこぬ限り」という，マクベスに都合の良いものであった。マク  

ベスは，それをSweetbodements，gOOd（29）〈うれしい予言だ〉と受け取る。ところが，次に「バ  

ンクオーの子孫が国を支配するようになるか」を尋ねた時の答えは，マクベスを憤慨させた。こ  

の時，マクベスは，見ない方がいいという魔女の忠告に逆らってまで予言させたにもかかわらず，  

〈汚らしい鬼婆めら，なぜこんなものを見せる！〉（30）と言  Filthyhags，Whydoyoushowmethis？   

うのである。これらの言動からも分かるように，利己的に予言を捉えるマクベスは，「あいつらを  

信じるものは地獄に堕ちろ。」と言いながらも，自分は都合のいい予言を信じ続けた。それを反映  

しているのだろうか，Witch通が姿を消した後，従者のレノックスにこのように尋ねる。Sawyou  

theweirdsisters？〈運命の女どもの姿を見なかったか？〉（31）と。   

では，hagsよりも悪の印象の強いfiendsの呼称はどこで使われているのか。それは，嬉しい  

はずの予言が，その両義性によって，ことごとく悪い意味へと変わる場面である。まず，動くは  

ずのないバーナムの森が，ダンシネインに向けて動いたと報告を受けた時に，‘To doubt  

th’equivoeationofthe垂旦垂Thatliesliketruth．’〈真実めかして嘘を言う塁塵めの二枚舌〉O2）と表  

現される。また，宿敵のマクダフが女から生まれていない（生まれるより先に母親の腹を切り裂  

いて，月足らずで取り出された）ことを知った時には，‘Andbethesejuggling塾型垂nomore  

believed：〈あの卑攣（悪魔）ども，うまく言い抜けおって，もう信用できぬ。〉（33）と，話す。   

以上のように，魔女の呼称は，マクベスの心理を表すために駆使されていると言えよう。殊に，  

野心と利己心とに溺れてしまったマクベスの意識や，不可思議な三人の女予言者に対して抱いた  

期待と落胆と怒りとを，彼女たちへの呼称ほ見事に表現している。Witchesが三人でなければな  

らないのも，民間信仰のweirdsistersを思い起こさせるためだと言えよう。Witchesは，その個  

性を多分に発揮しながらも，更に多くのイメージを想起させる役割を負ってマクベス劇に登場し  

ているのである。   

また，多くの呼称をwitchという言葉に集約することができたのは，魔女狩りの時代を経験し  

た正にシェイクスピアの生きた時代だからこそである。Weirdsisters，hags，Bendsそれぞれの呼  

称は，イメージとしては魔女：witchに集約されつつも，人々の中に形成されてきたそれぞれの  

概念を発揮して，「マクベス」の物語に奥行きを与えていると言えよう。  

5．シェイクスピアが付加したオリジナリティ   

以上のように，時代や文化，また，魔女に大変興味を持っていたジェームズー世の好み等に対  

応して創作された「マクベス」の魔女であるが，シェイクスピアは既存の像：witch，Weirdsisters，  

hag，丘endを活用しただけでなく，更にオリジナルな部分を加えている。それは，‘両義語を操  

る魔女’である。魔女は，さまざまな物語の中で善悪・美醜・老若という村立する両面を備えた  

登場者であるが，特にシェイクスピアは「言葉」の両義性を魔女に託したのである。   

魔女達は，「Fairisfoul，andfoulisfair」という不可解な言葉で舞台の幕を開け，予言の両義性  
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によって，マクベスを破滅へと導いた。「マクベス」の魔女には，シェイクスピアの言葉を操る才  

能が見事に反映されているのである。そして，彼女たちが同義語を操る，「運命の女神とも悪魔の  

使いとも断定できないあやふやなものであること」こそが，主人公マクベスとマクベス夫人のエ  

ゴイズムと苦悩をより鮮明に描くための要素であったと言えよう。Weirdsistersの予言にすがり  

たいが，実際には彼女たちの言葉は悪魔のささやきかもしれないという，人間の欲望を揺るがす  

ようなあやふやさが，「マクベス」劇における魔女の存在意義ともなるのである。  

Ⅲ．終わりに  

「マクベス」の魔女をめぐっては，古くは運命の女神か否かという議論もなされてきたが，ブラ  

ッドリーの『シェイクスピア悲劇の研究』における魔女の解釈に落ち着いたように思われる。魔  

女は抗えない運命を決定する「運命の女神」ではなく，予言を信じて実行に移したのはマクベス  

の意志であるという考察は，ほぼ定説になっているし，マクベスとマクベス夫人の言動を考察す  

れば，それが抗えない予言ではないことははっきりとしている。何より彼女たちの役名は，Weird  

SistersではなくWitchesである。しかし，視野を広げ傭撤的に「マクベス」における魔女の役  

割を見ると，彼女たちが多くのイメージを内包しながらマクベスの意識を表現するのに一役買っ  

ていることが確認できる。本稿では，役名・呼称のズレを取り上げ，「マクベス」創作時のWitch  

のイメージの広がりと，それぞれの呼称がWitchの仲間に入りつつも個性を維持していることを  

確認し，それが作品世界に奥行きを与えているという点について述べてきた。   

上述Lてきた様に，物語を世に送り出している作家達は，一つのイメージを基に「魔女」を創  

造しているわけではない。それまでに形づくられてきた物語や作品の複数のテクスト，複数のイ  

メージ，それらに付加した時代性，また各々の直感から創作の世界を広げ，多くの要素を取捨選  

択しながら，「魔女」とその物語を造形している。またそれらのイメージは，民俗学や心理学，歴  

史学等，多くの観点から，人間の所産としての「学問」から得られたものでもある。   

これらの作品を読む，あるいは視聴する時，受け手側がそれらの所産についてのスキーマを持  

っているのといないのとでは作品解釈におけるイメージの広がりが大きく変わってくると筆者は  

考える。もちろん，真っ新な状態で視聴するのもよい。それはそれとして作品から感動を受ける  

ことはできるからである。しかし，作家が創作したモティーフの俗信的特性や別の作品での役割  

を知った上で新たな作品を読み，あるいは視聴したならば，たった一節から，より広いイメージ  

を持たせる機能を担っている作品を，余すことなく享受できるという可能性を考えることができ  

るであろう。例えば，筆者が行ってきたように，魔女の呼称それぞれの持つ特性を考え合わせて  

作品を解釈するとマクベスの心理がより鮮明に見えるというような読みの可能性である。そして，  

それは作品発表当時のその国の人間であれば当たり前に行われていた解釈だったとも考えられる。  

なぜなら当時であればwitchやweirdsistersに対するスキーマが多くの人々に共有されていた  

ことが想起されるからである。   

本研究の，昔話や俗信，あるいは他の作品から得てきたスキーマを活周した‘読み，の一方法  
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が国語教育における多読や重ね読み，あるいは読解へ繋げることができるならばどの様な方策が  

考えられるか，更に研究を重ねていきたい。  

注  

（1）ユングは，人類全体に共通する無意識があると考え，それを集合的無意識と呼んだ。集合  

的無意識には，原型があり，それが物語やイメージを生み出す力を持ち，神話や昔話の形で  

表出されると説いている。  

（2）梨木香歩作『西の魔女が死んだ』では，本物の魔女である「おばあちゃん」の生き方考え  

方そのものが，主人公を変えていく大きな役割を果たしている。  

（3）記憶として蓄積される知識の体系的な枠組み  

（4）「マクベス」と括弧を付けた場合はこの劇全体を，また，括弧を外した場合は，劇の主人公  

なるマクベスその人を指す。  

（5）ラフアエル・ホリンシュッド『イングランド，スコットランド，アイルランド年代記』，初  

版は1577年。現実的なイギリス国史として多数の研究家の協同によって書かれた。シェイク  

スピアが利用したのは，1587年に改訂増補されて出された第二版と言われている。第二版に  

は，挿絵は含まれていない。  

（6）「マクベス」には，三幕五場，四幕一場のへカテの台詞と付随するト書きに，トーマス・ミ   

ドルトンの加筆がされているという見解が定説化している。本稿では，シェイクスピアの創  

作に限定して述べるため，加筆とされる部分については，言及しない。  

（7）本論文では，FirstFolioを底本とした大場健治著，『マクベス』，2004，研究社の本文を引  

用する。一幕三場  

（8）一幕三場  

（9）KHM50「いばら姫」：KHM番号は，原著『グリム童話集』第七版（最終版）の採録話  

に付加された通し番号で，KHMとは，『グリム童話集』の原題「子供と家庭のメルヘン   

（Kinder－undHausmarchen）」に由来している。  

（10）ロルフ・ヴイルヘルム・プレートニヒ著，竹原威滋訳，『運命の女神』，白水社，2005  

（11）多くのヨーロッパ民族，特にギリシア人，アルバニア人，スラヴ人，バルト人，ルーマニ   

ア人，ゲルマン人についての考察であるため，「すべての民族」というのも，「ここに挙げら  

れたすべての民族で」ということである。  

（12）ロルフ・ヴイルヘルム・プレートニヒ前掲書，P．300  

（13）ロルフ・ヴイルヘルム・プレートニヒ前掲書，P．298  

（14）古英語ウイルドは，Wurd（最高の運命の力）という語が変化したものである。  

（15）ロルフ・ヴイルヘルム・プレートニヒ前掲書，p．282  

（16）小島信之，『文芸と思想』，1952，pp．16－pp．26，「「マクベス」における魔女の性格につい  

て」  
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（17）小島前掲論文，p．18より引用  

ホリンシュッドは，ベレンデンよりもさらに充分に，そして綿密に翻訳して次のように述   

べている。「彼女たちは，読者諸君がよく口にしてゐられるWeirdSisters即ち「運命の三女   

神」である。または，専門の魔法に通暁しているnymphs（水の妖精達）か，fairies（妖精  

達）なのである。換言すれば，マクベス伝説に現れる三人の女達を，人々はスコットランド  

の伝説で著名なWeirdSistersであると考えてゐた。（したがって彼女達は，イングランドの   

読者に対してはGodessesofdestiny（運命の女神達）と翻訳した方が適切であらう。）…後  

略」  

（18）ジェームズ一世は，エリザベスー世が崩御した後，スコットランド王6世からイングラン   

ド王一世として即位した王。自分をバンクオーの子孫だと信じていた。シェイクスピアは，   

依頼者であるジェームズー世を意識して，「マクベス」劇を創作している。  

（19）バンクオーの子孫が王になるという予言を受ける場面が，『年代記』と「マクベス」の両作   

品に描かれている。『年代記』では，WeirdSistersによって予言がなされ，「マクベス」で  

は，Threewitchesによって予言がなされる。  

（20）黒輝明監督，映画『蜘妹巣城』，1957年，東宝。黒滞明は，予言をする魔女を，「安達ケ原」  

に登場する妖婆のようなものに置き換えている。  

（21）大内郁，『筑波英語教育』，2004，pp．35－pp．47，「『マクベス』における魔女再考一歴史と  

文学の狭間で－」  

（22）同上論文，p．41  

（23）大内は，ダニエル・デュフォーの『魔術の体系』に記載されている魔女の種類を挙げてい  

る。その一つ，Witchの定或は，「魔女術を伺いて他人に危害を加え，また財産を破壊するも  

の」である。  

（24）大内前掲論文，p．44  

（25）大内前掲論文，p．44  

（26）一幕五場  

（27）一幕三場  

（28）一幕三場  

（29）四幕一場  

（30）同上  

（31）同上  

（32）五幕五場  

（33）五幕七場  
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