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近世初期の悪魔学 

─Ｊ・ボダンの時代の裁判官たち 

（レミ、ボゲ、ランクル、デル・リオ）の言説― 

 

菊地英里香 

 

はじめに 

 「魔女1」の歴史研究において、悪魔学者の著作は裁判記録のような一次資料

に基づいた研究を補う二次的な文献としての扱いを受けてきた。その理由は、

社会史が非エリート的な対象を重要視したことと、一般的に悪魔学のテクスト

が野蛮で非合理で迷信的だという評価を得ていたことによる2。しかし、近年で

は悪魔学のモノグラフが出版されることはまれではなくなった3。これは以下の

理由による。16，17 世紀の文化的な、特に科学の分野における達成と悪魔学や

妖術の探究に熱中する態度は一見したところ矛盾するように見えるが、この矛

盾は「オカルト」と「科学」という今日的基準から判断した見かけのものにす

ぎず、悪魔と妖術の問題を通じて形而上と形而下、自然と超自然との関係を再

検討する悪魔学は、当時の〔エリートの〕世界観を表明するものと考えられる

ようになったからである4

 悪魔学のテーマは悪魔と妖術師がどのようなものであり、どのようなことを

。 

                                                   
1‘ witch’と’sorcier’(女性形‘sorcière)は「魔女」と訳されることが多い.しかし witch には男性

が含まれることもあり,もちろん sorcierにも男性が含まれる場合がある.したがって「魔女」

ではなく「妖術師」という訳を採用した. 
2 L. Apps and A. Gow,Male witches in early modern Europe, Manchester and New 
York,Manchester University Press,2003,p.96. 
3 例えば, S. Houdard, Les sciences du diable:Quatre Discours sur la sorcellerie, 
XVe-XVIIe siècle,Paris,Editions du Cerf,1992.  Stuart Clark,Thinking with demons, 
New York, Oxford University Press, 2005(reprint of 1997). 
4 S.Clark,≪The scientific status of demonology≫in Vickers(ed), Occult and Scientific 
Mentalities, Cambridge University Press, 1984, pp.351-374. 
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行っているかという点にあるが、その背景にある著作家に特有の問題関心も垣

間見ることができる。筆者はこれまでにJ・ボダン（1529/30 年－1596 年）の『妖

術師の悪魔的狂気』（1580 年）De la démonomanie des sorciersという悪魔学の

著作に向き合ってきた5

 今回取り上げる作品は、フランスではユグノー戦争（1562－1598 年）を経て

絶対主義国家が形成される時期に書かれている。一般に宗教戦争の時期（1560

－1648 年）と「魔女狩り」熱の絶頂期には年代上の相関関係がみられ

。家父長権の弱体化と性的モラルの崩壊が家、さらには

国家を破滅へと導く危険極まりないものだと感知したボダンは、妖術師たちの

取り締まりの強化を主張していた。このような意識はボダンに固有のものだっ

たのだろうか、あるいは同時代の裁判官たちに分かち持たれていたものだった

のだろうか。 

6、16、

17 世紀の魔女狩りの地図は、2 つの宗教的国境の両側、カトリシズムとプロテ

スタンティズムとの接触地帯(オランダ、ルクセンブルク、ロレーヌ、ライン渓

谷、南ドイツ、ブルゴーニュ、フランシュ＝コンテ、スイスの諸州、ドフィネ、

ベアルン、バスクなど)を浮かび上がらせてくる7

本稿では 4人の裁判官たちの言説を横断的に分析する。ただし本稿の目的は、

妖術師裁判の実態を再現することではなく、裁判官たちの思惟世界をありのま

まにあぶりだすことにある。各々の裁判官たちはいずれも当時の最高峰の知識

人たちである。彼らは妖術師に関して言われていることをすべて妄信していた

。今回取り上げる裁判官たちの

活動していた地域はまさにこれらの地帯に位置していた。 

                                                   
5 拙稿「ジャン・ボダンにおける家と国家――『国家論』から『悪魔的狂気』へ――」, 『中

世思想研究』, 第 49 号, 2007 年,pp.129-143.  
6 J・ドリュモー『恐怖心の歴史』永見文雄・西澤文昭訳, 新評論, 1997 年, pp.654-655.局
地的レベルでは, 軍事的行動と妖術師裁判とのあいだに反比例の関係が見られたことも指

摘されている. 
7J-M・サルマン「魔女」柳原国光訳,『女の歴史Ⅲ十六－十八世紀 2』Ｇ・デュビィ, M・ペ

ロー監修, 藤原書店, 1995,p685-686.この点に関連しては以下も参照.Ｐ・ショニュ「17 世

紀における魔術使いの終焉 アンシャン・レジームの社会における社会関係と抑圧」『魔女

とシャリヴァリ』二宮宏之・樺山紘一・福井憲彦編,新評論,1982 年. 
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わけではなく、またテーマによっては見解を異にすることも少なくない。何を

訴えたいがために彼らは悪魔と妖術師について論述したのだろうか。妖術師を

めぐる法学的、哲学的、神学的な議論を通して、裁判官たちの思考のありよう

に迫ってみたい。 

以下、4 人の裁判官たちについて簡単に紹介しておく。 

①ニコラ・レミ（1530 年頃―1612 年） 

レミは、16 世紀末から 17 世紀初めにかけて、ロレーヌ地方（当時は神聖ロ

ーマ帝国領）の妖術師裁判で辣腕を振るった世俗の裁判官である。裁判官を父

に持つ彼は、ロレーヌ地方の町であるシャルムに生まれ、若くして法曹界への

道を志した。1575 年からはロレーヌ公シャルル 3 世の顧問官 conseil privé を務

め、その後 1591 年から 1606 年まで検事総長 procureur général という要職に

就き、ロレーヌの地で大規模な妖術師狩りを展開した。 

彼の主著『悪魔崇拝』Daemonolatreiae Libri Tres (1595 年)は、裁判官とし

て妖術師たちと関わった彼自身の体験に基づいて書かれた書物である。なぜ『悪

魔崇拝』というタイトルをつけたかということについて、レミは読者への序文

で次のように述べている。「妖術師たちの変身、呪文、奇妙な治療、魔法、嵐の

招来、その他このような驚異的な行いは、それぞれ個別のタイトルをつけるの

に十分値する題材だが、私は忌まわしい冒涜である彼らの不敬神な信仰こそ最

も強調すべきだと考えた。というのも、これこそがその他すべての魔術が発生

する源であり始まりなのである」8

                                                   
8 N. Rémy, Demonolatry,edited with an Introduction and Noted by Montague 
Summers,New York, Dover Publication,Inc.2008(the edition first published by John 
Rodker,London,in 1930), p.xi. 原典は Daemonolatreiae Libri Tres,Lyon,1595. 

。 
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『悪魔崇拝』は好評を博すこととなり、ドイツ語版を含む計 8 回増刷された9

 ボゲはフランス東部ブルゴーニュ伯領のサン・クロードの裁判官である。彼

はブザンソンの大司教により 1596 年 2 月 1 日に大判事grand jugeに任ぜられ、

1616 年までその職にあった。教養があり、古典、特に詩や歴史に造詣の深かっ

たボゲは、ブルゴーニュ地方の慣習法の注釈書（1603 年）や郷土ゆかりの聖ク

ロードの伝記（1609 年）の著者としても知られている

。

本書は 3 篇、計 56 章から構成されている。内容としては、悪魔と妖術師の契約、

悪魔と妖術師の性交、サバトへの移動、妖術師の動物への変身、魔術による呪

いや治療といった悪魔学の書物においてはおなじみのテーマが網羅されている。

そしてレミ本人が自負するように、じかに見聞した場所や日時の明示された公

式記録に基づいた事例が大量に挙げられている。同時に、レミは自分以外の学

識ある著作家たちの作品からも類似の出来事を選んで収録し、自説を補強して

いる。 

②アンリ・ボゲ（1550 頃―1619 年） 

10。ボゲもまた自らの裁

判官としての経験をもとに妖術師撲滅論を展開した人物である。その著作『妖

術師論』Discours execrable des sorciers（1602 年）11

                                                   
9 A. C.Kors, E. Peters(ed), Witchcraft in Europe 400－1700, Pennsylvania, University of 
Pennsylvania Press, 2001(2nd ed), p.322. 
10 S. Houdard, op.cit.,p.106. 
11 H.Boguet, Discours execrable des sorciers.Ensemble leurs procez faits depuis dex ans 
en cà, en divers endroicts de la France.Avec une Instruction pour un Juge en faict de la 
sorcellerie, Lyon, 1602.『妖術師論』の書誌を追跡することは大変困難であるが,おそらくこ

の 1602 年の版が初版と推定されている.なお,テクストには現在も入手しやすい以下のサマ

ーズ版を用いた.H. Boguet, An Examen of Witches, translated by E.Allen Ashwin, edited 
by M.Summers, London,John Rodker,1929. 

は、全 61 章にわたり、

レミの著作同様に妖術師と悪魔にまつわる様々なテーマが論じられている。注

目すべきは、最後に収録されている 70 項目から成る「妖術師裁判における裁判

官に必要な訴訟手続き方法」である。この「訴訟手続き方法」は、妖術師裁判

にあたる裁判官たちの実務に役立つようにと書かれたものである。シュプレン
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ガー、ボダン、ビンスフェルト12

妖術師（女）たちは今や「庭の虫けらのように増殖している」

といったこの分野における先達の見解を受け継

ぎながらも、ボゲは独自の判断も織り交ぜつつ、妖術師裁判のための簡潔な指

針を示した。 

13

 ランクルはボルドーの裕福な法服貴族の家に生まれた世俗の裁判官である。

トリノとボヘミアで法学と神学を修めた後、1582 年にボルドー高等法院の裁判

官に任ぜられた。1608 年末にアンリ 4 世によりバスク語圏のラブール地方での

妖術裁判の審判を命じられた。任期は一年足らずであったが、600 人の妖術師を

処刑したと本人は述べている。そしてこの地での経験をもとに著されたのが『堕

天使と悪魔の変節の図』Tableau de l’inconstance des mauvais anges et 

démons（1612 年）

状況にあり、

彼女たちが悪魔の下に集結し、王に戦いを挑んだとしても驚くべきことではな

いとボゲは言う。妖術師たちはシャルル 9 世の時代（在位 1560－1574 年）に

フランスだけでも 30 万人もいたと言われているが、彼女たちが世界中から集ま

ったらどれだけの数になるだろう、とボゲは恐怖する。かつてはサタンに目を

閉ざされていたため、妖術師について言われていることを信じない者たちもい

た。だが、妖術師の存在を疑っていた者たちも、今では妖術師狩りに着手して

おり、これはまもなくサタンとその部下すべてが打ち負かされる予兆なのだと

ボゲは言う。ボゲの著作は、妖術師狩りに取り組む者たちの活動がよりスムー

ズに行われるように、そして妖術師の実在に懐疑的な者たちにそれが明白であ

ることを知らしめるために書かれた。 

③ピエール・ド・ランクル（1553－1631 年） 

14

                                                   
12 ペーター・ビンスフェルト（1540 頃―1603 年）.ドイツの法理学の大家.トリーアで妖術

師裁判を扇動した.主著は『魔術師ならびに妖術師の自白に関する論考』. 
13 H.Boguet,op.cit., xxxiv. 

である。本書は全 6 篇（内容としては、第 1 篇：悪魔の変

14 P.de Lancre, Tableau de l’inconstance des mauvais anges et demons où il est 
amplement traité des sorciers et de la sorciellerie, introduction critique et notes de N. 
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節ぶりについて、第 2 篇：サバトに関して、第 3 篇：悪魔との契約、印につい

て、第 4 篇：変身、人狼について、第 5 篇：妖術による治療、霊の見分け方に

ついて、第 6 篇：妖術師司祭の裁判について）からなる大著である。従来から

本書の特徴とされているのはサバトに関する記述であるが、扇情的なダンスの

場面や悪魔と妖術師たちの性交の場面が詳しく描かれており、読者の興味を引

き付けたことが容易に想像される。だが、この点にのみ注目すべきではない。

人狼の事件についての追跡レポートや司祭である妖術師の裁判などの記述も大

変興味深いものとなっている。 

 ランクルは自分の任務の成果を記すことがフランスおよび全キリスト教国に

とって大変有用であり不可欠でさえあると自負している。無数の証言が妖術の

実在を明らかにしており、妖術を単なる奇術や夢あるいは幻と信じている多く

の人々の過ちを一掃することになるとランクルは言う。そして高等法院がかつ

て妖術に対して示した寛大さをもはや持つべきではないと主張した。 

④マルタン・アントワーヌ・デル・リオ（1551－1608 年） 

デル・リオはスペイン系の両親のもとで当時スペイン領であったネーデルラ

ントのアントウェルペンに生まれた。彼はイエズス会の博学な神学者であるが、

哲学と法律学にも通暁していた。魔術に関してこれまで著述してきた哲学者、

法学者、神学者たちはそれぞれ専門化された聴衆に語りかける傾向にあったが、

これら３つの分野すべてに長い間たずさわってきた自分こそがこの問題を論述

するのにふさわしいとデル・リオは考えていた。全６篇（第 1 篇：魔術一般に

ついて、特に自然魔術と見せかけの魔術について、第 2 篇：悪霊と関わる魔術

について、第 3 篇：有害な魔術と迷信、第 4 篇：占い、第 5 篇：有害な魔術を

                                                                                                                                                     
J-Chaquin, Paris, Aubier, coll.《Palimseste》,1982.本書の序はランクルの生涯についても

詳しい.今回,仏語版と英語版双方を参照したが,ページ数の指示は以下の英語版による.On 
the Inconstancy of Witches, Pierre de Lancre’s Tableau de l’inconstance des mauvais 
anges et demons,(1612),translated by H. Stone and G. S. Williams, Arizona,Medieval 
and Renaissance Textes and Studies,vol.307, 2006. 
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行う者に対処する際の裁判官の義務、第 6 篇：聴罪司祭の務め）からなる『魔

術の探究』Disquisitiones Magicae（1599 年）15

人はどのようにして神から遠ざかり悪魔を崇拝するにいたるのだろうか。レ

ミによれば、2 つのタイプがあるという

は法律家や神学者たちから好

評を博し、18 世紀中ごろまでにはおよそ 20 の版を重ねた。本書はカトリック

の最も権威ある論考として、同時代の悪魔学者たちから頻繁に引用された。 

 

１ 妖術師像 

1.1 妖術師はなぜ罰されるべきなのか 

16

第 2 のタイプの者たちは、先の者たちとは逆に、不精と愚鈍さによって破滅

しているとされる。彼らは怒りや渇望のような強い感情に煽られたときに軽信

するようになり、悪魔の格好の餌食となる。彼らは貧困によって絶望へ、傷つ

けられることにより復讐へ向かう。そこで、悪魔は自分が提示するいかなる提

案も彼らが喜んで受け入れるように仕向け、素晴らしくもっともらしい約束に

。 

まず第 1 のタイプの者たちは思考力と並々ならぬ好奇心を持ち合わせた無神

論者を指している。この者たちは、自らの根本原因を執拗に詮索し探究するこ

とによって、必然的にすべての意味を理解することへとさかのぼることになり、

人間の理性の光によって自らの進路を定めようとしたために難破し、ひどいう

ねりと目に余る冒涜の渦の中で破滅した。彼らの数は信じられないほどに増え

ているが、何であれ利用できる宗教の陰に隠れて発覚や告発を逃れているか、

追従者を集めないことからその存在が露見しないでいる（レミ）。 

                                                   
15 テクストに用いたのは以下のもの.M.Del Río,Disquisitiones 
magicae.Louvain,1599.Translated in part and edited by P.G. Maxwell-Stuart as 
Investigations into Magic.Social and Cultural Values in Early Modern Europe. 
Manchester and New York:Manchester University Press,2000. The editors used the 
edition Disquisitionum magicarum libri sex.Mainz:Johannes Albinus, 1603. 
16 N.Rémy,op.cit.,pp.v‐vi. 
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よって自分に忠誠を誓うようにするのだという。 

簡潔に述べるなら、悪魔学の書物で語られているのは、学識あり探究心旺盛

なエリートの妖術師と民衆の妖術師という 2 つのタイプの妖術師像である。こ

のような 2 つのタイプの妖術師像はボダンにおいても見られた。とはいえ、裁

判官たちによって語られる妖術師の大半は第 2 のタイプの者たちである。彼ら

は自らの弱い心に付け入られて悪魔と契約するに至る。「悪魔は人が孤独で絶望

しているとき、あるいは飢えやその他の災いで悲惨なめにあっているときに捕

らえる」（ボゲ）17

なぜこの点を追及するのかというと、それは「彼ら（妖術師）が単純で無知

であるからと言ってその大半を赦そうとする〔おそらく聖職者や医者のような〕

者たちの意見を反駁するため」

。 

ボゲによれば、巧妙であり時宜を心得ている悪魔は人々が飢えやふりかかっ

た災害のために孤独や絶望におちいっているところをすかさず捕らえるのだと

いう。多くの者たちは不幸と窮乏のゆえに悪魔に身をゆだねているとボゲは認

めるが、過ちは悪魔に身をゆだねる妖術師たちのほうにあると述べる。なぜな

ら、悪魔は誘惑するときに自分が悪魔であるとおおっぴらに名乗り、神や洗礼

や聖油を放棄させているのだから。悪魔が人類〔キリスト教徒〕の破滅を狙っ

ている不倶戴天の敵であることを知らない者などいないのであるから、これら

の人々は自ら神の赦しを遠ざけている。また、神が存在し、その力が悪魔の力

より優れていると知らない者などいるだろうか、なぜ私たちは悪魔に試されて

いるときに敵の約束の前に屈することなく神に立ち返らないのか、と試されて

いる方の側に彼は詰め寄る。 

18

                                                   
17 H.Boguet,op.cit., p.21.  
18 ibid.,p.23. 

である。人々は奇襲によって捕らえられたわけ

ではなく、自分が取引している相手が誰であるか知っており、その誘惑の前に



 

17 
 

屈するかどうか熟考する時間があるにもかかわらず、悪魔の罠に自らの意志で

身を投じているのだとボゲは述べている。 

妖術師たちは悪魔に騙されたからではなく、自らの意志で悪魔と結託するこ

とを選んだのであり、それゆえ彼らは法によって厳しく罰されるべきだという

主張は、世俗の裁判官であるレミも行っている。第 3 篇第 12 章の妖術師狩りに

反対する者たちに対する反駁19

また、年齢と性に由来する弱さを理由に酌量すべきだという意見に対しても、

このような弱いという状態の原因をさかのぼるなら造物主に帰着することにな

り、造物主に責任を負わせることでこの魔術という犯罪の極悪さが見過ごされ

ることになってしまうとレミは述べる。また、魔術の害悪に汚染されているの

は女性、特に老婆だが、よりまれなことであるとはいえ、悪魔と結託する男性

も同様にいると指摘した上で、この犯罪に手を染めている老婆たちはたいてい

の中で、彼はこの点に触れている。彼の論敵たち

は「法は故意に意図的に犯された犯罪を除いては人に罰を科さない」という事

項に基づき、悪魔の誘惑は大変強く、とくに性別と年齢において弱い者〔老女〕、

あるいは単に知性が欠けている者は、抵抗することが不可能だと主張していた。

これに対し、レミは言う。「お願いだから教えてもらいたい。自らの動機と企て

によらずに犯されたいかなる罪があっただろうか」。確かに悪魔は策を弄して繰

り返し人間に戦いを挑んでくるかもしれないが、神は人間に逃れる道を与えて

くれている（「コリントの信徒への手紙一」、第 10 章の「神は真実な方です。あ

なた方を耐えられないような試練にあわせることはなさらず、試練と共に、そ

れに耐えられるよう、逃れ道をも備えてくださいます」が引用されている）。そ

れゆえ最初に自らの罪によって自分自身を売った者しか悪魔は拘束することが

できないので、自らの意思で悪魔の罠に巻き込まれたものは罰されねばならな

いというのがレミの見解である。 

                                                   
19 N.Rémy,op.cit.,pp.178-188. 
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若いころからこの罪を犯しているので、長期にわたる罪であるとレミは言う。

さらに、「たとえ私の論敵たちの主張が真実だとしても、性も年齢も法への違反

の理由としては認められていないこと、そして人間の弱さを理由に赦される罪

などないことを知らない者などどこにいるだろう」とレミは言う。「レビ記」第

22 章第 27 節ではっきりと妖術を使う男女に死が命じられていたのであり、ま

た、より穏やかで慈悲に満ちた新約聖書でも厳しい罰が科されていると続ける

（「ヨハネによる福音書」第 15 章の「わたしにつながってない人がいれば、枝

のように外に投げ捨てられて枯れる。そして、集められ、火に投げ入れられて

焼かれてしまう」という一節が引かれている）。 

悪魔学者（裁判官）たちは民衆の日々の生活における貧困や苦悩を理解して

おり、そこに悪魔が付けいってくると考えていた。しかし、悪魔と結託すると

いう罪に落ちたとみなした人々に対し、彼らは厳格な態度で臨む。事情はどう

あれ、自らの意志による選択に対しては責任を負わねばならないというのが法

律家でもある彼らの総意であったと言えよう。 

 

1.2 女性についての言説――対寛容論の視点から 

かつて『魔女たちへの鉄鎚』（1486 年）は、魔術の罪に染まった者たちの大

多数が女性であることは「経験が教えている」と述べ、聖書、キケロやセネカ

らの古典、ヨハンネス・クリュソストモスらの教父のことばを総動員して女性

が本性的に弱くいかに邪悪な存在であるかを力説していた20。「魔女狩り」とい

う言葉が示すように、当時妖術師として処刑された大半は女性だったことも事

実である21

                                                   
20 H.Institoris et J.Sprenger, Le marteau des sorcière.Malleus Maleficarum, 1486(trad. 
Du latin par Amand Danet), Paris,1973; Grenoble, 1990(rééd),I-Q6, pp.172-183. 『鉄鎚』

における女性観については以下を参照.H. P. Brodel, The Mallesu Maleficarum and the 
construction of witchcraft, Manchester University Press, 2003, pp.167-188. 

。となると、近世の悪魔学者たちが女性に対してどれだけ罵詈雑言を

21 R・ブリッグスの概算によれば,全ヨーロッパで処刑された総計 50000 人のうち男性の占
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書き連ねていたとしてもなんら不思議はない。ところが、彼らは女性という性

に対してさほど多くは語っていない。ボゲのようにまったく触れていない者さ

えいる。なぜそのように彼らは沈黙したのだろうか。「この〔妖術と女性の〕関

係は彼ら〔悪魔学者たち〕にとって明白すぎるものであり、彼らの信念と行動

に深く根ざしたものであったため、彼らはそれを詳しく述べたり、〔その関係を〕

補強するための女性憎悪に没頭したりする必要はなかった」22

レミは、サバトにはさまざまな身分の男女が参加しているが、その大半は女

性であると述べる。そしてこの人類の

とS・クラークは

述べているが、その点に終始するのではなく、数少ない彼らの女性に対する言

説に注目することにより別の可能性も考えてみたい。まずは、彼らが女性に関

して残している言葉を概観しておこう。 

かす
・ ・

と呼ぶべき妖術師が女性から選び出

されていることは道理にかなったことだとし、「ファビウスは（『弁論集』で）

女たちはより魔術を信じる傾向にあるといい、プリニウスは（『博物誌』XXV、

IIで）女性たちは魔術の知識において卓越していると言っている」と述べる23

ランクルは『変節』の第 1 篇（論説 3）において、なぜ女性の妖術師が多いか

を考察している。歴史を通して男性の妖術師より女性の妖術師のほうがより多

くいることは、ギリシア、ラテン、イタリア、フランスの詩人たちの作品にお

いてもすでに見いだされ、彼らは女性たちを卓越した魔術師、あるいは妖術師

であると讃えているとランクルは述べ、ギリシア・ラテンの詩人たちの作品中

の女性の魔術師あるいは妖術師に関わる記述を列挙する。具体的には、ホメロ

ス、アリストファネス、テオクリトス、ウェルギリウス、オウィディウスとい

った詩人たちの語るヘカテやキルケやメデイアのような神話上の女性に関する

。 

                                                                                                                                                     
める割合は 20 パーセントだという（R.Briggs,≪Women as victims? Witches,Judges and 
the Community≫,French History,Vol.5.No.4,1991,p.439）.すなわち妖術師の 8 割が女性

だったということになる. 
22 S.Clark,Thinking with demons,p.117. 
23 N.Rémy,op.cit.,p.56. 
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箇所が引用されている。 

これらの事例に加えて、妖術師や妖怪の呼称(sagae、strigae、lamiae、laricae、

faridicae、furiae、harpiae)がすべて女性形であることをランクルは指摘してい

る。妖術師に女性が多いことは測りがたい神慮によるものだとしつつも、この

現象に対して十分な説明を試みることができるとして、彼は以下のように論じ

ている。 

まず、ランクルはボダンを権威として女性という性の弱さやもろさを認めな

い立場をとる。ボダンも女性に関してはほとんど沈黙しているが、『妖術師論』

の補遺である「ヨハン・ヴァイアーへの反駁」において、女性を妖術へと駆り

立てる主な７つの欠点を糾弾していた24

ボダンという同時代の一大権威をもち出しつつ、ランクルの女性に関する見

解にはラブールでの彼自身の経験が反映されている。ランクルは明らかにラブ

ールの女性たちの美しさに魅了されていた

。すなわち、軽信、好奇心、男性よりも

心を動かされやすい本性、意地の悪さ、仕返しの素早さ、絶望しやすい性質、

饒舌。ボダンは女性の脆弱性を認めず、彼女らの強情さや貪欲さを強調し、弱

さから女性が妖術師になっているなどということはないと主張していた。 

25。それと同時に、彼女たちの自由奔

放な暮らしぶりを非常に問題視している。ラブールの男たちの多くは船乗りで

あり 1 年の半分は家を留守するため、その間妻たちは子供たちのために別な父

親を選び、子供たちをサタンに捧げていた26

                                                   
24 J.Bodin,De la démonomanie des sorciers,Paris, Jacques du Puys, 1580(réédition de 
1587), Paris, Gutenberg Reprints,1979,Réfutation,pp.246L-R 
25 ミシュレ『魔女（下）』篠田浩一郎訳, 岩波書店, 1983 年,pp.57-58 
26 P.de Lancre,op.cit.,p.58． 

。また、バイヨンヌの女性の妖術師

たちは大そうな喜びをもって拷問に雄々しく耐え、これらの苦痛の中でまどろ

んだのちにまるで何らかの甘美なことや楽しみに加わっていたかのように、彼

女たちの楽園から戻ってきて、そして主人（サタン）と話をしてきたと語った
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という。女性たちを突き動かしこれらの極限状態に至らしめるのは獣のような

貪欲さであり、彼女たちは肉欲を満足させるために、あるいは復讐のために、

あるいはサバトで見られるようなその他の新しく珍しい経験をするために、自

ら進んでその中に身を投じている。「このために、ある哲学者（プラトン27

そして、悪霊が軽薄な女性の心を男性の心よりもたやすく迷信と偶像崇拝に

引き寄せるということはまさしく真実であり、それゆえ「創世記」において悪

魔の教唆はアダムではなくイヴに吹き込まれたのだ

）た

ちは女性を人と動物の間に位置付けた」。 

ランクルは続けて、「よき権威なしに彼女たちをこれらの重大な欠陥のために

非難すべきではない」としてそれらの権威を列挙する。プルタルコスの『魂の

静寂について』、ストラボンの『地理誌』第 1 巻、ディオドロス・シクルスの『図

書館』第 15 巻、そしてアウグスティヌスの『神の国』第 3 巻を指示し、これら

の箇所において女性は男性よりもより頑強であるという恐るべき傾向をもつこ

とが認められるとする。さらに、ティトゥス・リウィウスは毒と妖術とあらゆ

る種類の迷信的実践をはじめて用いたのは女性だったと付け加えることで、女

性との妖術との結びつきを強調したとも記されている。 

28

以上の記述からはいくつかの点が指摘できる。まず、彼らは女性の本性的な

弱さに関して言及していないという点である。これは、女性の弱さを主張する

ことにより女性の妖術師たちへの寛容を説いていた論敵たちを意識してのこと

だと考えることができるのではないだろうか。ボダンやレミらの共通の論敵で

。イヴのように、女性が彼

女の夫を妖術師にすることのほうが、夫が妻を妖術師にすることよりも高頻度

で起こるともランクルは述べる。 

                                                   
27ランクル自身の注による. 
28「原罪」の語を作り出したのはおそらく聖アウグスティヌスであり,その重さを強調する

アウグスティヌスの悲観論が 15 世紀から 17 世紀の西欧でその色合いを最も強め,最も広く

受け入れられていたことをドリュモーは指摘している.J ドリュモー『罪と恐れ』佐野泰雄・

江花輝昭・久保田勝一・江口修・寺迫正廣訳, 新評論, 2004, pp.469-546(第 8 章「原罪」). 
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あった医師ヨハン・ヴァイアー（1515－1588 年）は、メランコリーという医学

概念を「魔女」の問題に持ち込み、病人である彼女らに責任能力がないことを

説いていた29

 このテーマに関してはさまざまな意見がある。そもそもこのような飛行があ

りうるのか、妖術師たちは実際に体ごと飛ぶことによってサバト（悪魔と妖術

師たちの夜の集会）に参加しているのか、それともそれは悪魔の見せた幻想な

。彼は、女性が黒胆汁質で虚弱な性質をもち、本性的に弱弱しく欠

陥があると繰り返し述べ、彼女たちには酌量すべきだと主張して「魔女狩り」

に反対したのだった。それゆえ、ヴァイアーが寛容論を説く際に拠り所として

いた本性的に女性は弱いという点に、裁判官たちは意識的に触れなかったので

はないだろうか。 

さらにボダンやランクルによっては、女性は弱いどころではなくむしろ強い

と主張されている。このことは、ヴァイアー説への反駁の必要に迫られた上で

のレトリックだったというよりは、むしろ裁判官として被告の妖術師たち（女）

と渡りあった体験から得られた彼らにとっての真実だった。先の引用からもわ

かるように、特にランクルにおいてこの点は明白である。ラブールでは、男性

不在の社会の中で日々の生活の中心となっていた女性たちであった。このこと

が男性の支配による社会構造の安定を標榜するランクルによって問題視された

のである。この社会を支配している強い女たちと悪魔たちが結びついていると

いう幻想を持ったランクルは恐怖すると同時に、彼女たちを火刑台に送り込む

ことによりその力を弱めなければならないと考えたのだった。 

 

Ⅱ 魂と肉体をめぐる議論 

2.1 サバトへの魔術的飛行 

                                                   
29拙稿「Ｊ・ヴァイアー『悪魔の眩惑』――魔女は罪人か、病人か？――」『古典古代学』,
創刊号, 2009 年, pp.29-51.  
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のか、あるいは夢の中でのことなのか、と悪魔学者たちは考えをめぐらせてい

る。 

 妖術師たちの飛行が幻覚にすぎないという説の根拠となっていた文書は、900

年頃にその存在が知られるようになった「司教法令」Canon Episcopiである30

 まず、ランクルは妖術師には次の 2 つのタイプの者がいるとする

。

そこでは夜の飛行や集会は悪魔による幻覚に過ぎず、それが実在すると信じる

のは誤りであり、不敬神であると糾弾されている。この文書をいかに乗り越え

るかが妖術師たちの飛行を立証する上で一つのポイントとなる。悪魔学者たち

の多くは飛行が夢や幻想の中で起こる可能性も認めながら、実際に起こってい

ることを証明しようとした。ランクルは以下のように司教法令を解釈している。 

31

 このように前提した上で、ランクルは司教法令が言っているのは①のタイプ

の妖術師についてだとする。彼らは確かに悪魔による眩惑の犠牲者である。だ

が、①の者たちが騙されているということは、②の者たちが体ごと移動するこ

。①単に想

像と幻覚の中で悪魔に従っているだけであり、呪いにかけられた者や病気の者

を治療しようと試みたり、この目的のために毒物を用いたりする者たち。②明

らかに神を棄てサタンに身を捧げる者たちであり、この者たちは実際にサバト

に体ごと運ばれる。また、あらゆる種類の動物に変身し、無数の邪悪な行為に

ふけり呪いをかける。 

                                                   
30司教法令』の名が始め得て世に知られたのは,906 年頃にドイツの教会法学者であるプリュ

ムのレギーノが編纂した法令集においてである.レギーノは初期の公会議に由来する規律や

告解規定書やさまざまな法令をもとにこれをなお,その冒頭のことばが「司教
エピスコピ

……」で始ま

るために『司教法令』と呼ばれた.中世を通じて,さらには 17 世紀においてもこの文書は 314
年のアンキュラの公会議に由来する法令であると信じられてきたが,そうではない J. 
B.Russell, Witchcraft in the Middle Ages, (1972), 1984, pp.75-77. 
31 もっとも広く支持されているのがデル・リオの意見だとして妖術師（女）には 2 種類あ

るとランクルは述べる(P.de Lancre,op.cit.,p.531)だが,ここでは注がついておらず出所は明

らかでない.とはいえ,デル・リオは多くの女性たちが悪魔の眩惑に騙され,幻覚で見たものを

真実だと錯覚していることがあるので, 彼女たちの言うことが錯覚にすぎないのか実際に

犯した罪なのか裁判官たちは区別せねばならないと述べている(M.Del Rio,op.cit.,p.228). 
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とを妨げない。ランクルはその根拠としてキリスト、ハバク、聖ピリポの移動

を挙げている32。①の者たちは幻想に苦しめられ悟性において混乱しているだけ

であり完全な背教者とは呼ばれえず、信仰に関して疑わしいだけであるので、

改悛を通して神とその教会と和解することができる。他方②の体ごとサバトに

行っている女たちは、きちんと認識したうえで悪魔と契約を結び完璧に神から

遠ざかった異端であり背教であるので、条件が満たされれば33

 ボゲによれば、同時代のウルリッヒ・モリトール（De Lamis）やヴェールVair

（De Incantatione）、ナヴァッロ（スペインの教会法学者マルティン・デ・ア

ルピスクエタの通称、1493－1586 年）らは、妖術師たちがサバトへ飛行する可

能性をきっぱり否定している。「それにもかかわらず、私は常に反対の意見に納

得してきた」とボゲは言う

死刑にされうる。 

 しかし①と②の妖術師はどのように見分けたらよいのだろうか。ランクルは

次のように答えている。妖術師に自白を続けさせ、非常に注意深く訊問し他の

証拠を考察する。自白を強化する証拠があれば拷問を命ずることができる。激

しい拷問が冤罪を作り出すという議論にもランクルは配慮しており、それゆえ

真実を確信していない裁判官はその人を断罪してはならないと述べてはいる。

とはいえ、連鎖的に告発がおこりそれをもとに拷問がおこなわれサバトに実際

に行ったという自供を得ることはおそらくたやすいことだっただろう。したが

って、疑いをかけられたほとんどの者たちが②と見なされたと推測される。 

34。根拠としては、妖術師たちの飛行が可能だとする

悪魔学の諸権威35

                                                   
32 「マタイによる福音書」4：5-9,「ダニエル書」5：7，3,「使徒行伝」1：9. 
33 続く5であげられている以下の3点:①明らかに妖術師がそれをした,あるいは自供を通し

てそう推定できる確信を与える証拠や証言により補強される場合,②サタンにその行為が帰

されうる場合,③証言の量と質が十分な場合. 
34 H.Boguet,op.cit.,pp.40-41. 
35 ここで挙げられているのは『妖術師たちへの鉄鎚』,J・ボダン『妖術師の悪魔的狂気』

第 2 篇,第 3 章,N・レミ『悪魔崇拝』第 1 篇,第 14 章,J・ダノー『対話』第 4 章である. 

と、ほとんどすべての妖術師たちがサバトに運ばれたと供述し

ていたことの２点が挙げられている。だが、ボゲがもっとも拠り所としていた



 

25 
 

のは、イエス・キリスト自身が悪魔によってイスラエルの寺院の頂上へと、そ

の後は山頂へと運ばれたという聖書の記述である（「マタイによる福音書」4：5，

8、「ルカによる福音書」4：5，9）。「わたしたちの主に起こりえたのだから、ど

うして妖術師たちに起こりえないことがあろうか」とボゲは言う36。この点に関

してはランクルも同意見であり、妖術師たちが悪魔の力により肉体を伴って移

動することを否定することは、キリストが悪魔に移動させられたことを否定す

ることになると述べている37

肉体を伴った移動については可能としたボゲだが、妖術師たちが魂のみでサ

バトに行くことはないと断言している。プリニウスの伝える脱魂の話（霊体離

脱を繰り返し最後には敵に戻るべき体を焼かれてしまったヘルモンティウスと

いう男の話）は信じられない。もし体から魂が離れるのが本当なら死が必然的

に続くのであり、もし魂だけでサバトに行ったあと妖術師の体が生き返るなら

これは奇跡でしかありえず、これは神のみの業である

。 

38

魂だけでの移動に関しては、ランクルも否定し、「肉体が存在している限り魂

がそこから離れることは決してない」

。妖術師たちが眠りから

覚めてサバトについて話す場合は、悪魔が夢の中で教えているのだ。 

39というテルトゥルリアヌスの言葉を引用

している。ランクルは妖術師たちの移動には、以下の 4 つのケースがあると述

べている。①思惟cogitation、思考penseéだけによるもの。聖書が聖霊による移

動と呼んでいるもの40

                                                   
36 H.Boguet,op.cit.,p.42. 
37 P.de Lancre,op.cit.,p.108. 
38 H.Boguet,op.cit.,pp.48-49. 
39 “Nusquam anima sine carne est quamdiu in carne est”(Tertullian, De resurrection 
carnis 15, PL 2.814A)) 
40 これは魂だけが移動することはないという見解と相反するようにも見えるが,この現象

は神の力によるのでおそらく可能とされたのだろう.他に説明がないので,妖術師たちの移

動手段の１つにランクルがこれを入れていることには理解に苦しむ. 

。②妖術師たちが実際に歩いてサバトに行く。③体と場所

に合わせた局地的移動で悪魔が実際に彼らを空中を通って移動させる。④幻に
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よるのか妖術師たち自身がわからない場合。これはパウロに起こったことのよ

うなもので（「コリントの信徒への手紙二」12：2－4）、妖術師たちは夢の一部

においてサバトに行きたいと思った時に体の左側を下にして眠ると、悪魔が彼

女らを嘔吐させそれから口の中に何か熱い蒸気のようなものを押し込み、これ

によってサバトで起こっているすべてを鏡を見ているかのように見ることがで

きるのだという。 

悪魔は妖術師たちを体ごとサバトに連れて行く際に、その身代わりとして彼

らのベッドに身代わりを置いていくことがあるとデル・リオとランクルは言う。

（おそらくランクルはデル・リオの意見を踏襲している。）こうすることによっ

て悪魔は妖術師たちが寝ていたと見せかけて裁判官や君主をあざむき、妖術師

たちが処刑されないようにしているのだ41。デル・リオも、身体を生かしたまま

そこから魂だけを分離することができるのは神だけだとする。魂と肉体の分離

は死を意味し、神の許しなしで悪魔がこれを引き起こすことはできない。そし

て死をもたらした際でも、悪魔は魂に触れることはできない42

以上の議論からまずわかることは、裁判官たちがサバトの「実在」に大いに

執着しているという点である。裁判官たちは妖術師（民衆）たちがサバトとい

う夜の集会を催していると考え、これを非常に危険視している。彼らは民衆の

自律的な動き、すなわち陰謀の気配を鋭敏に察知しこれを取り締まろうとした

と考えられる。次に注目されるのは、今回取り上げた裁判官たちがこぞって妖

術師が魂だけでサバトへ移動すること、すなわち死以外による魂と肉体の分離

を否定している点である。この問題は魂と肉体の関係についての哲学的・宗教

的論争に内接する重大なものであった。というのは、魂の実体は「真にそれ自

体、人間の肉体の形相」というアリストテレス的理解が正統派であったが、人

。 

                                                   
41 M.Del Rio,op.cit.,p.92. 
42 ibid.,p.108. 
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間とは本来魂だけの存在だとするネオ・プラトニズムの影響も強く残っていた

からである43

 また、聖書で語られているネブカドネツァルの変身に関しては、王は決して

牛に変身したわけではなく、自分が変身したと思い込んで野獣とともに行き、

彼らのように暮したのだとボゲは解釈する。それに、もしこの変身が本物だと

しても、これは神の手によるものなので、サタンの力を借りて妖術師が変身す

ることへの証明にはならないと別の抜け道もふさいでいる。ボゲの推測によれ

ば、サタンは森のうしろに妖術師を眠りこませておいて、妖術師が心の中に持

っていた事柄をサタン自身がオオカミの姿をして遂行する。そして妖術師たち

はサタンによって想像力をたいそう混乱させられることにより、自分が狼にな

。 

 

2.2 動物への変身 

 人間の動物への変身というテーマも、魂と肉体の分離の問題にかかわるもの

である。これについて、ボゲは『妖術師論』第 47 章で論じている。古典におけ

る記述や同時代の裁判記録に加え、聖書におけるネブカドネツァル王とロトの

妻の変身を最大の根拠にして動物への変身が可能だと主張する者たちもいたが、

結論から言うと、狼化などの変身は不可能である。もし変身が起こるなら動物

に変身した人間がその魂を保つか、これを失うことになる。動物に変身した人

間が魂と理性を保つ可能性は、野蛮な獣が理性ある魂を維持するのは無理だと

して否定される。また、変身のときに理性をなくすなら、再び人間の姿に戻る

とき人間はいかにしてそれを回復することができるだろうか。もし、これを悪

魔の力によって可能だとするなら悪魔が奇跡を起こせると認めることになって

しまうとして、人間から動物への変体はありえないと彼は結論している。 

                                                   
43 N・J=シャカン「二ノーとボダン――悪魔学者たちにとって＜変身＞とは」ジャン・ド・

ニノー著, 富樫瓔子訳, 池上俊一監修『悪魔憑きと魔女』,工作舎, 1994 年, pp.90-129 はこ

の点に関して大いに示唆に富む. 
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って駆けまわって人や動物を殺したと信じているのだという。妖術師が傷つい

ている場合、この傷は狼に変身しているときに受けた傷をサタンが妖術師に移

したのだとみなされている。 

 ボゲはメランコリーにかかった者たちの妄想について理解しており、病人が

自分をニワトリや豚や牛だと思う病気があるということを知っている。したが

って、四体液をかき混ぜ人間のイマジネーションに働きかけることを得意とす

る悪魔の作用によって、妖術師たちは自分が狼に変身したのだと信じているの

だ。 

しかし、狼に変身し人間に危害を加えているのがサタンであり、妖術師はそ

れを自分が行ったと想像しているだけならば、すべてはサタンの責任になるの

だろうか。ボゲはこの見解を否定する。なぜなら、妖術師たちが駆け回って実

際に殺人行為を働いていることは多くの実際の裁判で証言されていることであ

り、それにこのようなおぞましい意図（変身して人を食らうような）を持つこ

と自体それだけで罪に値する。なぜなら、神と天国を捨てた者たちしかそのよ

うな意図を持つことは決してないからだ。 

 レミも人間が実際に動物に変身することは不可能であり、変身したように見

えるのは悪魔が引き起こす錯覚にすぎないとしている。「人間が動物に変身した

という古くからのお話を繰り返すつもりはない」。死によってしかそのもの自体

の形や姿が変わらないことは、人間が本性的な知性と理性で考えれば明白だ。

それゆえ、誰かが他の動物に変身させられたという話はばかげた信じられない

ことであり、これらのみせかけの変身は次のふたつの方法によって起こってい

るのだとされた。①悪魔は人間の想像力を混乱さることができるので、人間に

自分が変身したと信じ込ませる。②悪魔が巧妙に実際のものを使って自分の目

的にかなったように見せ、あるものが別の形に変わったと信じさせる。このよ

うに変身は見せかけにすぎず、ものの形を本当に変えることができるのは神だ
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けだ44

 ランクルとデル・リオもレミおよびボゲと見解を同じくしている。彼も魔術師

や妖術師たちの変身は、本質的なものではなく単なる幻想だと断言する。悪霊

たちは妖術師たちの体の周りの空気を調節し、我々の感覚をだまし、狼、犬、

猫などの動物の姿に見せることができる。同様に神の許しの下で彼らの心を作

りかえ感覚を鈍らせ、自分たちが動物に変身したと思い込ませている。病気に

なってありもしないことを信じるのは患者だけだが、悪魔により幻覚が引き起

こされている場合はその人も観衆も幻想に苦しむのだという。ボダンの意見で

は変身は本当に起こるとされているが、このようなことはありえない

。 

45。また、

モーゼが杖をヘビに変えたことやロトの妻が塩の柱になったことなどは神の御

業によるものなので、悪魔による変身の議論とは無関係である46

悪魔学者たちによって妖術という罪

。 

 このように、人間の魂が身体から離脱し動物の体に入ることがありうるかを

真剣に議論する裁判官たちの態度を愚かしいと一笑に付すことはできない。人

間の魂が動物の体に入ってもかまわないということになれば、さまざまな被造

物の間にある「本性」の違いや階層秩序が失われることになるからだ。現実社

会における秩序の確立と維持に心を砕いていた彼らが、宇宙規模の秩序にも配

慮していたことがこの議論から看取されよう。 

 

Ⅲ 妖術師という悪をどうとらえるか 

3.1 遺伝性および矯正不可能性について 

47

                                                   
44 N.Rémy,op.cit.,p.113. 
45 P.de Lancre,op.cit.,p.259. M.Del Rio,op.cit.,pp.98-99. 
46 P.de Lancre,op.cit.,p.262. 

はまずは矯正がほぼ不可能なものとし

47 妖術の罪は次の 6つの罪から構成されているとランクルは明快にまとめている.①偶像崇

拝の罪.イスラエル人が金の牛の前でしたことを悪魔の前でしているから.②神が禁じてい

るのに悪魔に忠告をもとめ危険な助言を得ている罪.③自分の子供たちや他人の子供たちを

悪魔に捧げるという罪.④悪魔との姦通,近親相姦の罪.⑤神を冒涜するという罪.⑥異端と背
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てとらえられている。人間がその弱さゆえに彼らの足場がすべりやすく墜落せ

ずにはいられないことを認めたとしても、彼らは生きている限りその犯罪に汚

染されたままであるので、妖術師たちが犯している神と人間への罪を赦すなら

それは狂気の沙汰だとレミは言う。「犬たちは治癒不可能だと皆が知っているの

に、それらが狂犬になったのは犬たち自身の過ちや責任によるのではないから

といって、まさに狂犬を生かしておくようなものである」48

サタンの貪欲さは無限で飽くことを知らず、ある家族に足がかりを得ると決

してそこから手を引くことはない。よって、もし親が魔術の罪で先立って告発

されていたなら、そのことは被告にとってもっとも明白で確かな証拠と常にみ

なされていた。日々手先を増やそうとする悪魔にとって、自らの手に落ちた者

たちに彼らの子供たちを同様に堕落させるように強いることは、より容易い手

段だとレミは言う

。 

このように治癒不可能な病気にも例えられた妖術という罪は、親から子へと

伝染し、放置すると延々と受け継がれていくものとしても語られている。この

点に関しては今回取り上げた 4 人の悪魔学者が異口同音に主張している。 

49

ボゲは、多くの事例から証明されているように、サタンに自分の子供たちを

捧げるのが妖術師たちの習慣であり、そこから 1 人の妖術師が家全体を滅ぼす

というよく言われる言葉が明らかに真実だとわかると述べている。ある被告の

父母あるいはそのうちの片方が妖術師である場合、その者が有罪だという強い

推定になり、これは間違いない原則だという者もある（傍注には

Bodin,Demonm.IV.4 と記載されている）

。 

50

ランクルは、妖術が蛇のようにはびこりやすく、容易に入りこみ自らを植え

。 

                                                                                                                                                     
教を含んだ罪であり,それらを助長するものである（P.de Lancre,op.cit.,p.544）. 
48 N.Rémy, op.cit.,p.185. 
49 ibid.,,p.92. 
50 H.Boguet,op.cit.p.157. 
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付けるという。「1 人の妖術師（女）がいるだけで、すぐさま多くの子供たちが

失われ、多くの妊婦たちが赤ん坊を失うのを見るだろう。哀れな被造物によっ

てはなはだしい苦痛が体験され、多くの動物が失われ、多くの作物が損なわれ、

雷や他の天罰もこれに比肩しうるようなものをもたらしえない」51

1591 年、ヴィレのフランソワーズ・ハッカールの娘ジャーナは、7 歳の時母

親によって悪魔に引き渡された。この事実は母親の自供の中で裁判官にほのめ

かされ、娘自身の証言によっても確かめられた。彼女はサバトに出席していた

ことも認めたので、人々は一致して母親と同じように彼女もまた有罪だという

意見を持ち始めていた。しかし、彼女が法で罰されるに値する年齢に達してお

らず、まだ有害な魔術行為を犯していなかったために、マノール夫人という女

性がもっとも聖なる教えによって彼女にこれらのひどく悪しき習慣を捨てさせ

る役目を引き受けた。彼女の母親が処刑されたのち、悪魔のくびきから解放さ

れ、正気とかつての自由を取り戻したとすべての人々に思えるようになるまで、

彼女はしばしある婦人のもとで世話をされ、しつけを受けた。だが、ある晩、

いつものように女中と一緒に眠っていると、悪魔が彼女を捕らえ、連れて行こ

うとした。だが、女中がイエスの名を唱えたことにより、これは妨げられた。

。また、妖術

師たちは見知らぬ者によりも自分に身近な者に対してより害悪をもたらしてい

る。彼らは妖術という犯罪の暴露を恐れて夫であれば妻を、母であれば息子や

娘をサタンのくびきにつなごうとするからだ。 

分別のつく年齢に至る前に悪魔のもとに連れて行かれた子供たちを処罰すべ

きかということもたびたび悪魔学者たちのあいだでは議論されてきた。悪魔の

手中に落ちた者は死によってしかほぼ救われることはなく、自分の経験では改

心した妖術師など一人もいなかったとレミは述べ、以下のような 7 歳の子供の

妖術師の事例を挙げている。 

                                                   
51 P.de Lancre,op.cit.,pp.548-549. 
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邪魔された悪魔は、娘をこの家の屋根の梁にぶら下げて逃げた。この話は決し

て召使の作り話などではなく、叫びを聞きつけた近所の人々によって目撃され

た事実である。この話が本当に起きたことであると裏付けるもう一つの証拠は、

この娘が 8 日のあいだ寝ることも話すことも食べることもなく意識朦朧として

いたことにあるとレミは述べる52

罰のもつもう一つの側面、すなわち罰が犯罪者にとって矯正や改良をもたら

すという議論に対し、レミは、魔術にこれを適用するのは愚かなことだと述べ

る。なぜなら、一度悪魔の支配の中に落ちた者たちは死によってしかほぼ逃れ

られないからだ。年齢を理由に魔術のようなひどい罪を犯した者を赦し、大目

に見ることをレミは遺憾に思っている。魔術よりも軽い罪であっても、神の法

と人間の法によってこの上なく厳しく罰せられてきた例を自分は読んで知って

いると彼は述べ、神による罰としては、エリシャをからかい「はげ頭」と嘲っ

た子供たちをエリシャが主の名によって呪うと、森の中から 2 匹の熊が現れ、

子供のうちの 42 人を引き裂いた（『列王記下』2：23、24）という話を引用して

。 

このジャーナと同様に年端もいかぬうちに親によって悪魔のもとへ連れて行

かれた子供たちをレミはたくさん見てきたという。裁判官たちにより子どもた

ちに罪があると認められた場合、彼らには親たちが生きたまま焼かれた場所で

鞭打ちの刑が科された。このような子供たちへの罰は長年の慣わしとなってい

たが、このような手段によって法がまっとうされているとはレミは決して考え

なかった。特に、その子供の妖術師が有罪を宣告されうる年齢に達している場

合や魔術の有害な行為を犯したと証明された場合に、このような罰では不十分

であり、公共の安全のためにもこのような子供たちは人間の世界から追放され

るべきだというのがレミの主張である。 

                                                   
52 N.Rémy,op.cit.,p.94. 
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いる53

レミがここで注目しているのは、最後のアテナイの判事の例である。この判

事と似たような動機が数年前にレミと同僚の裁判官を突き動かした。それは彼

が 17 歳のある窃盗犯を裁いた時の話である。結局、この青年は磔の刑を宣告さ

れた。というのも、この青年はすでに 3 度も鞭打ちの刑を受けたことがあり、

片方の肩に焼印まで押されていたのにもかかわらず、盗人家業を続けていたの

だった。このように犯罪者は見逃しても必ず矯正するとは限らない、いや、む

しろまた同じ罪を繰り返すのだとレミは考えている。それゆえ、「多くの罰に値

しない罪のない人々への明らかな危険という犠牲を払って一人の身の安全を獲

得することは義にかなったことではない」

。また、人間の法による事例としては、マルキアヌスの『ユダヤ民族につ

いて』第 11 巻においてトレビウスというゲルマン人の使節が、子供が主人が殺

されたときにその足元にうずくまり殺人を通報しなかったためにその子を極刑

に処した事例、カラスの目をむしり取った子供に対し、成長したときにその子

が犯すだろう罪を予見し死刑を宣告したアテナイの判事の事例が挙げられてい

る。 

54

 子供の妖術師の処罰に関して、ボゲもレミ同様に峻厳な態度を示している。

ボダンは思春期に達していない子供たちには鞭打ちの刑を宣告すべきだとし、

さらにビンスフェルトは16歳以下の子供を死刑に処すべきではないとしていた。

。レミは神聖ローマ帝国の法が生き

方を改めるよりはむしろ罪を助長しうる減刑を認めていないこと、プラトンに

よれば処罰はその罪の再犯を防ぐことにあるということにも言及し、悪魔と永

遠の同盟を結ぶことを誓約した妖術師を容赦することがいかに公共の福祉にと

って有害であるか、彼女らを殺すことでしかこの危険は取り除かれないことを

力説してもいる。 

                                                   
53 子供への刑罰の正当性を説く際にランクルもこの箇所を引用している（P.de 
Lancre,op.cit.,p.563）. 
54 N.Rémy,op.cit., p.95. 
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ボゲはまったく反対の立場をとり、思春期に達していようがいまいが悪意から

の行為を犯したことが証明された子供を死刑にするべきだと主張する（通常の

方法＜火刑＞ではなく絞首刑のようなものでいいとある種の温情を見せてい

る）。そしてこの見解の根拠として次の 4 つを挙げている。①妖術の罪の極悪さ

のため。これは想像しうる限りもっとも嫌悪感を催させる罪である。②サタン

の罠に一度捕らえられた者はそこから脱出することがほぼ不可能なので、神を

軽蔑し社会にとって危険なものとして生き続けさせるよりも死刑宣告した方が

よりよい。③主人が殺された時に叫ばなかった思春期未満の子供に死刑を命じ

た法に基づいた。④聖書の権威による。エリシャを罵った子供たちに神の罰が

下ったため。 

 このように悪魔学者たちは子供であろうとも一度サタンと関わりをもったか

らには徹底的に人間世界から排斥しなければならないと考えていた。その理由

をデル・リオは以下の 3 点に集約している。①妖術師を生かしておけば共同体

や国家にさらなるダメージをあたえることになる。②妖術の害の拡大を食い止

めるため。彼らはがん細胞のように増殖している。③彼らの悪行に対する寛大

さによってさらにひどい苦しみがもたらされないようにするため。 

社会の指導的立場にあった彼らの最大の関心が共同体や国家の全体性の維持

にあるのは当然のこととも言えよう。むしろ、妖術師という存在が彼らにこれ

ほどまでに危険視されていたことに注目すべきだろう。サタンが妖術師という

手先を使って人間社会を破滅させようとしているという恐怖にとらわれた裁判

官たちは、とにかく妖術師たちの数を減らさねばならないと焦燥感を募らせて

いた。 

 

3.2  なぜ神はこのような悪の存在を許すのか 

 どうして無辜の者たちが妖術の犠牲となるのだろうか。そもそも善なる神が
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創造したこの世界にどうして妖術のような悪がはびこっているのだろうか。こ

の難解な問いにも悪魔学者たちは答えを残している。〔答えを出そうとしている

が、必ずしも成功してはいない。〕 

 まず、無辜の者たちが犠牲になっていることに関してだが、ボゲはこれに 2

つの理由を与えている。第 1 の理由は、父祖たちの罪に由来する神の呪いがそ

の子孫たちに及んでいるからというものである。聖書において神は両親の罪を 3

代にも 4 代にもわたって罰してやると脅していた（「出エジプト記」20）。そし

て実際に神の呪いによって王位を奪われたり悲惨な捕虜の身となったりした王

たちの例もある（「サムエル記上」2、「列王記」14、「シラ書」1）。第 2 の理由

は、人間の罪のせいではなく、神の正義や業がより栄光に満ちて輝くために、

無辜の者たちが悪魔つきになったり苦しんだりすることを神は許すからという

ものである。ボゲはその卓越した例としてイエスが生まれつきの盲人を癒した

際の言葉を引用している。「本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したから

でもない。神の業がこの人に現れるためである」（「ヨハネによる福音書」9：3）。 

 さらにボゲは付け加えて、傷つけられた者が罪なき者である場合、犯罪者の

罪はより重くなり、それに値する罰もより重くなるので、それゆえ妖術師たち

のために地獄が増やされることになるため、神は彼らが害悪をなし子供を支配

するのを許すのだと苦しい説明も試みている。そして最後には神の裁きを詮索

せず、自分自身は偉大な宇宙の主は何事も善き理由なしに行わないと信じるこ

とで満足しようと述べている55

 デル・リオは、頻繁に妖術師たちが幼い子供たちに危害を加えるのを神が許

している理由を以下のように述べている

。 

56

                                                   
55 H.Boguet,op.cit.,pp.13-14. 
56 M.Del Rio,op.cit.,p.132. 

。神は子供たちを悪意と罪から救い、

安全な天国へと引き上げている。なぜなら、邪悪さが彼らの悟性を変えること
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はないからだ。神は彼らが成長して犯してしまう深刻な罪を予見していて、そ

れから彼らを救っているというわけである。また、神は両親に対する罰、ある

いは試練としてこれを許すこともある。 

 神は洗礼前の子供が殺されることもしばしば許しているが、これも彼らが生

きていたとしたら犯すであろう罪を神が予見しているので、彼らがより重い罰

を受けないために神はそうしているのだとデル・リオは言う。また、非受洗の

子供たちは原罪のせいだけでも死に値するのだから、神は残酷だ、不正だなど

と非難されるべきではない。このような身も心も汚れていない子供たちを殺す

ことで、妖術師たちはより深刻な罪を犯し、神を損なっている。そして自らの

子供を捧げるという自らが慣習的にしている行為において特にその罪性ははな

はだしいとデル・リオは述べる。 

 ランクルはさらに論を進めて、悪霊たちがどうして憐れな無実の子供たちを

求めるのかという点も考察している。彼はこれにはいくつかの理由があるとす

る。まず、子供たちが自分の身に何が起きているのか理解するのに十分な年齢

に達していないこと、弱いので暴露し告発するほど勇気がないこと、自らを守

るための賢明さや巧みさをもちあわせていないこと、抵抗するには愚か過ぎる

こと、である。子供たちが彼らの親たちの甘い言葉に容易に従い、親たちが子

供たちに与えた心構えや手本を維持し貫くことで、親たちのよう生き、親たち

が彼らに信じ込ませたことを彼らが信じ、同じ主人に仕え、同じものを崇拝し、

最後には彼らと共に地獄に落とされることを望むのを悪魔は熟知している57

 さらに根源的な問題として、なぜ妖術師という手先を用いて悪魔が猛威を振

るうのを神は許しているのかという問題がある。この問題にデル・リオは、２

つの答えを与えている。第１の答えは、我々が呪いに苦しんでいるときに、何

らかの神の属性が我々の前に現れるので、神の栄光が増すというものだ。属性

。 

                                                   
57 P.de Lancre,op.cit.,p.144. 
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とは神の叡智や人間に対する寛大さ、この世にあっても人間を罰するという彼

の正義のことである。第 2 の答えは人類にとって悪霊による呪いによる苦しみ

は役立つものだからというものである。この苦しみによって忍耐が獲得され、

貞節が強化されることになる。また、神を愛する者とそうでない者が明らかに

され、真の恭順が与えられ、徳の道に導かれる。さらにカトリック信仰をゆる

ぎなきものとし、カルヴァン主義者のように霊や天使など存在しないという者

たちに反論することができる。 

 また、忌まわしい行為の大部分を自分自身で行うことができるのに、なぜ悪

魔は妖術師という手下を用いるのを好むのかという問いに対して、デル・リオ

は 2 つの理由があるとする。1 つめの理由は、悪魔はもし自分が常に自分自身を

前面に押し出していたなら多くの人々は契約を結び妖術を行うことにしりごみ

するかもしれないので、彼らの顔なじみで親睦のある妖術師たちを使うことで

容易に人々を取り込み、結果としてより多くの共謀者を得てそして彼らを破滅

させているのである。2 つめの理由は、悪魔は自分ではまったくできないことか、

さもなければ媒介なしには容易になしえないある種のことを人間の助けによっ

てなしとげることができるから、というものである。たとえば、しばしば行わ

れていることだが、聖なるものが人間によって悪用されれば悪魔は魂に関して

かなりの収穫をあげることになるので、多くの人々にこれをさせるようにする。

聖なるものをさげすむことによって感じられる軽蔑を増大させ、聖なるものを

敬っている人々に呪いが悪霊からではなく神から由来していると確信させるの

である。この結果、人々は魔術の迷信に冒涜を付け加えることになり、神はま

すます傷つけられ、その一方で悪魔の死すべき小悪党（人間）たちへの影響力

が日ごとに増すのである。 

 悪魔は悪事を企む時にしばしば妖術師たちの同意を求めて行おうとするが、

この点に関しては、レミが以下の解釈を取り上げている。多くの者たちはこの
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理由に関して、もし悪魔が自分の望むことをすべてすることができるなら、人

類全体をとうの昔に滅ぼしてしまったに違いない、しかし、彼は天から追放さ

れるやいなや神によって意のままにすべての悪をなす力を奪われたので、彼は

人間の手先を通じてしか人類を害することができない。また、以下のような見

解もある。サタンは神の死刑執行人として、あるいは神の使いとして人間に破

滅をもたらす際にはほとんど常に単独で行動しているので、彼が意図的に同意

を求めるのは弟子たちを彼の罪の共犯者にしようとしているからである。悪魔

は彼らが熱望する復讐を成し遂げてやることで彼らから感謝を得るという手段

を通して、人類の力をはるかに凌駕した自分の力を誇示しひけらかしている。 

 悪魔学者たちは完全無欠であるべき神の摂理の中で、悪魔や妖術師が実際に

犯している罪とその被害を以上のように解釈している。だが、彼らの大著の中

でこれらの記述が占める割合は微々たるものである。それは、神の摂理にこの

世が導かれているのが当然であり、すべてがその栄光に与しているということ

が自明の事実だからというわけではなく、この問題が非常に難解な問題である

ためにこれ以上のことを語りえなかったからなのではないだろうか。善なる神

に導かれ守られているなどという安心感は彼らの書物からはまったく看取する

ことができない。むしろ妖術師という手先を通じて跋扈暗躍する悪魔の力に対

する恐怖心、嫌悪感ばかりが伝わってくる。悪魔はもはや神の役に立つ死刑執

行人ではなく、名実ともに「神の敵」58

今回の分析を通じて、裁判官たちには共通の問題意識があることがまず判明す

る。彼らにとって悪魔と結託した妖術師という存在は放置すれば増殖する不治

の疫病のような危険極まりないものとして一様に認識されている。だが、彼ら

と認識されていたのである。 

 

おわりに 

                                                   
58 P.de Lancre,op.cit.,p.49. 
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のような裁判官によって妖術師であると断罪された人々が次々に火刑に処され

ている最中にあっても、妖術を単なるトリック、あるいは夢や幻にすぎないと

信じてその実在を否定している者たちもいれば59

                                                   
59 P.de Lancre,op.cit.,p.1. 

、ヴァイアーのように妖術の存

在は認めても寛容を説く者たちもいた。中央集権の伝道者である裁判官たちに

とっては、社会的秩序の維持は至上命題であり、危険分子は徹底した排除の対

象となる。そのために彼らは妖術の実在を証明すること、そして寛容論を論駁

し法律家としての素養を生かした厳罰主義を推し進めようとしたのだった。 

その際に彼らがその知識と想像力を駆使して心血をそそいいだのが、飛行や

変身などの妖術師たちにまつわる諸行為の検証である。彼らは、後世の進歩史

観的な立場の学者たちからは「魔女妄想」に取りつかれた迷信深い者たちと嘲

笑われてきた。だが、魂と肉体の分離をめぐる彼らの議論からは、宇宙の秩序

維持に対する彼らの指向が見て取れる。 

人文主義の薫陶を受けていた彼らは、自説の論拠や証拠として聖書や古典を

引き合いに出すことに長けていたが、自らの合理的な見解にそぐわない記述に

関しては単なる「お話」として退けてもいた。彼らは妖術師と悪魔に関して言

われていることすべてを鵜呑みにしていたわけはなく、権威に自らの体験を交

えて考察を加えていたのである。彼らは当時の知的風景の中では立派な「合理

主義者」であった。 

法律家でもあった彼らは、おそらく＜神＞の名を借りて＜国家＞の安全を擁

護した。秩序への脅威――サタンと契約する妖術師たち――は確かに存在した。

世俗の裁判官である彼らは＜犯罪＞をヴァイアーのように＜幻覚＞として放任

することはできなかった。このような彼らの姿勢はまさに『国家論』の著者ボ

ダンのそれと一致している。妖術師とは近代国家成立時における恐怖の心性の

産物であったと言えよう。 


