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阿部勤也『刑吏の社会史』ノート 

 

山口尚 

 

 

 

「刑罰とは何か」をしばしば考える者として、この話題に関連する歴史書をひもとくこと

は避けられない。以下、阿部勤也の有名な『刑吏の社会史』を読みながら、印象に残ったと

ころをノートに書き留めていきたい。 

まず著者の阿部勤也（1935-2006）について。 

阿部は歴史学者であり専門は「ドイツ中世史」とされるが、日本の歴史学史においてはい

わゆる（政治史と区別された意味での）「社会史」をプロモートしたひとと位置づけられる

のではないかと考えている。ちなみに阿部は、一橋大学経済学部を出て一橋大学大学院社会

学研究科へ進み博士課程を修了し、大学教員となっていくつかの大学をめぐった後で一橋

大学に教授として帰って来て、さらに一橋大学学長までも務めているので、かなり「一橋な」

ひとだと言える。「一橋的な」何かが存在するか否かはいまだ知らないが、頭に留めておき

たい事実ではある。 

さて「社会史」は、国家や政治家を主要なアクターとはせず、むしろ社会に生きる民に焦

点を合わせて歴史を描き出す企てだと言える。だがそうなると、政治史における「歴史」と

社会史における「歴史」とは何らかの点で違ったものとならざるをえないが、その違いは何

か――このあたりも気にしながら以下『刑吏の社会史』を読んでいきたい。 

まず「はじめに」において阿部はこの本で目指すところを述べる。それはヨーロッパの「中

世後期から近代初頭にかけて都市や農村における民衆の生活のなかで処刑がどのようなも

のとしてうけとめられていたのかを知る」ことであり、これによって私たちは 

 

中世後期から近代にかけてヨーロッパ社会のなかでの、人間と人間の関係のあり方を一 

方の極において観察することになる。（『刑吏の社会史』、中公新書、1978 年、6 頁、以下

頁参照はすべてこの本から） 

 

ここで「一方の極」というのは、刑罰において人間の厳しい面が如実に表れるからである（ち

なみにもう一方の極は、阿部曰く、愛である）。要するに阿部は、刑罰の歴史を描くことに

よって、人間の織りなす関係のひとつの側面に光を当てるということである。 

第一章「中世社会の光と影」においては本書で問われる問いが定式化される。キーワードは

「賤視」である。実に中世・近世社会において刑吏はひとびとから軽蔑され「賤視」されて

いた。阿部は 19 世紀のハンブルクの郷土史家 Beneke の著書『名誉を欠くひとびとについ

て（Von unehrlichen Leute）』から以下のような記述を引く。 
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刑吏の悲惨な運命はすでに産声をあげたときにはじまっていた。刑吏の妻が産気づいて 

も近所の女は誰一人として手伝いに駆けつけなかった。市民であればツンフト（同職組合）

の仲間の家族や近隣の女が大勢手伝いに来たのだが、刑吏の家族に手を貸せば《名誉ある》

市民も賤民におち、同職組合から除名されたからである。長ずるに及んでも刑吏の子には

刑吏以外の職業はえらぶこともできなかった。どこの都市の同職組合も賤民の子弟を徒弟

として受け入れることを禁じていたからである。［…］ 

［…］刑吏の子弟の多くは中・近世のドイツ農村のハーゲシュトルツのように終生結婚も

できなかった。刑吏の娘もまた刑吏以外の者と結婚することは許されなかった。（16-17頁） 

 

このように、刑吏（およびその家族）には職業選択の自由と結婚の自由がいわば社会的に認

められていない、という言えるぐらいに彼ら／彼女らに対する賤視は激しかった。 

加えて言えば、こうしたひどい扱いは日常生活のいたるところで生じていた。例えば「刑吏

は常にそれとわかる服装をしていなければなら」ないと法律（1530 年の帝国警察法）で定

められており、これによって行動の自由もかなり制限されたわけである。阿部によると、 

 

もし刑吏が一般の人々が行くロカール（居酒屋）で飲もうと思ったら、彼は戸口のところ

に立って帽子を少しもちあげ、自分の職業を示し、客のだれかが彼の来たことに抗議する

かどうか忍耐強く待たねばならなかった。もしだれかが抗議すれば彼は無言で立ち去った。

客がだれも抗議しなければ彼は隅の特性の三本足の椅子に座り、把手のない henkellos

（Henker刑吏とかけた言葉）ジョッキで飲まねばならなかった。これは大変不名誉なこと

であったから、事実上彼らは居酒屋から締め出されていたことになる。ハンブルクの刑吏

は市参議会堂の地下にある食堂では自由に飲むことができた。そこは刑吏の酒場と呼ばれ

たのである。（20-21 頁） 

 

一般人と混じって酒を飲む自由さえなかった、ということである。 

ちなみにドイツ語で「刑吏」を表す名詞のひとつである “Henker” は、英語の “hang” の

意味をもつ動詞の “henken” に由来する。“Henker” を英訳すると “hangman“ となる。ち

なみのちなみに、現代のドイツには例えば Michael Henker などの名前のひとがいるだろう

が、その祖先は刑吏だったのかもしれない。阿部が同書で言及する Else Angstmannという

言語学者の名前にも「刑吏（Angstmann）」という語が見られる。ドイツ語を解するひとは

この苗字に〈拷問をするひと〉のイメージを重ねるだろう――なぜなら ”Angst“ は「不安」

を意味するからである。少し脱線するが、「まえがき」における、名前をめぐる阿部の記述

を、少し長くなるけれども引かせて頂きたい。 

 

［…］ヨーロッパの苗字の多くが職業名であるところから単なる記号として割り切ること
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のできない苗字も多く残っている。マックス・ヴェーバーの苗字が織匠という意味である

といっても、エーリッヒ・シュミットのそれが鍛冶屋という意味であるといっても、その

職業の歴史はその苗字の遠い歴史の彼方に消えてゆき、織匠としてのヴェーバー、鍛冶屋

としてのシュミットを考える人はいない。 

しかし「死刑執行人」「刑吏」という苗字をもって生まれたとしたらどうだろうか。これも

過去においては社会的に重要な職業の名であるから恥じる必要は全くない。たとえ刑吏が

過去において賤民であって、刑吏に触れた者も賤民の地位におちてしまうほど、蔑視され

怖れられた存在であったとしても、19世紀には賤民としての地位は消滅し、刑吏も市民権

を獲得している。［…］ 

だが分別もさだかではない子どもの頃にはどうだっただろうか。幼少の頃にこの苗字のた

めに遊び友達からからかわれ、はやしたてられ、口惜しい思いをしなかっただろうか。幼

いときには全く自分のあずかりしらぬ何かのために苦しまなければならないことがしばし

ばある。それは私たちの一日をよぎってゆく歴史の影なのである。 

エルゼ・アングストマン Else Angstmannが自分の苗字の研究から出発して刑吏という名前

の歴史的・地理的分布を調べ、民衆が刑吏をどのような目で眺めてきたのかを明らかにし

ようとしたとき、幼少期の理不尽で口惜しい体験が奥深いところで彼女の研究を支えてい

たのではないかと、私はつい想像してしまう。（3-4 頁） 

 

「歴史の影」というのは心に響く表現だ（いずれ論文を書くときに使ってみたい）。 

かつて賤視されたひとびとが存在した、という歴史がある。そして、いまやそうしたひと

びとはいなくなってしまったのだが、その痕跡はなおも残っている。蔑まれたひとびとの存

在を歴史的に抹消しないこと、そのひとたちをもう一度殺してしまわないこと――こうし

たことのためには「歴史の影」に対する感受性を維持する必要があるのである。 

話を戻すと、中世後期や近世において刑吏は賤民であった。とはいえ素朴な問いは次であ

る。実に「刑吏は裁判で判決を受けた犯人に刑を執行する者であり、その裁判が正常に運営

されている限り、非難されるべき理由はない」のであるが、それにもかかわらずなぜ処刑執

行人はかくも賤視されたのであろうか。答えの一部は、読者の誰しもが察しうるように、刑

罰に伴う〈血〉と〈死〉に関連する。とはいえ――話をややこしくするのが――阿部が指摘

するように、ゲルマン民族においては、かつて処刑は神聖な儀式だったのである。次にこの

点を確認しよう。 

阿部はまずタキトゥスの『ゲルマニア』から引く。 

 

人を死刑、投獄、あるいは笞刑に処する権限さえ、ただ司祭にのみ許され、あたかもそれは

処罰として行なうのでも、また大将の命によって行なうのでもなく、ただかの戦場に戦い

つつある時、彼らの傍にいますと彼らの考えている神の命によってはじめて行なわれるか

のごとくである（田中秀央・泉井久之助訳、ただし阿部の 30-31頁からの孫引き） 
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阿部によると、古代ゲルマン人における刑罰の意味は「司祭の聖別された手が神々をけがす

者を贖罪の犠牲として聖なるオークの木につるして捧げた」という宗教的なものであり、刑

罰は一種の神事だったのである。こうなると、処刑を行なうひとが後のゲルマン社会におい

て賤視されていく、という変化は説明を要する。かくして阿部は問う。 

 

高貴な行為としての処刑から触穢の対象としての刑吏の職業へのこの大きな転換の背後で

は一体何が起こっていたのだろうか。（34頁） 

 

これが『刑吏の社会史』の全体を貫く問いである。そして続く三つの章、すなわち 

 

第二章 刑罰なき時代 

第三章 都市の成立 

第四章 中・近世都市の処刑と刑吏 

 

において、阿部は処刑執行者の賤化の過程とその変化の理由を説明することを試みる――

章題を見ると「都市」がキーワードであるように思われるが、それは一面においてそうなの

である。中世における都市の発生が、ある面において、刑吏の賤化を進めたわけである。 

では、第二章からの議論を追っていこう。 

第二章は賤化の前史である。ここでは、刑吏の賤化に先立つ時代――すなわち中世盛期以

前――のヨーロッパにおいて刑罰がどのような意味をもっていたのか、が明らかにされる。

それは、結論を先取りして言えば、〈呪術〉としての刑罰である。 

第二章の題名は「刑罰なき時代」であり、阿部は冒頭で「法制史家 V・アハターによると中

世盛期まで西ヨーロッパには刑罰はなかった」と書く。これは驚かせる記述だ。そもそも刑

罰なしに社会は成り立つのだろうか。 

ここで押さえねばならないのは――以下の叙述からも分かるように――阿部が、近代的

な意味での「刑罰」と、より原初的な意味での「刑罰」を分けているという点である。具体

的には彼は、中世盛期以前のヨーロッパにおいては〈制裁〉などの意味をもつ近代的「刑罰」

は存在せず、むしろ違法行為の後に科せられる「刑罰」は第一に〈秩序回復〉の意味をもっ

ていた、と指摘している。阿部はアハターの次の文章を引く。 

 

ひとつの犯罪が起こったとき、問題となるのはその犯罪によって生じた傷を治すことであ

った。必ずしも、あるいは第一に被害者の傷に対して損害の賠償がなされるのではなく、

彼が生きている世界の秩序への攻撃に対して防衛しなければならなかったのである。［…］

だからこそ犯人がどのような動機で行動したのかはどうでもよいことであった。同様に犯

人の行為を倫理的な基準で評価することも意味のないことであったにちがいない。（『刑罰
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の誕生』、ただし阿部の 39 頁からの孫引き） 

 

現代では刑罰と倫理の関係は却って微妙なものになっているのだが（すなわち刑罰はある

意味で「倫理」を前提すべきでないと言われたりする）、刑法学者の山口厚も言うように近

代刑法においては「かつては、社会倫理の維持を刑法の任務として強調する考え方が有力に

主張されていた」（『刑法総論［補訂版］』、有斐閣、2005 年、４頁）。この点を踏まえると、

近代的な意味の「刑罰」は（少なくともかつては）倫理規範の違反者に対する制裁の意味合

いをもっているのに対し、中世盛期以前のヨーロッパの「刑罰」はこの意味合いを帯びてい

なかった、と言えるだろう（アハターからの引用はこれを主張している）。後者はむしろ「傷

ついた秩序（Un-Ordnung）」の是正を目指すものだったのである。 

ここでただちに気になるのが、「秩序の回復」はどのようにして行なわれたのか、である。

この点について阿部の最終的な説明は「祭祀」をキーワードとする。具体的な内容を見る前

に阿部の「まとめ的な」言葉を確認しよう。 

 

現代ではひとたび強姦された娘の純潔はもうもどらないとだれもが考えており、犯人を処

罰することでせいぜい慰めとし、その娘のことを心の底では可哀想だと思いながらも周囲

の人々はあきらめるよう説得するだろう。それは現代の社会における人的結合の絆が古代・

中世とは別な原理によって結ばれているから、一人の娘の純潔がもどらないという事実は

現代社会の人的結合の絆を破るほどの衝撃力をもっていないからなのである。純潔だけで

はない。殺人のばあいも盗みのばあいも同様である。 

ところが古代・中世の人的結合の絆は現代のそれとは違い、もっと直接的であると同時に

敏感で弱いものであった。なんの罪もない一人の娘の純潔が元のもどらないという事実に

耐えられなかったのである。［…］彼らは犯人を穴に横たえ、その胸に杭を打ち込み、土を

かけて犯罪を土の下に埋める。こうして彼らの人的関係の絆に入った亀裂をも土の下に埋

め、娘の純潔をとりもどし、元の人間関係にもどるのである。 

このようなことが可能となるためには、皆が供犠・呪術を信じていなければならない。事

実 12・13世紀にいたるまで、今日における意味での刑罰が萌芽的にしかみられなかったの

は、このような祭祀共同体が強固に存在していたという事実があったからなのである。（95-

96頁） 

 

要するに、「人間関係」によって具現化されている秩序は、犯罪によって傷をつけられた後、

「供犠」や「呪術」を伴う祭祀によって回復される、ということである。それゆえ具体的な

刑罰のそれぞれも何らかの「祭祀的な」意味合いを帯びることになる。要点を繰り返せば、

中世盛期以前のヨーロッパの刑罰は〈秩序を回復するための呪術〉の意味をもっていたので

ある。 

以上で二章の要点は押さえられたが、実を言えばこの章の面白さは個別の刑罰の具体的
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な分析にある。阿部は、以上の観点にもとづいて、個々の刑罰の各々がもつ呪術的意味を説

明していく。以下、ひとつだけ具体例を取り上げたい。 

考察したい具体例は「絞首刑」である。この刑罰の具体的なやり方は次。 

 

原則として受刑者の衣服は脱がせ、目を布で覆った。後になると下半身に衣服をつけたま

ま行なわれたが、手は後手で縛った。古い慣習では頭を剃り、身体全体にタールを塗り、鳥

の羽毛を一面につけた。（50頁） 

 

こうしたやり方は現代の日本で実施される絞首刑と細部においていろいろな違いをもって

いる。ちなみに吊るす木はきまってオークの木が選ばれたようだ。こうした特徴の各々は、

今から見るように、呪術的意味をもつものとして説明されうる。 

第一に、刑法学者の H・v・ヘンティッヒの考えでは、「髪の毛を剃るのは本来力を抜くた

めの呪術であり、後に供犠の一部になった」らしい（50-51 頁）。すなわち、犯罪者は秩序

を破壊する悪魔的な力をもっていると考えられたので、〈処刑の際に髪を剃ってその力を削

ぐ〉というのがもともとの意味だったらしい。とはいえその後、剃髪は供犠（犯罪者の命を

神に捧げる祭祀）のための〈清め〉に意味を変えたようだが。 

第二に、《なぜオークの木か》というと、オークの和名が「ナラ」であり、ナラの木が（お

そらくその大きさから）ときに神木とされることからも理解できるように、ヨーロッパでも

オークは「聖なる木」と考えられていた。阿部曰く、 

 

オデッセイの宮殿の敷居もオークでできていて、その下に霊が眠っており、善悪の魔術の

行なわれる場であった。オークの木はこのように古来聖なる木としてさまざまな儀式や処

刑に用いられてきたのである。（54頁） 

 

第三に、身体にタールを塗って羽毛をつけることの意味であるが、これは供犠と関連して

いるようだ。ふたたび H・ｖ・ヘンティッヒの考えだが、「タールは多分その臭いの故に古

来魔物を防ぐための手段」であり、「タールを塗って羽毛をつける儀式においてはまさに「犠

牲の鵞鳥」が考えられていた」らしい（55 頁）。 

最後に「目隠し」についてであるが、この説明を面白く、阿部は次のように書く。 

 

また絞首のときに目隠しをつけたり、頭から袋をかぶせたりする習慣がすでに古代ローマ

から現代にいたるまでのこっているが、これも犠牲とされた者の眼差しがこの世にある者

に災難を及ぼさないようにするためになされるのであり、死者の世界に入る供物としての

人間がこの世に残る者に魔術的なまなざしの光を向けないようにするためであるといわれ

ている。（55頁） 
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このように中世ヨーロッパにおいて絞首刑（さらには刑罰一般）は一種の呪術的儀式として

行なわれていた。これは現代から見ればある種の「不合理性」の現れだと言えるが、それで

も――おそらく慧眼な読者はみな期待することであろうが――《刑罰が呪術として行なわ

れていた》ということには当時なりの「合理性」があったと言える。この点を阿部は以下の

ように説明する。 

 

［…］復讐ではなく、みだりに人を殺したり、特に夜間に無抵抗の物を殺したり、盗みを働

いたりしたばあい、圧倒的な自然の力のなかで細々とした絆で結ばれている人的結合が破

れてしまう［…］。この時代の人々にとって何よりも大切だったのは互いの信頼であり、人

的結合の絆とはそれ以外のものではなかった。しかるに殺人、放火、盗みはその絆を破っ

てしまう。（95頁） 

 

引用にあるように、殺人・放火・盗みなどはいわば「法外な」行動であり、それが破壊した

ものを元に戻すことはもはや人間の通常の力を超えたものと思われたわけである。かくし

て、もとの状態を取り戻すための作業（ここに刑罰も含まれる）は〈呪術〉のような超越的

な何かの意味づけを受けざるをえなかった。ちなみに、ひと昔前の漫画においては〈殴って

仲直り〉というシーンがよく見られたが（例えば『ジョジョ』の第三部で花京院がポルナレ

フにひじてつを食らわせるシーン）、ここにもまた《損なわれた絆の回復には何か「通常で

ない」儀式が必要だ》という思想が現われていると言えるかもしれない。 

他方で――いささか脱線するが――当時の刑罰のうちには、いわゆる「偶然刑」もあった

という記述を引いておきたい。阿部曰く、 

 

原則として吊るしたままにして風にゆだねるのだが、枝が折れたり、鋼が切れたり、絞首

台が倒れたりして生きながらえることもあった。元来硬いオークの若枝を用いたから首に

くい込まず、死なないこともしばしばであった。そのようなばあい受刑者の生命は助けら

れたのである。その限りで絞首は偶然刑であったといわれる。後にキリスト教を受容して

からこの点をめぐって近代までつづく議論が続出し、最終的には絞首は殺すことを目的と

するようになったが、本来はそうではなかったのである。（52頁） 

 

このように絞首は偶然刑として行なわれた。引用の「近代までつづく議論」というのがいさ

さか気になるので、また機会があれば調べたい。 

さて、第三章「都市の成立」へ進むが、ここでは《中世盛期において人間のあいだの関係

性が変化し刑罰観もまた変容していく》という事態が記述される。そしてこうした変化に伴

って処刑執行者への賤視も生じてくるのである。阿部はこのような過程をブラウンシュヴ

ァイク（現在はニーダーザクセン州の主要都市）の刑吏の記録を通じて細かく記述していく。 

ブラウンシュヴァイクの文書にはじめて「刑吏（Scharfrichter, Henker）」という語が現わ
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れるのは、曰く、「1312 年のフェーメ裁判規則において」であるらしい（119 頁）。まず押

さえねばならないのは「フェーメ裁判」という言葉の意味である（ちなみに “Scharfrichter” 

は「鋭い」を表す “scharf” と「匡す者」を表す “Richter” の合成語であり、おそらくもと

もとは〈鋭い刃物で不正義を除去する者〉を意味したであろう）。 

「フェーメ」という語についてはいまや確定的なことが言えず、むしろいろいろな議論が

あるようだ。阿部の文章を引こう。 

 

刑罰 Poena（＝Pein）であるという説もあるが、言語学者Ｆ・クルーゲのいうように音声

上これには無理があり、オランダ語の veem（Vereinigung, Zunft）とみる方に可能性があ

る。つまりフェーメとは仲間団体の意味であり、フェーメ裁判とは仲間団体の裁判のこと

である。（123-124 頁） 

 

ここで言われるように、そして実際の裁判記録の中身の考察にもとづき、阿部は「フェーメ

裁判」を〈仲間団体の裁判〉を意味するものと見なす。加えて――ここがポイントなのだが

――阿部は、ブラウンシュヴァイクにおいて〈仲間団体の裁判〉としてのフェーメ裁判より

も〈行政機関による裁判〉がだんだんと重視されるようになる、という点に着目する。こう

した変化の結果として、刑吏は「行政機関の下した判決を執行する首切り役人」になってい

くのである（125 頁）。――以下、この過程を確認したい。 

第一に「フェーメ裁判」の様子である。阿部曰く、 

 

それは本来は盗み、掠奪、殺人などの現行犯に対して自力救済を行なう権利に基づいてい

た。仲間団体は現行犯人を直ちに捕えて裁いた。［…］そこにおいてはブラウンシュヴァイ

クの全市民がひとつの裁判仲間として出席した。［…］捕えられた者は自ら誓いによって潔

白を証明することができる。二度訴えられると六人の宣誓補助者が必要となる。三度訴え

られたときには審判を神に委ねる。つまり被告は真っ赤に焼かれた鉄を素手でもって九フ

ス（フィート）の距離を運ばねばならない。被告の罪が確定すると判決は直ちに執行され

た。いうまでもなくここで鉄を焼き、神の裁きを用意するのが刑吏 hengere, scarperichtere

なのである。（124頁） 

 

押さえるべきは、フェーメ裁判においては裁きが神事として行なわれている、という点であ

る。とりわけ興味深いのが「真っ赤に焼かれた鉄を素手でもって九フス（フィート）の距離

を運ばねばならない」といういわゆる「神明裁判的な」側面である（おそらく、運ぶのに失

敗したら有罪ということだろう）。日本にも古くから「盟神探湯（くかたち、くかだち、く

がたち）」という呪術的裁判法がある（ここでは熱湯や毒蛇なども用いられる）が、実に、

〈呪術的なやり方で神の判断をあおぐ〉というのは、洋の東西を問わず世界中で行なわれて

いたようだ。 
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阿部は、フェーメ裁判が行なわれていた頃のブラウンシュヴァイクでは刑吏が賤視され

ていなかった、と指摘する。なぜなら、後に刑吏は市民権をもたない賤民にカテゴライズさ

れるのだが、当時のブラウンシュヴァイクの刑吏は市民権を有していたからである。そして

この点について阿部は次のように説明する。 

 

［…］全市民の出席の下で行なわれる裁判で神の補助者となるのが刑吏であったから、少

なくともブラウンシュヴァイクでは刑吏が市民権をもっていたのは当然のことではないか

と私は推定しているのである。（125 頁） 

 

キーワードのひとつが「神の補助者」であり、もうひとつが「全市民の出席」である。先ほ

ど見たように、フェーメ裁判においては《全市民に関わることとしての裁きが、刑吏によっ

て補助される》ということが行なわれていた。こうした社会的一体感は〈刑吏を蔑視する〉

という発想を生み出しにくい。そして――次に論じる点だが――こうした市民の一体感が

失われるとともに刑吏の賤視は生まれるのである。 

いま述べた点の確認である。――阿部は、中世盛期の商業化に伴い「ブラウンシュヴァイ

クにおいても各社会階層の間の社会的懸隔化が著しく進行」し、「全市民の参加するフェー

メ裁判の比重が徐々に軽く」なることを指摘して、次の点を強調する。 

 

フェーメ裁判の重みが失われ、その記憶が遠くなると同時に市参事会所属の官吏としての

刑吏が正面に現れてくるようになる。（125頁） 

 

ここにおいては〈神事の補助者としての刑吏〉から〈官吏としての刑吏〉への転換が生じて

いる。いまや刑吏は、聖なる神の代理者ではなく、俗なる権力の下僕なのである。 

たったいま「権力の下僕」という語を用いたが、これは必ずしも修辞的誇張ではない。例え

ば大都市アウクスブルク（現在のバイエルン州南西部の大きな都市）は、ブラウンシュヴァ

イクよりも数世紀早く「各社会階層の間の社会的懸隔化」を経験し、かなり早い段階から刑

吏の賤視が生じていた場所だが、ここについて阿部は次の点を指摘する。 

 

ドイツにおいて最も早く賤視された存在としての職業的刑吏の規定がみられるのは、1276

年のアウクスブルクの都市法である。そこでは八節にわたって刑吏の職務を定め、（一）刑

吏は身体にかかわる処刑を行なう権利を有し、（二）裁判の勝者が刑吏に処刑を依頼し、五

シリングあるいは同額の価値のある県を与え、被告が帯の下にもつ者も刑吏の手に帰する。

（三）刑吏は更に娼婦宿を管理し、週二シリングを受け取り、（四）市の穀物市場に集めら

れる穀物を監視し、代わりに賃金を得る。（五）刑吏はまた牛乳をも監視する。（六）刑吏は

便所の清掃をし、（七）癩病患者を市に入れないようにする。（八）放浪する娼婦を追放する

……。（127 頁） 
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この法令において刑吏は、公的機関の「汚れ仕事」のひとつである処刑を受けもつと同時に、

その他のさまざまな「汚れ仕事」も受けもつ存在とされている。この背景には、刑罰の意味

合いが変わった、という事態がある。すなわち刑罰は、もはや神事ではなく、世俗的営みの

一種であり、しかもそのなかでも最も「下賤な」もののひとつなのである。そしてこうした

仕事を担当する者は――引用の都市法が定めるように――他の「下賤な」仕事も受けもって

しかるべきである。かくして刑吏は便所の清掃や癩病病患者の追い出しの仕事も兼ねるよ

うになった。 

いったんまとめよう。 

以上見てきたように、都市化・商業化・階層懸隔化、そして官僚機構をもつ参議機関の誕

生などが原因となって、処刑は〈神事〉から〈世俗の汚れ仕事〉へ意味合いを変えた。これ

にともなって刑吏は賤視されていくわけである。 

この頃の刑吏の賤視の具体的内容については例えば次のように記述される。 

 

14・15世紀にはいたるところで賤民としての刑吏の姿が確認されている。ミュンヘンでも

1433年には刑吏のみが娼婦をおく権利をもっていたし、フランクフルト・アム・マインで

も同様であった。すでにこの頃には皮剝ぎと刑吏が合体し、皮剝ぎを営む刑吏が続出して

いたことは刑吏の賤民化に決定的に拍車をかけることになった。 

シュトラースブルクにおいても、16世紀には刑吏は名誉ある人々と街路で出会ったときに

は道を譲らねばならず、市場でも商品に触れてはならず、触れた物は必ず購入しなければ

ならないと定められている。教会のミサにおいても隅に席をとらねばならない、とある。

（128頁） 

 

このように、都市は法律でもって「システマティックに」刑吏を賤視した。その一方で――

阿部が強調する点だが――刑吏は別の側面では称賛されたり好評を得たりすることもあっ

たのである。それは例えば医療の分野においてであった。すなわち「刑吏は人間と動物の怪

我や病気を治す医者としての評判が高かった」のだ。なぜそうなるのかと言うと、阿部は次

のように説明する。 

 

中世の人々にとって病気は身体の構造や生理面での欠陥によるものとはみられず、神々や

霊の作用と考えられていたから、生と死の狭間に立つ刑吏とその両界の境を通過した受刑

者の身体には何らかの不可思議な力があると信ぜられていたのである。（130 頁） 

 

具体的には「処刑された者の血を飲ませると癲癇が治る」とか、「処刑された盗人の指（特

に無実の者の）を切りとって、紐でしばってビール樽のなかに吊るしておくとビールが美味

しくなる」などと信じられていた。こんな具合であるから、 
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昼の間は往来で刑吏に出会っても触れないようにさけていた人々が、夜になるとこっそり

刑吏の家の戸をたたき病気の親や子のための薬などを求めたのである。（133 頁） 

 

要するに、中世盛期およびそれからしばらく後までのヨーロッパにおいては、刑吏は完全な

「不可触民」であるわけではなかった、ということだ。この意味で、このころの刑吏の賤視

は「徹底的な」ものではなかった。この点について阿部曰く、 

 

このようにみてくると人々は一方で刑吏に触れるのを極度に避けている反面、他方では刑

吏に薬を求め、直接治療をしてもらい、刑吏が皮剝ぎとしてつくった皮革製品を身につけ

ていた。［…］ 

したがって刑吏に対する卑賤視、嫌悪感は主として処刑を行なう職業活動と社交生活に向

けられており、その他の点では卑賤視は貫かれていないといえる。まさに法制史家ゲルン

フーバーのいうように刑吏の触穢は不完全なものなのである。（135-136 頁） 

 

しかしながら――次の章の話題であるが――刑吏の仕事の内容における一定の変化などが、

彼らおよびその家族に対する賤視を徹底化することになる。それは「拷問」と「公開処刑」

に関連する。 

第四章すなわち最終章の「中・近世都市の処刑と刑吏」においては、ひとつに《拷問の登

場と公開処刑の増加が刑吏に対する市民の嫌悪感を強めた》という過程が叙述され、同時に

近世の刑吏の暮らしぶりが具体的に紹介される。以下、前者の話題に焦点を絞って阿部の叙

述を追いたい。 

都市が発展すると却っていわゆる「放浪者」や「乞食」の存在が顕在化する（ある意味で

「放浪者」や「乞食」というカテゴリーは「都市」という概念と相関して誕生する）。そう

なると裁判の仕方も従来と違ったものにならざるをえない。阿部曰く、 

 

都市はまず市民仲間でない人々に対する裁判手続きを変え、市民の安全と平和のために、

市民にとって有害と考えられる人間に対する訴訟手続きをあらためたのである。（149 頁） 

 

こうなるとただちに気になるのが《どう変化したか》である。さっそく答えを書けば以下。

実に、「市民の安全と平和のために」刑事訴追が行なわれるとなれば、司法過程の役割は〈安

全保障〉という意味合いを帯びるに至る。その結果、裁判手続きはいわゆる「糾問訴訟」へ

形を変えていくのである。阿部は言う。 

 

裁判所は事実を明らかにする方向へと向い、被告から雪冤宣誓［すなわち自らの潔白を示

すこと］の道を断ち、自白に大きな価値が認められるようになった。そのために拷問が裁
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判のなかで大きな比重を占めることになったのである。（151 頁） 

 

ここで見逃してならないのは、糾問訴訟における拷問が当初はいわば「部外者」に対する司

法手段だった、という点である（ふたつ前の引用で阿部が「市民仲間でない人々に対する裁

判手続きを変え」と書いていたことに注目されたい）。具体的には「1221-30 年のウイナー

ノイシュタットの法令では、余処者や貧民はわずかな疑いがあれば官憲はそれだけで逮捕

できるが、豊かな市民は除外されている」（149頁）。 

とはいえ「部外者」に対して行なわれていた拷問――具体的には「親指締め」や「尖った

木片を指の爪の下にさしこむ拷問」や「針を打った椅子」や「真赤に焼いた鉄」を用いる拷

問など（152-156 頁）――は、ある意味で「自然な」流れとして、一般の市民に対しても実

施されるようになる（なぜなら拷問はいろいろな意味で成功をおさめたからである）。ここ

で阿部は論じる。 

 

放浪者や乞食が拷問によって自白を強要され、処刑されるのをみても格別の感慨をもたな

かった市民は、自分の仲間である市民に同じ拷問による自白に基づく裁判手続きがとられ

るようになったとき、どのような感じをもっただろうか。公権の名のもとに言語道断な拷

問を執行することを職業としている者を、市民が通常の職業を営む者とみなかったのは当

然のことであった。自分自身もいつ刑吏の手で拷問されるか分らなかったのである。（158

頁） 

 

このようにして司法過程における拷問の登場は、結果として、刑吏に対する市民の嫌悪感を

強め、賤視の程度を高めることになる。だがこれだけはない。これに加えて、国家権力（こ

のころ諸都市が結ばれて近代・現代的な「国家権力」が現われ始める）によるいわゆる「公

開処刑」の出現とその数の増大もまた刑吏の賤民化を進める。本ノートの締めくくりの話題

として、以下、この点を確認しよう。 

1532 年にカール大帝の刑事裁判令――いわゆる「カロリナ法典」であり、これはときに

近世絶対主義時代の典型的な刑法典と見なされることがある――が成立し、そこでは刑罰

は「威嚇主義」のもとづいて意味づけされた。そして、そこでは「処刑は公開」と定められ

ていたので、結果として処刑は「惨酷な見世物」となることになった（161 頁）。ここから

事態は以下のように展開する。 

 

15・16 世紀にドイツ各地の都市はかつての自由を失い、領邦権力の下に包摂されてゆく。

両者［すなわち都市 vs国家的権力］の争いは農民の犠牲の下に進められ、都市の日常生活

をも脅かす大動乱を惹起した。公権力をもって民衆を処罰し、各地で火刑や断頭がくり返

された。小さな都市の限られた空間のなかで暮らしている市民の日常生活にも領邦権力は

市参事会を通して重圧としてのしかかってきた。 
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市民はその生活の重圧と生命の危険との原因がどこから来るのかを理解しえないまま、現

実に行なわれている公開処刑で断罪されている受刑者におのが姿をみた。そのとき踝まで

血に染まって死体の傍に立っている刑吏を、彼らは身ぶるいをしながら眺めた。彼らは潜

在意識のなかで、刑吏に不正な裁判の執行官、国家権力の過酷な手先をみたのである。（166

頁） 

 

敷衍すれば以下。〈国家防衛の手段としての威嚇〉の意味をもつ刑罰を実行する刑吏は、

市民たちにとっては、権力の現れと感じられた――とはいえ、阿部が引用で注記するように、

市民はそうした権力関係についての明示的な知識をもっていたわけではないが。逆に、例え

ば近代政治学などを知らない市民にとっては、刑吏は「得体の知れない」力として顕現する。

その結果、市民は「自分たちとは肌の合わない何か不気味な存在として日常生活のなかで刑

吏との接触をさけようとした」わけである（166 頁）。 

以上がヨーロッパにおける刑吏の賤視の歴史である。流れをまとめると以下のようにな

るだろうか。もともと刑吏は神聖な役目のひとつだったが、都市と市民組織の誕生にともな

い処罰という作業は俗な参議会の下賤な仕事に成り下がってしまう。その後、官吏は拷問や

公開処刑という〈市民を恐れさせることを行なう者〉になり、その結果、処刑執行者に対す

る市民の賤視は徹底化された。――これが「なぜもともとは賤視されなかった刑吏が賤視さ

れるに至ったか」という問いに対する阿部勤也の答えである。 

ちなみに『刑吏の社会史』では、エピローグ的な形で、「刑吏の名誉回復」にも触れられ

ている。曰く「1819 年にフリードリッヒ・ヴィルヘルム三世の勅令が刑吏の徒弟にも軍務

を課し、はじめて刑吏に《市民としての名誉》が与えられた」のであるが、この顛末を阿部

は次のように記述する。 

 

こうして賤民のなかで最も差別、蔑視されていたといわれる刑吏の名誉は十九世紀にいた

ってようやく回復されたのだが、それはまさに近代常備軍編成のための国民皆兵政策の立

場からの解放なのであった。（167 頁） 

 

これは皮肉な理由での名誉回復と言えるだろう。国家に命をかけてもらうためにそれまで

積極的に続けてきた差別的施策を廃止した、ということだからである。 

最後に――冒頭で触れた関心として――「社会史とは何か」について手短に言えることに触

れて本ノートを終わりたい。 

思うに、国家と政治家を基本的なアクターとして歴史を描くとき、もっぱら〈行為〉・〈選

択〉・〈自由〉などが原理となって歴史は進展することになる。例えば、メッテルニヒがウィ

ーン会議をうまくまとめることができないことに乗じて、ナポレオンはエルバ島を抜け出

し、ルイ 18 世を追い出し、フランスに帝政を復活せたのだが、ウィーン会議に出席してい

たフランス全権のタレーランはナポレオンに反撃するために同会議で《フランス革命前の
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領土を正統的なものとする》という「正統主義」を提唱した、などのような仕方で記述を行

なう場合には、メッテルニヒやナポレオンやタレーランの行為や判断こそが歴史の展開の

軸になる。この場合、歴史は人間が織りなす劇のような様相をもつ。 

他方で社会史においては、今回の『刑吏の社会史』で確認したように、人間行動それ自体

ではなく、行為の背後のものに焦点が合わせられる。すなわち、個々の行為の意味を規定す

るような社会的な関係があるのだが、この関係の変化に着目して歴史が描かれる、というこ

とである。結果として、一般的に、社会史には英雄は現れない。とはいえ人間存在を理解す

る際に重要ないわば「社会の無意識」を明らかにしてくれる――と言えるかもしれない。 


