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（SMILE 会報告）

「英国の宗教改革史－ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞとｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ－」
1．ｲｷﾞﾘｽのｷﾘｽﾄ教の起源
ﾌﾞﾘﾃﾝ島の先史時代の先住民族は､ｽﾄｰﾝ･ﾍﾝｼﾞ遺跡に代表される巨石文化をもたらした地中海方面から
移住したｲﾍﾞﾘｱ人であった。新石器時代末期から数世紀にわたり(BC2800-1100)築造された、宗教的祭儀
の建造物と推測される。青銅器時代(BC2000～)の BC7C 頃
から鉄器を持ったｹﾙﾄ人が渡来、先住のﾋﾞｰｶ人を征服し住み
ついた。（ﾌﾞﾘﾀﾆｱの名称は、ｹﾙﾄ人の1-ｸﾞﾙｰﾌﾟであるﾌﾞﾘﾄﾝ人
に由来する。） ｹﾙﾄ人の宗教はﾄﾞﾙｲﾄﾞ教といわれる、霊
<ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ>魂の不滅を信じ、自然物、動物を信仰するものであった。
BC55
BC55 ﾛｰﾏ･ｶﾞﾘｱ知事ｶｴｻﾙのﾌﾞﾘﾀﾆｱ侵攻に次ぎ、AD43
ﾛｰﾏ皇帝ｸﾗｳﾃﾞｨｳｽが自ら大軍を率いてﾌﾞﾘﾃﾝ島東南部を制
圧、ﾎﾞｱﾃﾞｨｹｱの大反乱を抑え、AD1C 末には北部を除く島
の大半を支配下に置いた。AD2C 後半、皇帝ﾊﾄﾞﾘｱﾇｽはｹﾙﾄ
系のﾋﾟｸﾄ人に北進を阻まれｶﾚﾄﾞﾆｱ(ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ)制圧を断念、
東西 120km に及ぶ石造の塁壁(ﾊﾄﾞﾘｱﾇｽの長城)を築き、
< Stonehenge, Salisbury >
北部からの攻撃に備えた。これがﾛｰﾏ帝国最北の国境となった。
4C、ﾋﾟｸﾄ人(北､ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ)､ｽｺｯﾄ人(西､北ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ)､ｻｸｿﾝ人(東､大陸)が、時を同じくしてﾌﾞﾘﾀﾆｱに侵入。
折から大陸ではｹﾞﾙﾏﾝ民族大移動が始まっており、混乱を極めたﾛｰﾏは、410 年ﾌﾞﾘﾀﾆｱの支配を放棄した。
〈このﾛｰﾏのﾌﾞﾘﾀﾆｱ征服から 5C 初の撤退までを、｢ﾛｰﾏﾝ･ﾌﾞﾘﾃﾝ時代｣と称する。〉
ﾌﾞﾘﾀﾆｱ内部のﾌﾞﾘﾄﾝ人はﾛｰﾏによる収奪がなくなり、本来の部族制が復活、ﾌﾞﾘﾄﾝ人小部族王国分立の
状態にもどったものの、北方、西方、東方からの外民族の脅威にさらされる。特にｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ人の移動は
それぞれ別個独立の中小首長に率いられた戦士団が各地海岸へ渡来、頑強に交戦するﾌﾞﾘﾄﾝ人との間に、
猛烈な闘争を繰り広げた。一旦橋頭堡を築くと、彼らは故国から一般農民を呼び寄せ、次第に西方・北方
に居住地域を拡大していった。このｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ人は西北ﾄﾞｲﾂ地方を主たる原住とし、ｺｰｶｻｽ人種の北方
系(ｹﾙﾄ人と並び､ｲﾝﾄﾞ･ﾖｰﾛｯﾊﾟ語族の西方系ｹﾞﾙﾏﾝ民族の一派)であり、ｹﾞﾙﾏﾝ古来の自然崇拝的多神教
信仰を持っていた。
5C 末頃頽勢のﾌﾞﾘﾄﾝ人の中に出現した伝説的な英雄ｱｰｻｰ王の反撃を受けたｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝは、一度は
後退するも、大陸から大量の新手を加えて陣容を建て直し、6C 再び進出を開始、7C 初までには今日の
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの大部分はｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝの支配下に置かれた。ただし尚も各地にﾌﾞﾘﾄﾝ人の小自立勢力が残存
する。 〈この時期のｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞはｱﾝｸﾞﾛ･ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭともいうべき両民族混淆の様相を呈する。〉
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ｷﾘｽﾄ教史の面から見ると、ｷﾘｽﾄ教がﾛｰﾏ帝国によって公認される前、尐なからぬｷﾘｽﾄ教徒が弾圧を逃れ
てｲｷﾞﾘｽへ渡っていた。AD2C 頃、ﾛｰﾏの支配のおよばない辺境の地にｹﾙﾄ人たちに入り混じってｷﾘｽﾄ教
の教会が作られていた。また 5C にｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ布教を始めたﾊﾟﾄﾘｯｸは修道院を作り、彼の死後その後を継い <ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ>
だｺﾙﾝﾊﾞﾇｽは、563 年､ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ西海岸のｱｲｵﾅ島に修道院を建てた。やがてここはｹﾙﾄ・ｷﾘｽﾄ教の中心と
563
なった。彼は、土着の原始宗教ﾄﾞﾙｲﾄﾞ教の太陽崇拝を一概に否定することなく、ｷﾘｽﾄ教信仰に統合し、また壮大
な石作りの僧院も修道院も造ることなく、粗末な土壁の教会で信仰を広めていった。
ｹﾙﾄ･ｷﾘｽﾄ教は、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞを中心としｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ､ｳｪｰﾙｽﾞ､北ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに影響力を広げていたが、これらの
土地では修道院が発展した。司教よりは修道院長(abbot)を敬い、教会行政よりは｢祈りと禁欲と労働｣を重
んじ、教皇を頂点とするﾋｴﾗﾙｷｰの司教制度に距離を置いていた。しかし、ﾛｰﾏ教皇の統制に服さないこと
から、教会の統一を乱すものであり、組織上問題を来たすと懸念された。
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞへのｷﾘｽﾄ教の本格的布教は 597 年、教皇ｸﾞﾚｺﾞﾘｳｽⅠの命によりｹﾝﾄのｴｾﾙﾊﾞｰﾄ王のもとへと
派遣された聖ｱｳｸﾞｽﾃｨﾇｽに始まるとされている。ﾛｰﾏ･ｷﾘｽﾄ教で、その布教の方式は、部族国家の国王た
ちを改宗させ、その国にｷﾘｽﾄ教の制度や儀式を持ち込むというやり方であった。
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664 年にｳｲｯﾄﾋﾞｰ(Whitby)で教会会議が開かれ、ﾛｰﾏ･ｷﾘｽﾄ教が公認され、それまで用いられてきた
ｹﾙﾄ的典礼を廃し、ﾛｰﾏ式典礼を取り入れることとなった。
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政治面で、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞのｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ 7 王国角逐の時代を経て、827 年ｳｪｾｯｸｽ王ｴｸﾞﾊﾞｰﾄが全ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
を統一したが、その時には既に、ﾛｰﾏ･ｷﾘｽﾄ教による信仰と教会組織の一体化が図られていた。更に孫の
ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ大王が、878 年侵入を繰り返すﾃﾞｰﾝ人から決定的な勝利を収め、撤退させた。その後ﾃﾞｰﾝ人は
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ東北部に拠りｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ人に同化し、ｷﾘｽﾄ教化していった。ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞは教会史上顕著な功績を
残したが、今日のｲｷﾞﾘｽのｺﾓﾝ･ﾛｰ* (慣習法、全国共通の法)の端緒だとも言われる「ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞの宣言」とい
われる法典を編纂している。10C 後半統治の組織化が進み、統一ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ王国の成立を見る。
〈この 5C 末から 11C の時期を｢ｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ時代｣と称する。〉
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは、同じ頃 839 年、ｽｺｯﾄ人とﾋﾟｸﾄ人が統一ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの王国、ｱﾙﾊﾞ王国(ｽｸｰﾝ)を建国して
いるが、ｳｪｾｯｸｽ王の宗主権をみとめている。

2．宗教改革前夜
1066

10C ﾃﾞｰﾝ人がｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに侵入征服（ﾃﾞｰﾝ王朝､ｸﾇｰﾄ大帝国）、ｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ ｳｪｾｯｸｽ朝の復活と、争い
の虚を突いて、1066 年ｳｪｾｯｸｽ王家の遠縁に当るﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ公ｳｨﾘｱﾑがｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞを征服し、ﾉﾙﾏﾝ王朝を
開いた（「ﾉﾙﾏﾝ征服」､9C にﾉﾙﾏﾝﾃﾞｨｰ地方に入植したｳﾞｧｲｷﾝｸﾞの子孫）。この征服によってｱﾝｸﾞﾛ・ｻｸｿﾝ
時代末期から芽生えていた封建制度が完成した形態をとるようになった。即ち中央の王権のきわめて強大
な集権的国家を作ることで、そのためには最高領主として､帰順のｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝ大土地所有者をして一旦そ
の土地を征服王に奉献し、改めてこれを封建法によって拝領する形式を踏ませたのである。 ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ全
土に対する支配を確立したｳｨﾘｱﾑは、教権に対するｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ教会の自主性と世俗権優位の原則を打ち立
て、教会改革に乗り出した。この原則はこの後 400 年、ﾍﾝﾘⅧの宗教改革の理念に繋がるものである。
〈9C-11C を｢ｱﾝｸﾞﾛ=ﾃﾞｰﾆｯｼｭ時代｣､また｢ｱﾝｸﾞﾛ･ｽｶﾝﾃﾞｨﾈｲｳﾞｨｱﾝ時代｣とも称する。〉
（補足）
＊ ｺﾓﾝ･ﾛｰ（Common Law）
1066 年のｳｨﾘｱﾑ征服王によって英国で封建制が確立したことに始まる。 ﾉﾙﾏﾝ王朝は、ﾉﾙﾏﾝ人を支配
階級とする強固な封建的支配体制を確立しつつ、古来からのｹﾞﾙﾏﾝ的伝統を尊重するという妥協的な政策
を採った。 1115 年ﾍﾝﾘⅡが即位(ﾌﾟﾗﾝﾀｼﾞﾈｯﾄ朝)し、特に地方的慣習を全国的なものに改めたりして、法
(ﾛｰ) を全国共通(ｺﾓﾝ)のものに改め、地方ごとの支配体制のﾊﾞﾗﾂｷをならし、恣意的な救済をなくすことが
できるようにしてｺﾓﾝ･ﾛｰの発展を促した。 ｺﾓﾝ･ﾛｰにおける法(Law)は、成文化された法律(Laws)でなく、
不文の慣習法のことであり、中世慣習との歴史的継続性が強調されるようになった。
1215 年のﾏｸﾞﾅ･ｶﾙﾀは、王権が成立する前に存在するｺﾓﾝ･ﾛｰが王権に優位するとして、ﾊﾞﾛﾝ(諸侯)の
中世的特権を保証したが、16C-17C ﾏｸﾞﾅ･ｶﾙﾀ以来のｺﾓﾝ･ﾛｰの優位、古来の法令(ancient constitution)
の伝統が中世慣習との歴史的継続性の強調によって復活し、名誉革命（権利章典）によって確立する。
ﾍﾝﾘⅡ(1154-89)の時代、聖職者裁判権の問題を巡って国王と教会の対立が激しくなり、ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ* 大
司教ﾍﾞｹｯﾄ** の殉教をもたらしたが、ﾍﾝﾘは諸外国からの批判を浴び、政治的に危機的状況に追い込ま
れた。そしてﾍﾝﾘは教皇に忠誠を誓い、世俗権を教権に屈服させる事となった。
（補足）
＊ ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ大聖堂
ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ大聖堂は 6C に創建されて以来、1000 年に亘ってﾛｰﾏ法王を頂点とするｶﾄﾘｯｸ教会に属し、北
のﾖｰｸ･ﾐﾝｽﾀｰと並ぶ信仰の拠点として栄えてきた。16C の宗教改革でｶﾝﾀﾍﾞﾘｰとﾖｰｸの大司教を宗務の長
とするｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会が生まれてからは､ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ大司教が戴冠式を取り仕切っている。
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< Thomas Becket >
- stained glass window,
in Canterbury Cathedral-

<Canterbury Cathedral >

＊＊ ﾄﾏｽ･ﾍﾞｹｯﾄ (Thomas Becket,1118-1170)
遡って 1170 年、教会の権限を制限する法律に反対し信教の自由を訴えた大司教ﾄﾏｽ･ﾍﾞｹｯﾄは、ﾍﾝﾘⅡ
の意を汲んだ騎士たちがやって来たとき、司祭たちが大聖堂の丈夫な扉を閉じようとした。ﾍﾞｹｯﾄは「教会は
開かれたものである」と言って、扉を開けさせたが、結果ﾍﾞｹｯﾄは大聖堂内で暗殺された。
7 年後に法王がﾍﾞｹｯﾄを聖人に列してから、大聖堂はｲｷﾞﾘｽで最も神聖な巡礼地となった。
（映画「Becket」）
1215

ｼﾞｮﾝ王(1199-1216)は、ﾌﾗﾝｽとの戦い、教皇との争い（破門、王位剥奪）に敗れ、遂に諸侯の要求に屈
し、1215 年「大憲章（ﾏｸﾞﾅｶﾙﾀ､Magna Carta）」を調印する。ここでは国民の自由と権利の確認と並んで、
教会の自由と権利の確認が行われている。国民の自由と権利も教会の自由と権利もともに国王の権限を制
約するという点では共通であるが、教会の場合実質的には教皇の支配を認めるということになり、ｳｨﾘｱﾑ以
来の教皇との争いは教皇側の勝利に終わっている。
「ｲｷﾞﾘｽの教会は、当初から自由の精神に貫かれていた。地理的に遠隔の島国であり、ﾛｰﾏ教皇庁との
交渉が薄く、利害関係も稀薄であり、大陸ほどには緊張の歴史がない。ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの教会は、政治色の強い
大陸の教皇庁支配の教会と異なり、修道院的性格を帯びていて、教会的自由の精神が保持されていた。
この教会の自由独立の精神から、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの宗教改革は実現したのである。」 （小島潤｢ｲｷﾞﾘｽ教会史｣）
その先駆者は、ｼﾞｮﾝ･ｳｨｸﾘﾌらであり、その主張は教会政治的に発想したのでなく、この自由独立の精神
がｷﾘｽﾄ教信仰の本来の、精神の探求を促したところからきている。彼らはそれを聖書の権威に見出し、「聖
書のみ」をﾓｯﾄｰに戦った。
（補足）
1. 修道院：
664 年の Whitby 教会会議でｹﾙﾄ･ｷﾘｽﾄ教は非公認となったが、修道院そのものが非公認となったわけ
ではない。ﾛｰﾏ教会側の修道院は 7C 頃からｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ各地に建設され、13C には最盛期を迎えた。ﾍﾞﾈﾃﾞｨ
ｸﾄ修道会(Black Monk)がその中心であったが、13C 初にﾄﾞﾐﾆｺ、ﾌﾗﾝｼｽｺ修道会といった新しいﾀｲﾌﾟの托
鉢修道会(Friａry)が生まれた。修道院はｷﾘｽﾄ教の原点にたちかえろうとする教会の内部改革の一つの試
みであったが、やがては教会全体の退廃の中へ巻き込まれていった。
領主＝農奴という封建的な土地所有関係はｱﾝｸﾞﾛ・ｻｸｿﾝ時代に教会に寄進された所領から始まっている。
13C 頃から牧羊業が発達してくると修道院領では数千頭の羊が飼育され一大企業の様相を呈し、ある修道
院では炭鉱や製鉄業も経営された。修道院の経営はそこで働く農民にとって苛酷であったことも知られるが、
修道院内部の風紀の乱れもはなはだしく、16Cの宗教改革の際には修道院は解散させられる。もともと社会
改革を志向するものであった修道院は、むしろそれ自体が改革の対象であった。
2. 正統と異端：
神学的（教義的）異端－ｷﾘｽﾄ教の教義がひとつの神学体系として形成されてゆく際に、尐数意見として排
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除されていったもの。ｸﾞﾉｰｼｽ派（1-2C、小ｱｼﾞｱ～ｴｼﾞﾌﾟﾄ）、ﾏﾆ教(3C)、ｱﾘｳｽ派(4C)、ﾈｽﾄﾘｳｽ派（景教､5C）、
ﾍﾟﾗｷﾞｳｽ派(英､4C)。ｲｷﾞﾘｽではﾍﾟﾗｷﾞｳｽの後、13C になって、ﾛｼﾞｬｰ・ﾍﾞｰｺﾝ等が現れ異端的教説を唱えた。
民衆的異端（popular heresy）－教義のうえでの異端であったばかりでなく、むしろ教会批判の民衆運動
であり、運動から始まって教義的批判にいたるという性格のものであった。
10C 頃から現れ始めた異端は、教義上の異端にくらべ、むしろ教会の腐敗、堕落に対する批判から生じた
ものであったが、やがて宗教改革にまで繋がってゆく。
ｲｷﾞﾘｽの場合、民衆からの批判は、13C 頃から生まれてくるﾊﾞﾗｰﾄﾞ形式の民衆詩、「司教に反対する歌」、
｢農夫ﾋﾟｱｽﾞの夢｣に見られる。また、教会批判は民衆の中から起こっただけでなく、教会の内部にも批判の
声は強まっていた。1381 年のﾜｯﾄ･ﾀｲﾗｰの一揆のときのｼﾞｮﾝ･ﾎﾟｰﾙの説教「ｱﾀﾞﾑが耕し、ｲｳﾞが紡いでいた
とき、だれがｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝであったか」など、教会の説教壇から聖職者や教会制度を叱り続けていたのもまた
聖職者であった。しかし、民衆の教会批判は、修道院領でしばしば農民一揆となって起こった。ﾜｯﾄ･ﾀｲﾗｰ
の一揆で農民は先ずｶﾝﾀﾍﾞﾘｰの修道院を襲い、ついで国王に対する要求項目(教会に関して)では、「聖な
る教会の財産は教区司祭やその他の聖職者の手にあるべきではない。司祭は寄進によって既に充分に生
活費を得ているのだから、残りの財産は教区民のあいだに分配されるべきである。」。 さらに、「ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに
はただ一人の司教と一人の高位聖職者のみが存在すべきであり、彼らによって現在保有されているすべて
の土地や保有地は適当な生活費を残して没収し、平民たちの間に分配すべきである。」などがある。

14C

3. ｼﾞｮﾝ･ｳｨｸﾘﾌ（1320-84）
以上のような教会批判の高まりはやがて宗教改革へ発展してゆくことになるが、それに先立って 14C 末
のｲｷﾞﾘｽでｼﾞｮﾝ･ｳｨｸﾘﾌの思想の影響下に、ﾛﾗｰﾄﾞ（Lollard､放浪の異端者）と呼ばれる異端運動が起きた。
その運動の理論的支柱とされるｳｨｸﾘﾌ自身は異端運動を組織した訳ではなかったが、彼の教会批判は、教
会が巨大な富を所有していること、教会制度そのもの、特に教会の持つ秘蹟力の批判に及ぶに至り､死後、
教皇から異端者とされた。彼らは公然と要求をｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ教会とｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ修道院の扉に張り出し、直接に
国民に対し教会改革を訴えた。 またｳｨｸﾘﾌは自ら中心となって、仲間との共同作業で、はじめての聖書の
英語への全訳を行った。聖書とその解釈を独占していることが教会の権威のひとつの基礎であった当時、
全ての人が聖書を自ら直接に検討する権利があるという信念にもとづき、聖書を英訳するということ自体が
異端的な行為であった。ｳｨｸﾘﾌは聖書の尊重と個人の信仰をﾓｯﾄｰとし、ｶﾄﾘｯｸ教会の諸制度を攻撃した。
（尚、ｳｨｸﾘﾌの訳した聖書の序文にｴｲﾌﾞﾗﾊﾑ･ﾘﾝｶｰﾝが引用した有名な言葉がある。
“This Bible is for the government of the people, by the people, and for the people.
ﾛﾗｰﾄﾞとよばれる人々の教義は、必ずしも一様ではないが、共通して化体説批判（聖餐反対）であったが、
また教会論として、普遍的包括的な教会のあり方を否定し、教会を信者集団としてとらえ、教会の世俗化や
聖職者の奢侈を批判した。先駆的な改革運動であったが、弾圧により勢力を失い宗教改革の直接の推進力
とはなりえなかった。
<付>
It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us -- that from these
honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure
of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain -- that this
nation, under God, shall have a new birth of freedom -- and that government of the people, by the
people, for the people, shall not perish from the earth.

- The Gettysburg Address by A.Lincoln

Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people,
the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which
are enjoyed by the people.
– GHQ による日本国憲法草案前文
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の
代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
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– 日本国憲法前文（一部）

3．ｲｷﾞﾘｽの宗教改革－ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ

1534

15C末～16C初、ﾛﾗｰﾄﾞ運動は活発化して、弾圧を受け、逮捕者、処刑者は著しく増加した。宗教改革の
前夜の異端はﾛﾗｰﾄﾞのみにとどまらなかった。ﾖｰﾛｯﾊﾟでﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄの宗教改革が始まると、ｲｷﾞﾘｽにもﾙﾀｰ
やｶﾙｳﾞｧﾝの思想が入ってきた。ｳﾞｨｯﾃﾝﾍﾞﾙｸでﾙﾀｰから直接教えを受けた W.ﾃｨﾝﾀﾞﾙは、ｳｨｸﾘﾌに続き、聖
書を英訳しｳﾞｫﾙﾑｽでこれを印刷刊行した。人文主義者のｴﾗｽﾑｽ（「痴愚神礼賛」）やﾄﾏｽ･ﾓｱ（｢ﾕｰﾄﾋﾟｱ｣）な
どの影響も加わり、ｲｷﾞﾘｽにおける宗教改革の機運は高まって行く。
ｲｷﾞﾘｽの宗教改革、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会の始まりはﾍﾝﾘⅧ (1509-47)が「国王至上法」（Act of Supremacy､
1534）を制定し、国王がｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会の地上における唯一最高の首長とし、ﾛｰﾏ教皇に所属する教会を
国王の支配下においてしまったことに始まる。即ち、ﾛｰﾏ教皇の普遍的支配に対抗して、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞは主権
国家であり国民国家であることを強調し、それによって一方ではﾛｰﾏからの独立、他方では教会に対する
国王の支配権を主張している。そして国王至上法の成立は、ﾉﾙﾏﾝ王朝以来の王権と教皇の争いに最終的
な決着をつけたものといえる。
そもそも、ｲｷﾞﾘｽの宗教改革はﾍﾝﾘⅧの離婚問題* に端を発している。
（補足）
＊ ﾍﾝﾘⅧは、1509年、18歳の時6歳年上のｷｬｻﾘﾝと結婚した。名はｷｬｻﾘﾝ･ｵﾌﾞ･ｱﾗｺﾞﾝ、ｽﾍﾟｲﾝ国王の第
4 王女であり、ﾍﾝﾘの兄ｱｰｻｰの未亡人であった。ﾍﾝﾘは 1527 年ｷｬｻﾘﾝとの結婚が成立していないとして、
教皇に対して離婚の認定を求めた。もとより、ｷｬｻﾘﾝとの結婚はｽﾍﾟｲﾝとの同盟関係を維持するための政略
結婚であった。1519年にｽﾍﾟｲﾝ国王ｶﾙﾛｽⅠがﾌﾗﾝｽのﾌﾗﾝｿｱⅠを抑えｶｰﾙⅤとしてﾊﾌﾟｽﾌﾞﾙｸ家の後継者
となるに及んで、ﾖｰﾛｯﾊﾟの国際間の勢力関係に大きな変化が生じてきた。ﾊﾌﾟｽﾌﾞﾙｸ家のﾖｰﾛｯﾊﾟ支配の意
図が露わになるにつれ、この結婚の持つ意味に疑問が呈され、ｲｷﾞﾘｽは外交政策を転換し、ﾛｰﾏ教皇とﾊﾌﾟ
ｽﾌﾞﾙｸ家との間に結ばれていた対ﾌﾗﾝｽ神聖同盟からの離脱をはかり、ﾌﾗﾝｽに接近を始める。
尚、ﾍﾝﾘⅧは 6 人を王妃としたが、そのうち 2 人を離婚し、2 人を処刑している。
しかし、改革の本当の狙い、制度上の大変革は修道院の解散である。国民にﾛｰﾏ離れを印象付ける手
段として英訳聖書使用を強制し、また反宗教改革の拠点を覆す意図として修道院を解散した。財政的に行
き詰まっていたﾍﾝﾘⅧが修道院の巨大な財産に眼をつけ、その没収をはかったものである。当時の修道院
は国土の 10 分の 1 を占めていた。ﾍﾝﾘは、全国の修道院が土地を独占し、祈りを忘れて堕落した状況にあ
るとして、1536 年に 240 を超える小修道院に、1539 年に 200 近い大修道院に解散を命じ、財産を没収す
る。ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰとﾖｰｸの大聖堂も例外ではなかった。大修道院解散法では修道院制度そのものの否定が前提
になっており、特に破壊の対象とされたのは修道院に飾られていた聖遺物（聖母ﾏﾘｱの像､聖人とされた
人々の聖像や遺物）であった。
ともあれ、「修道院解散は国王の資産と収入を飛躍的に増大させた。しかし修道院解散から最大の利益
を得たのがｼﾞｪﾝﾄﾘｰ* であった。ｼﾞｪﾝﾄﾘｰは議会を舞台に王権と協力し宗教改革を推進しその代償を得た。
王権はｼﾞｪﾝﾄﾘｰに土地を分配することによって、新しい宗教体制の支持基盤を固めることができたが、長期
的に見た場合、王権に対するもっとも手強い敵となる議会を育て上げることになった。ここにｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ宗教
改革の最大のﾊﾟﾗﾄﾞｯｸｽが存した、と言える。」 （今井宏「概説ｲｷﾞﾘｽ史」）
（補足）
＊ ｼﾞｪﾝﾄﾘｰ (Gentry)
ｼﾞｪﾝﾄﾘｰは英国における下級地主層の総称、男爵の下に位置し、貴族には含まれない。但し、貴族とｼﾞｪ
ﾝﾄﾘｰの間には称号以外の特権的な差異はなく、両者とも中世における封建領主であったことから、一つの
｢貴族地主層｣として扱われる。所領規模に応じ、Baronet, Knight, Esquire, Gentleman（後 2 者が狭義
の Gentleman）に分類される。
ｼﾞｪﾝﾄﾘｰは、中世における最下層の領主身分の総称であった。ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの貴族の多くは、ｳｨﾘｱﾑⅠによ
るﾉﾙﾏﾝ･ｺﾝｸｴｽﾄの際にｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ各地に封じられたﾉﾙﾏﾝ人を起源に持つが、彼らの下に位置するｼﾞｪﾝﾄﾘｰ
はそれ以前からの在地の有力者･領主たちであった。16C には領主から地主へ転化を始め、後貴族と共に
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ｼﾞｪﾝﾄﾙﾏﾝ階級として社会的影響力を高め、noblesse oblige の独自の価値観、生活様式を保持し続けた。
19C までｼﾞｪﾝﾄﾘｰと貴族は、｢地主貴族層｣として伝統的ｴﾘｰﾄ層を形成し、地主支配体制を構築していた。
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは、ｼﾞｪﾝﾄﾘｰ同様の位置づけで土地所有者に許される称号として、ﾚｱｰﾄﾞ(Laird)がある。
15C 以前に遡るｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの語（語源はｱﾝｸﾞﾛ･ｻｸｿﾝの lord）、貴族の称号でなく権利を伴わない単な
る土地所有者の称号である。

このように、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会は他のﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ諸派と異なり、教義的な問題ではなく、政治的な問題から
ﾛｰﾏ･ｶﾄﾘｯｸから離れた為、典礼的にはｶﾄﾘｯｸとの共通点が多い。教義面では明確にﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ的ではある
が、教会制度に関しては事実上主教制の維持を定めており、後ﾋﾟｭ-ﾘﾀﾝとの論争点となる。
国教会制の確立によって国家と教会は完全に一体化し、教会が国家の支柱となると共に宗教政策は国
家の責任において行われることになる。この事は逆にいえば教会に対する批判が直ちに国政批判につな
がることを意味し、17C の市民革命など政治危機をもたらし、国家と教会のあり方を問い直すきっかけともな
って行くことになる。

< Henry Ⅷ >

< Thomas More* >

（補足）
＊ ﾄﾏｽ･ﾓｱ (Thomas More,1478-1535)
ﾄﾏｽ･ﾓｱは親交のあったｴﾗｽﾑｽの影響を受けて、自ら造った言葉｢ﾕｰﾄﾋﾟｱ｣(1516)を題名とした著書を著
したことで知られる。ﾍﾝﾘⅧに仕え、大法官に上り詰めたが、国王が離婚問題で法王ｸﾚﾒﾝｽⅦと対立するや、
大法官を辞任。1534 年の国王至上法にｶﾄﾘｯｸ信徒の立場から反対し、ﾛﾝﾄﾞﾝ塔に幽閉された後処刑された。
ｲｷﾞﾘｽの宗教改革は、ﾍﾝﾘⅧの離婚問題に発し、国王至上法を発布してｶﾄﾘｯｸから離れる事で始まった。
ﾓｱはｱﾒﾘｺﾞ･ﾍﾞｽﾌﾟｯﾁがｶﾅﾘﾔ諸島からｱﾒﾘｶ大陸までを旅行した記録｢新世界｣を深い関心を持って読み、
自然に従って生き、私有財産を持たない共同社会が実在しうる事を確信した。自然法と自然状態が善であ
る召命として書かれたその主著は、ﾕｰﾄﾋﾟｱという架空の国を舞台に、自由、平等で戦争のない共産主義的
な理想社会を描き、当時のｲｷﾞﾘｽの体制を批判した。ﾕｰﾄﾋﾟｱ（Utopia）は、何処にもないという意味の言葉
で、古くは「理想郷」あるいは「無何有卿(むかうのさと)」などと訳されてきた。ﾓｱはﾏﾙﾁﾝ･ﾙﾀｰの福音主義を
否定し、ｶﾄﾘｯｸ教会による平和主義と社会正義を求めた。
「天使は神の輝きをあらわし、動物は無邪気、植物は質素をあらわす。人間は賢明に神に仕えるために
つくられた。神が苦悩を与えても力の限り耐える。苦しくても戦うのが眞の勝利者である。だが苦悩は神から
の一方通行、避ける事も必要。神は口先の言葉より、心を重んじる。人間が一度誓ったら両手でしっかり支
えるのだ、水のように、指を開ければ自分を見失ってしまう。貪欲、怒り、傲慢、愚务が渦巻き、自愛、謙遜、
正義、思想とは程遠い。道理の上では神に従っても、結局道理ではない。愛の問題である。神はたとい沈黙
しても証人である。私は王より神の僕として死ぬ。」 （映画「わが命つきるとも」(A Man for All Seasons)）
ﾍﾝﾘ-Ⅷの子、ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞⅥ(1547-53､ﾍﾝﾘⅧ唯一の男子､第３王妃ｼﾞｪｰﾝ･ｼｰﾓｱの子)が、9 才にして即位す
ると、摂政ｻﾏｾｯﾄ公、ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ大主教ｸﾗﾝﾏｰのもとに急速にﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ化が推進された。聖書中心主義が
前進し、ﾗﾃﾝ語に代わる英語の「共通祈祷書」(The Book of Common Prayer)を作成、｢礼拝統一法｣(Act
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of Uniformity､英国国教会の礼拝儀式､教義を規定）によりその使用を強制した(1549､52）。更に、英国国
教会の教義の基本となる「42 信仰箇条」（教義的には福音主義に則るが、主教の使徒伝承を強調、礼拝に
おける儀式尊重、修道院重視などｶﾄﾘｯｸ的､1553）を制定、国教会をﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾃｨｽﾞﾑの立場に変えた。
しかし、ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞⅥが 16 才で世を去ると、代わったﾒｱﾘⅠ(1553-58､第１王妃ｷｬｻﾘﾝ(離婚)の子､Bloody
Mary) が即位、ただちにｶﾄﾘｯｸ反動改革がなされ、国家教会の原理に立つﾍﾝﾘⅧ以来の宗教改革的法律
はすべて廃止され、世界主義的な教皇至上権が確認された。
ﾒｱﾘⅠ即位（1553）と同時に多くのﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ主義者が大陸へ亡命した。国内に留まるものは国教会の監督
制度を批判し、分離してひそかに小集団を造る。分離派といわれる会衆派または独立派の祖である。

1559

1585

1558 年ﾒｱﾘが没し、ｴﾘｻﾞﾍﾞｽⅠ(1558-1603､第２王妃ｱﾝ･ﾌﾞｰﾘﾝ（姦通罪で処刑）の子)が即位すると、ｶﾙ
ｳﾞｨﾆｽﾞﾑの影響を受けた大陸亡命者は続々帰国した（これらの群れを、1560 年代初頃からﾋﾟｭｰﾘﾀﾝと呼ぶ）
が、彼らはｴﾘｻﾞﾍﾞｽ的な中道主義の国教会体制に不満を持ち、さらに徹底した教会改革を求める。
1559 年「国王至上法」が改めて発布され、共通祈祷書、礼拝統一法と併せてｴﾘｻﾞﾍﾞｽ国教体制が確立さ
れ、ﾛｰﾏ教会からの分離が確定、以後国王が教会と国民を統一する事になる。1570 年ｴﾘｻﾞﾍﾞｽは教皇より
破門される。教義の面では、1571 年、先の「42 か条」を受け継ぎ、より徹底した「39 か条」（現在に継続）が
議会で可決され、「信仰義認論」（ﾙﾀｰ）、「予定説」（ｶﾙｳﾞｧﾝ）の教理が取り入れられたが、教会の最高統治
者である国王を頂点とする主教制(Episcopacy)をとり、ｶﾄﾘｯｸ的典礼が残されることになり、のちﾋﾟｭｰﾘﾀﾝと
の最大の論争点となる。 こうして、ｴﾘｻﾞﾍﾞｽⅠに至ってｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞのﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾃｨｽﾞﾑは確立し、形式的には
古来のｶﾄﾘｯｸ的伝統を継承しつつ、信条的にはﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ主義が貫かれることとなった。このようなｲﾝｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞ教会の中道主義を、概括的にｱﾝｸﾞﾘｶﾆｽﾞﾑ(Anglicanism､英国国教会主義)という。
T.ｶｰﾄﾗｲﾄを指導者とする一群は、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国民全体を包括する国民教会の形成を理想とし、教会の改
革を議会に訴え、議会の力によってｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの宗教改革を行おうとした。ｶｰﾄﾗｲﾄはｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会の監
督政治に反対し長老制を唱え、1585 年、聖書の究極的権威を主張し、聖書の権威を教会の権威の上に置
き原始ｷﾘｽﾄ教主義に立つ長老派教会を設立した。彼らは国教会体制の「礼拝統一法」に反対する意味に
おいて、non-conformist と呼ばれる。
国王絶対主義と民主的なﾋﾟｭｰﾘﾀﾆｽﾞﾑは全く相容れるものではなく、ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝへの圧迫は強くなってゆく。
ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝたちのうち、ｶｰﾄﾗｲﾄに率いられる長老派は地下に潜ってｸﾗｼｽ運動（後述）に走り、分離派は教区
教会の枠を超え信者集団（会衆 congregation）としての教会を構成し、やがて弾圧を受けたこの会衆派は
海外に活路を見出してゆく。分離派の一部は迫害を逃れｵﾗﾝﾀﾞに移住、その後ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ社会建設を目指し、
ﾒｲﾌﾗﾜｰ号で米の新天地へ移住（1620）する。更には、賛成も分離もしない説教者集団(ﾌﾟﾛﾌｪｻﾞｲｲﾝｸﾞ）に
与する派、また長老派のまま国教会内にとどまり福音的宣教に専念する派等、に分かれた。

4．ｲｷﾞﾘｽの宗教改革－ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ
ｺﾛﾝﾊﾞﾇｽ（563）によってｹﾙﾄ･ｷﾘｽﾄ教がｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞに及び、ｱｳｸﾞｽﾁﾇｽ（597）によってﾛｰﾏ･ｷﾘｽﾄ教がｲﾝｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞ（ｹﾝﾄ）に布教され、ﾌﾞﾘﾃﾝ島の南北からｷﾘｽﾄ教が普及して行くと共に、両者が摩擦を起こし、調整が必
要になっていった。このために開かれたｳｨﾄﾋﾞｰの宗教会議（664）は全ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ的な意義を有するものであ
った。その結果ﾛｰﾏ教会が正統化され、以後権威を確立していった。（上述）
ｹﾙﾄ･ｷﾘｽﾄ教はｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ南部に及んでいたが、ﾉﾙﾏﾝ人のｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ征服（1066）がｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞに及ぶと共
に、ﾛｰﾏ･ｶﾄﾘｯｸ教会がｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞにも導入された。
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞは 14C 初ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに一時征服されたが、反抗し、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ王ﾛﾊﾞｰﾄⅠはﾊﾞﾉｯｸﾊﾞｰﾝの戦いに
勝利、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに対し独立を宣言した。1328 年ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ王ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞⅢはｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの独立を承認した。独立
後のｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞはｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞとの関係など脆弱な独立基盤の上から、ﾌﾗﾝｽとの関係（Auld Alliance､12951560）を深めていった。
15C にはﾛﾗｰﾄﾞ運動がｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞにもひろがり、異端として取り締まられている。16C の 20 年代になると
ﾙﾀｰ主義がｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞにも入り始め弾圧され続けていた。最初の殉教者はﾊﾐﾙﾄﾝでﾙﾀｰの信仰義認を説い
て火刑に処せられた。国家権力によってなされたｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの宗教改革と異なり、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは下(封建貴
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族､､ﾚｱｰﾄﾞ､都市の指導者)からの運動として改革は進められてゆく。中心人物は J.ｳｨｼｬｰﾄとその影響を受
けたｼﾞｮﾝ.ﾉｯｸｽ* であった。改革運動を進めるｳｨｼｬｰﾄは政府教会の弾圧のもとに火刑に処せられる（1546）
が、改革派の一部がこの処刑の責任者を暗殺しｾﾝﾄ･ｱﾝﾄﾞﾙｰｽﾞに立てこもると、ﾉｯｸｽは他のﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄと共
に籠城に加わった。政府側のｱﾗﾝ伯（ﾒｱﾘ･ｽﾁｭｱｰﾄの摂政）はﾌﾗﾝｽの援助を仰ぎこれを鎮圧、籠城派は降
伏し（1547）、ﾉｯｸｽはﾌﾗﾝｽの捕虜としてｶﾞﾘｰ船での苦役に服せしめられた。
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄは弾圧下に勢力を伸ばし、やがてﾉｯｸｽが帰国するとそれをきっかけとして、国王
ﾒｱﾘ･ｽﾁｭｱｰﾄ（1542-67）の親ﾌﾗﾝｽ政策に対する反発も加わり、ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ貴族が蜂起、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの援助を
受けつつｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ宗教戦争は終結する。1560 年仏・英のｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ撤退を容れたｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ条約が締結さ
れ、宗教改革会議が開かれることになる。この議会で、ﾉｯｸｽが中心となって起草した「ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ信条」
（Scottish Confession）が承認され、ﾛｰﾏ教皇の司法権の否認、ｶﾄﾘｯｸ諸法の廃止、ﾐｻの禁止等の法律
が制定され、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの宗教改革が達成される。その後も貴族と教会の関係は安定することがなかったが、
1567 年、再び両者の協力関係が回復し、ﾒｱﾘを廃位に追い込んだ。議会は 1560 年議会の諸立法を再確
認し、改革教会を「この王国内におけるｲｴｽ･ｷﾘｽﾄの唯一の神聖にして聖なる教会」、即ち、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの国
教として認め、もってｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ改革教会は確立され、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの宗教改革の第 2 段階が終了する。
しかし、この教会の内部ではなお 1C 以上に亘って主教派と長老派** との争いが続くことになる。
（補足）
＊ ｼﾞｮﾝ･ﾉｯｸｽ（John Knox,1514？-1572）
ﾉｯｸｽはｳｨｯｼｬｰﾄなどの初期改革者の影響を受けて、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ教会
の改革に加わった。1546 年ｷｬﾝﾄﾞﾙ･ﾋﾞｰﾄﾝの殺人事件に巻き込まれ、ﾌ
ﾗﾝｽ軍に捕えられ、19 ヶ月間ﾌﾗﾝｽの軍艦で奴隷として働かされるが、
1549 年に捕虜交換で釈放され、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに追放された。そこで、ｲﾝｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞ国教会の牧師として、ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞⅥに仕え、王室付属牧師に登用され、
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの宗教改革のために尽力することになる。しかし、ﾒｱﾘ･ﾃｭｰﾀﾞ
ｰが王位に就きﾛｰﾏ･ｶﾄﾘｯｸを再建したため、ﾉｯｸｽは大陸に亡命、最初
ｼﾞｭﾈｰﾌﾞでｼﾞｬﾝ･ｶﾙｳﾞｧﾝに学び、ｶﾙｳﾞｧﾝ主義を身につけ、そこでいわ
ゆる抵抗権神授論に到達する。
次いで、彼はｼﾞｭﾈｰﾌﾞを去ってﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄのｲｷﾞﾘｽ亡命者教会に向か
うが、結局、礼拝観に関する相違のためにｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会と袂を別つ
事になる。ﾉｯｸｽはｶﾄﾘｯｸの女王ﾒｱﾘｰ･ｽﾁｭｱｰﾄの治世下のｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞに
< John Knox >
帰還し、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ長老教会の確立
の為に戦い、彼の作成した「ｽｺｯﾄﾗ
ﾝﾄﾞ信条」（1560）と、「共通礼拝祈祷書」（1562）は議会で採択された。
これは後一部改訂増補され 1646 年「ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ信仰告白」にとって代
わられるまでｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのｶﾙｳﾞｨﾆｽﾄの間で用いられた。
その中でﾉｯｸｽは長老制がｼﾞｭﾈｰﾌﾞからではなく、聖書から直接来た
ものであると明言している。不祥事によって退位した女王ﾒｱﾘに代っ
て王位についたｼﾞｪｰﾑｽﾞⅥ(摂政ﾓﾚｰ伯)によって、1567 年、長老教
会主義をもってｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの国教とすることが正式に承認された。
< St. Andrews Cathedral >
-16-17C の改革で廃墟に-

（付）ﾉｯｸｽの思想が広まり、偶像礼拝は
徹底的に否定され、華美は悪とされた。
建てられた教会は一切の芸術性を排したつくりになっている。
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞで現存する中世の建造物は尐ない。
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（補足）
＊＊ 長老派教会
長老派教会とは、ｶﾙｳﾞｧﾝの教えの流れを汲む一派、基本的に「教会とは神によって選ばれたものの団
体である」という信仰の上に立って、人間の理性によらず、神の意志によって建ちもし、倒れもするという前
提の上に、その神の意志に添うべく会員の衆知を集める必要から、会員の中から選ばれた長老と牧師によ
って教会を運営し、総会を適宜開いて、その協賛を得ていく教会組織を云う。個々の教会は一定の地域内
で相結び合い、長老会を構成しその指導に当たる仕組みである。これによって各個教会は、地域的に有機
的な結合を得、統合されて公同の教会を形作るのである。

ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの宗教改革はｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの宗教改革以上に徹底してｶﾙｳﾞｨﾆｽﾞﾑ神学に基づくものではあったけ
れども、教会統治の上では、一挙に長老制が樹立されたわけではなかった。特に、改革教会の役職をめぐ
って、大主教･主教の名称の復活で政府、教会の間で妥協が成立した。同意のﾉｯｸｽに対し、A.ﾒﾙｳﾞｨﾙは
激しく反対し、以後、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ教会内に、主教派(Episcopalians) と長老派 (Presbyterian) との対立が
生ずることとなった。ただ対立しながらも、教会を分裂させるものとはならずに、教会内で教会秩序の回復
に努め、最終的に長老派の支配が確立するのには、なおも 1 世紀を要することになる。 尚、ﾒﾙｳﾞｨﾙの主
張は、長老教会主義の純粋な形態とは教会(kirk)が国家から独立しているものであるということであった。
その長老教会主義とは、ﾕﾀﾞﾔ教とその遺産を受け継いだ原始ｷﾘｽﾄ教に起源をもつ教会統治ｼｽﾃﾑである。
ﾕﾀﾞﾔの伝統では、ｼﾅｺﾞｰｸﾞや彼らの集会は、選ばれた｢長老｣の指導下にあった。しかしこの伝統は、紀元後まも
なくｷﾘｽﾄ教聖職制度が発展して行くうちに帝政ﾛｰﾏ支配ｼｽﾃﾑに組み込まれ、司教や主教が支配する階層構造
が現れた。16C の急進的な宗教改革者たちは、本来の純粋なﾕﾀﾞﾔ･ｷﾘｽﾄ教の教えに立ち返ろうと、この主教制
を拒否したのである。
1584 年国王の教会支配権を認める「暗黒法」（国王至上権と司教制）が成立すると主教派が権力を握り、
1592 年には長老派が巻き返して長老制教会の自主性を認める法律「黄金法」（長老制教会のﾏｸﾞﾅｶﾙﾀと
よばれる）を成立させる。1603 年ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞでｴﾘｻﾞﾍﾞｽが没し、1567 年以来ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ国王であったｼﾞｪｰﾑｽﾞ
ⅥがｼﾞｪｰﾑｽﾞⅠ(1567/1603-25）としてｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ王位を兼ねることとなると、その圧力によって再び主教派が
勝利する。この後、ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命中は長老派が支配し、王政復古によって主教派が復権し、名誉革命によっ
て最終的に長老派の支配が確定するという過程をたどる。

1592

ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞのﾋﾟｭｰﾘﾀﾝたちは、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞで長老派教会を公認してきたこの国王に、期待を寄せた。しかし、
ｼﾞｪｰﾑｽﾞﾞは教会政治面では「主教なくして国王なし」と、主教制と君主制が一体不可分であるとの信念をもち、
主教制の復活をめぐってｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの長老派と対立しており、実は長老制に対し強い反感を持っていた。
ともかく、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞとｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの同君連合が成り、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞには長老主義的宗教改革後のｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ教会
1603
内に主教制が再び復活する。そしてｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの長老主義はｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに多大な影響を及ぼし、ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝの
一方の主流であるｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの長老派教会が形成される過程で大きな役割を果たした。

5．ｲｷﾞﾘｽ革命（清教徒革命と名誉革命）とｷﾘｽﾄ教
－清教徒（ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ）革命
ｶﾙｳﾞｨﾆｽﾞﾑを信奉するﾋﾟｭｰﾘﾀﾝの要求は、当初の個々礼拝様式の改革を超え、徐々に教会制度そのも
のの改革へ向けられて行き、1570 年ｴﾘｻﾞﾍﾞｽがﾛｰﾏ教皇によって破門され、ｶﾄﾘｯｸ教会と絶縁するや、改
革にとって一層の好機ととらえたが、議会を通じての改革という意図は果たせなかった。
全国規模で教会改革をはかる運動に挫折したﾋﾟｭｰﾘﾀﾝたちは、地域ごとに個別教会を改革する路線に
変更する。ｸﾗｼｽ（clasｓis､蘭語で長老主義の意）運動と呼ばれるが、ｸﾗｼｽはｶﾙｳﾞｨﾆｽﾞﾑに基づく教会制度
の基礎単位で、個々の教会(session)の上に牧師と平信徒代表の長老（elder 又は presbyter）とから構成
される長老会（presbytery）が組織され、いくつかの地方の長老会によって教会会議（synod）が編成され、
全国の教会会議が集まって総会（general assembly）が構成される。これがｶﾙｳﾞｨﾆｽﾞﾑの教会制度で、い
わゆる長老派教会、また改革派教会（reformed church）と呼ばれる。
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ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会の中では 16-17C にｶﾙｳﾞｧﾝの影響を受けた改革派が勢力を持ってきた。その中で国教
会派と国教会から分離せず教会内部を改革して行こうとする者たち、ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝのｸﾞﾙｰﾌﾟとの対立が深刻化
してきた。1603 年に即位したｼﾞｪｰﾑｽﾞⅠ(ｽﾃｭｱｰﾄ朝)は国教会派を支持すると共に、王権神授説を称えて
国王の絶対性を主張する一方で、欽定訳聖書を出版するなど宗教的貢献も大きかった。
1620 年、米新大陸に理想の天地を求めて、102 人のﾋﾟｭｰﾘﾀﾝがﾒｲﾌﾗﾜｰ号に乗り、移住した。ﾋﾟﾙｸﾞﾘﾑ･ﾌｧｰｻﾞｰｽﾞであ
る。ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命に至るまで、ｼﾞｪｰﾑｽﾞⅠ、ﾁｬｰﾙｽﾞⅠの迫害時代の数十年をなお要するのである。

1625

1628

1639

1642

1643

ｼﾞｪｰﾑｽﾞⅠの後を継いで 1625 年に即位したﾁｬｰﾙｽﾞⅠ(1625-49）は、父王同様王権神授説信奉者であ
り、ﾌﾗﾝｽ絶対王政に傾倒していた。1628 年、「39 か条」本文の前に王の「宣言書」を付加して、「ｶﾙｳﾞｧﾝ主
義的な意味」を持つ条文を故意に空文化した。聖書、理性、伝承（古代教会との一致）の要素を信仰の根拠
とするｱﾝｸﾞﾘｶﾆｽﾞﾑが確立された。聖書のみを信仰の根拠とし、信仰における人間的要素を徹底的に排除
しようとしたｶﾙｳﾞｨﾆｽﾄのﾋﾟｭｰﾘﾀﾝにとって、そのｱﾝｸﾞﾘｶﾆｽﾞﾑは打倒目標となった。ｱﾝｸﾞﾘｶﾆｽﾞﾑは国教会主
教の使徒継承の神授権を主張し、並行して国王の神授権と国王への絶対的服従の教義を中核とする階層
秩序の有機的統一体の社会倫理を説き、積極的な宗教的意義を与えた。
王の宣言書と同じ 1628 年、議会はｺﾓﾝ･ﾛｰの伝統に従って国民に与えられていた｢古来の権利｣に基づ
く「権利請願」(The Petition of Right)を王に提出した。（Cf. 大憲章(ﾏｸﾞﾅｶﾙﾀ)､1215）。王は不本意ながら
認めたが翌年議会を解散、以後 11 年間の無議会の専制政治を行う。しかしｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ統治の失敗からｲﾝｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞ議会を招集せざるを得なくなってくる。絶対王政下に展開した国王と議会の対立は国教会に対するﾋﾟｭ
ｰﾘﾀﾝの闘争を伴い、革命を推進するｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰはそれまでのｺﾓﾝ･ﾛｰからﾋﾟｭｰﾘﾀﾆｽﾞﾑに転換してゆき、こう
して「ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命」は進んでゆく。
この間、長老教会主義を国教とするｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞに対し、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会化の推進をはかったﾁｬｰﾙｽﾞの弾
圧に対し、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ人は長老教会を守るために立ち上がり、1638 年「国民契約」（National Covenant､
国王･国家から独立した国民教会－長老主義的教会統治）に署名した。即ち、主教制の廃止、長老制の復
活を決定した。貴族、ﾚｱｰﾄﾞ(laird)､市民、長老派牧師等の作成した契約(Covenant)に対し、国民諸階層が、
Greyfriars Kirk における署名式で署名し、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会組織によるすべての主教制度、礼拝形式を
廃して、厳格なｶﾙｳﾞｨﾆｽﾞﾑによる長老派教会の確立を宣言した。署名した一団の人たちは、以後、契約派
(Covenanters）と呼ばれるようになる。ﾁｬｰﾙｽﾞはｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのこうした抵抗に対して武力で抑えようとして「主教戦
争(Bishop’s War､1639)」を始めるが 2 度にわたって敗北し、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国内で、戦費調達、賠償金調達の
ため議会を開かざるをえなくなり、ﾁｬｰﾙｽﾞⅠの絶対主義的支配体制は打ち砕かれてゆく。
やがてｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞでは国王派（国教徒）と議会派（ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ）の内部分裂が生じて、内戦となり、1642 年
ｵﾘﾊﾞｰ･ｸﾛﾑｳｪﾙによるﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命（清教徒革命､1642-1660）が勃発し、1649 年ﾁｬｰﾙｽﾞⅠは敗れて処刑
され、革命は成立した。議会派はﾋﾟｭｰﾘﾀﾝのなかでもいわゆる長老派でなく独立派のｸﾛﾑｳｪﾙが革命軍を
指揮し、統一を欠きながら長期戦に入る。内戦当初务勢であった議会派はｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞに対して軍事援助を要
請、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ側はその条件としてｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞにおける長老制教会の樹立を要求、交渉は難航した。
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの長老派が目指していた教会制度はｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞのように世俗権から独立したものでなく、世俗権
(具体的には議会)の支配下に置かれた教会であった。いわば国王を首長とする主教制の国教会の代わり
に、議会によって支配される長老制の国教会をおこうとしていたのである。
結局、1643 年ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの議会派とｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ（契約派）との間に「厳粛な同盟と契約」(Solemn League
and Covenant)協定が結ばれる。ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ議会内では長老派（新興ｼﾞｪﾝﾄﾘｰとﾌﾞﾙｼﾞｮﾜｼﾞｰを中核とする富
裕ｲﾝﾃﾘ層）と独立派（敬虔で献身的なﾋﾟｭｰﾘﾀﾆｽﾞﾑを精神的支柱とする独立自営農民および手工業者を
地盤とする）の対立が顕在化、やがて長老派を排除した独立派が革命を推し進めてゆく。（ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命）
長老制の、個人の知的な光、人間理性をまで否定し去って、個人から選択の根拠を奪うことの不当を叫
ぶ人が出た。ｼﾞｮﾝ･ﾐﾙﾄﾝも長老派を攻撃し、理性こそは選択の基準だと主張、特定の教派に身を沈めること
なく、自由な立場に立って、武力ではなく説得力こそ武器であると、「失楽園」などの变事詩を持って表現し
た。権力は、ｸﾛﾑｳｪﾙを指導者とする独立派の強固な影響力を受けた軍隊に渡っていた。独立派は、権威主
義的な側面を持つｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの長老教会主義でなく、反中央集権主義的な教会機構を支持した。
1643 年新しい教会制度の形態について検討をするためのｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ神学者会議なる機関が議会条例
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1639

1643

1648

で設置され、丁度この最中に議会とｽｺｯﾄﾗﾝﾄの間に厳粛同盟が成立した。その契約を前提にｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの
委員も加えて「ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ信仰告白」（The Westminster Confession of Faith､1646）が成立した。
先の「39 か条」（1571）に代わる信仰箇条の制定であった。その後全世界的に長老派教会の信仰規準とな
るもので、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでも、「ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ信条」に代わり正式の信仰告白とされるようになる。1647 年ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ
議会で、1648 年英国議会で採択された。
ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ（独立派）革命が成立し、共和制(Commonwealth)が施行されると、軍部下級士官､兵士､小農
民層､小商人､手工業者等大衆社会層を基盤とするﾚｳﾞｪﾗｰｽﾞ(平等主義者)たちは専制政治の再現を怒り、
全人民を代表する議会の招集を要求し、社会的平等と土地の共有を主張、軍隊を扇動したが、ｸﾛﾑｳｪﾙは
これを徹底的に弾圧した。
国王派はｱｲﾙﾗﾝﾄﾞと結びﾁｬｰﾙｽﾞⅠの嫡子ﾁｬｰﾙｽﾞⅡを擁して新政府に抵抗した。ｸﾛﾑｳｪﾙはｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ
に侵攻し、大虐殺を行った。ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞのｶﾄﾘｯｸ教徒は執拗に抵抗し、征服には 2 年を要した。この事件は、
その後幾世紀にもわたり、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ人をﾖｰﾛｯﾊﾟで最強の、ｶﾄﾘｯｸ聖職者たちに統率された民族にした。
ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは長老派の領袖が中心となって、ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ同様、ﾁｬｰﾙｽﾞⅡを擁し、王政の復興と長老派教
会の擁護に起った。ｶﾄﾘｯｸ教徒から長老派教会への改宗をしたﾁｬｰﾙｽﾞⅡであったが、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞに侵攻
したｸﾛﾑｳｪﾙにｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ軍は大敗し、ﾁｬｰﾙｽﾞⅡもﾌﾗﾝｽへ逃れた。
1640 年にﾁｬｰﾙｽﾞⅠによって招集されたままになっていた議会を 1653 年解散、ｸﾛﾑｳｪﾙは自ら護国卿
(Lord Protector) を名乗り、共和制を廃し、独裁体制に入る。最後まで議会主義を維持したが、名ばかり
の武断的独裁政治に過ぎず、1658 年護国卿政治はｸﾛﾑｳｪﾙの死後、1659 年終了する。
ｸﾛﾑｳｪﾙの死の直後、独立派教会は、ｻｳﾞｫｲ宣言（「ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞの会衆派教会において認められ実行され
ている信仰と秩序の宣言」）を発し、政治情勢の混沌の中、立場と主張を改めて明確にした。教会組織とし
ては長老派と異なり、全ての権限が各個教会にあるとして、個別教会の自主性を尊重することを宣言した。
革命が終わり、英国国教会が復興したが、革命に至る混乱と同様、不安と焦燥の世相の中で直接政治に
携わらなかったﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ諸派、ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ派、ｸｴｰｶｰ派があった。「天路歴程」を著したｼﾞｮﾝ･ﾊﾞﾝﾔﾝはﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ
系のﾋﾟｭｰﾘﾀﾝであった。

1647

－名誉革命
共和制のあと、ｽﾁｭｱｰﾄ朝の王政復古（Restoration､1660､ﾁｬｰﾙｽﾞⅡ）によって、国王を首長とする主教
制の国教会制が復活する。国王の親ﾌﾗﾝｽ政策、ｶﾄﾘｯｸへの回帰が図られたが、既に力を蓄えてきた議会
がそれを阻み、国教会主流派の地位も強化された。ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会主流派と対立した人々のなかには、国
教会内部で改革を行おうとする非分離派もいたが、国教会から出て別の教会を立てるものも多かった。
1661

1689

ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは、長老派が支配していたﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命の期間が過ぎると 1661 年ｽﾁｭｱｰﾄ朝ﾁｬｰﾙｽﾞⅡの
王政復古後、主教派が復活する。ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞにおける国王代理、王弟ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ｽﾁｭｱｰﾄ（後のｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ王
ｼﾞｪｰﾑｽﾞⅦ、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ王としてはⅡ）はｶﾄﾘｯｸ教徒、主教制の復活政策を推し進め、1681 年「審査法」を成
立させた（ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞでは 1673 年に成立）。即ち、国家、教会における全ての官職保有者に、「国民契約」､
｢厳粛なる同盟と契約」を放棄することはもとより、1669 年の「国王至上権法」を受け入れる誓約を求めた。
独立を志向するｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ長老教会への王権の統制を確立する目的であった。
この 1680 年代はｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ史上「殺戮時代」（the killing times）と称される時期で、王権がｶﾙｳﾞｧﾝ主義を
絶滅させようとした長老教会主義者（契約派、Covenanters）大迫害の時代であった。
ﾁｬｰﾙｽﾞⅡに次いで 1685 年に王位についたｼﾞｪｰﾑｽﾞⅡはｶﾄﾘｯｸ専制政治に傾斜、危機を感じた議会の
ｳｨｯｸﾞ党（長老教会派）、ﾄｰﾘｰ党（国教会派）指導者が送った招請状に基づき、ｵﾗﾝﾀﾞ総督ｳｨﾘｱﾑとｼﾞｪｰﾑｽﾞ
の王女ﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄのﾒｱﾘが受諾しｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞに上陸する（ｼﾞｪｰﾑｽﾞはﾌﾗﾝｽへ亡命）。議会がその欲する王を
選んだのである。外国の王と力とによって革命が達成されたとはいえ、無血のうちに、内乱も虐殺も人権の
剥奪もなく、国内における宗教上・政治上の意見の相違にも拘らず、同意による解決に到達したことなどに
よって、名誉革命(Glorious Revolution､1689)と称する。 ｳｨﾘｱﾑⅢ/ﾒｱﾘⅡの共同統治者が即位し、議会は
「権利章典」(Bill of Rights)を制定、国王大権を制限し、国民の権利と自由を擁護するという議会主権の原
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則を貫いた。成文憲法を持たないｲｷﾞﾘｽにおいて憲法に代わる最も重要な法律のひとつとなった。要する
に、議会の尊重である。同時に信仰の自由につながる。が、厳密には国教会主導型の自由であって、ｶﾄﾘｯ
ｸ､ﾕﾆﾃﾘｱﾝ、ﾕﾀﾞﾔ教以外の信仰の自由を認めたもので、非国教徒がこの恩典に浴するためには、国王へ
の忠誠の誓いと国教会の信条を承認しなければならない（「寛容法」）。即ち、すべてのﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ諸教派に
平等な権利を認めるものではなく、あくまでも国教会の体制教会としての位置づけを変えることなく、その外
側にﾌﾟﾛﾃｽﾀﾝﾄ非国教徒の複数の教会組織の併存を許すという形を取っている。ｶﾄﾘｯｸを含めた非国教徒
の完全な開放は、19C まで持ち越される。
かくして数十年に亘る絶対王政と議会との抗争は終わりを告げ、議会主義の上に伝統的王朝を保持する
という、立憲君主制が成立する。盤石の基盤を備えた英国国教会であるが、非国教会派は政治的関心を離
れて信仰の自由を海外に求める。国内的には国教徒のなかの非国教徒的活動として現れる。ﾒｿﾃﾞｨｽﾄ運動
などである。 王政復古で一旦無効とされた先の信仰告白は、名誉革命のあとで再び批准された。
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ名誉革命に際してｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ議会はｼﾞｪｰﾑｽﾞの廃位とｳｨﾘｱﾑとﾒｱﾘの即位を認めるとともに、王政
復古時に復活した主教制を廃止した（「権利要求」1689、cf.ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ｢権利宣言｣）。1560 年の宗教改革以
後のｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ教会史は、長老制と主教制の交代の歴史であったが、名誉革命体制はｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞにおける国
家教会として長老教会体制を確立した（1690）。ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ長老教会体制は、過去においても現在において
もｷﾘｽﾄ教世界全体において主教制の原理に基づかない唯一の公定教会である。ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞでは、ｳｨﾘｱﾑを
簒奪者とし、依然としてｼﾞｪｰﾑｽﾞⅡを正統なｲｷﾞﾘｽ王と仰ぐ、ｼﾞｬｺﾊﾞｲﾄ勢力がｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞより強力であった。
「市民革命を通して見られる重大な変革は、最終的な意思決定をするのは、国王ではなく議会であり、名
誉革命が樹立した政治体制は、『議会における国王』に国家主権が存するという、中世以来の伝統的なた
てまえはそのまま守りながらも、ｺﾓﾝ･ﾛｰではなく議会制定法が支配する議会主権体制なのであった。」
（今井宏「概説ｲｷﾞﾘｽ史」）
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1707 年ｽﾁｭｱｰﾄ朝最後となるｱﾝ女王治下のｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ議会はｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞとｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの「合同法」を成立さ
せ、大ﾌﾞﾘﾃﾝ王国（Great Britain）が誕生した。 両議会の政治的一体化がもたらされ、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞの経済
的発展にも寄与することになる。ｴﾘｻﾞﾍﾞｽ女王の死去（1603）に伴い、ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ王ｼﾞｪｰﾑｽﾞⅥが、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ
王を兼ねてｼﾞｪｰﾑｽﾞⅠを称し、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ､ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞが同君連合の形を取ってから、ﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ革命、王政復
古、名誉革命などの激動期を経て、ようやく合同の実現を見たのである。
この合同は「一つの議会、二つの教会」の原則のもとに国教会と長老派の共存を決めたにも拘らず、ｲﾝｸﾞﾗ
ﾝﾄﾞにおける国教会偏重の勢いに乗って国教会派の圧力が加わり、長老派教会は苦境を経験する。更に、
貴族たちの介入、民衆勢力の伸長などの社会的分野における変動が重なり、長老派教会は再々分裂を繰
り返す。
1760 に即位したｼﾞｮｰｼﾞⅢの 60 年にわたる治世は、ｲｷﾞﾘｽ史の激動の時期であった。内では、産業革命
による社会の一大構造変化、外からは、ｱﾒﾘｶ 13 植民地の独立とﾌﾗﾝｽ革命の衝撃である。工業化と都市化
による社会の根本的変化はそれまでに定着した名誉革命体制に対する民主化の要求を生み出す。地主・
貴族寡頭制議会の改革運動の誕生と非国教徒勢力による国教会支配体制への攻撃である。

6．ﾒｿﾃﾞｨｽﾄ(Methodist)運動
ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞにおけるﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ諸派の起源は、原始教会時代に帰ろうとする聖書中心的なﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ(覚醒)運
動の一環であった。17C 末~18C 中､多くの敬虔にして信仰深い讃美歌が作られている。これら創作讃美歌
は在来の詩編歌を駆逐して一般に普及し、これがまたﾋﾟｭｰﾘﾀﾝ以後のｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞのﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ運動を引き起こ
す引き金ともなった。ﾒｿﾃﾞｨｽﾄ運動の淵源でもある。
1720 年代の終わりに、ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大学で始められたﾎｰﾘｨ･ｸﾗﾌﾞの働きは、1738 年､ﾁｬｰﾙｽ及びｲﾝｸﾞﾗﾝ
ﾄﾞ国教会司祭ｼﾞｮﾝ･ｳｪｽﾚｰ* 兄弟の相次ぐ回心経験をきっかけとして、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ､ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞにﾒｿﾃﾞｨｽﾄ運動と
して急速に広がり、大英帝国の植民地であったｱﾒﾘｶ大陸にも信徒の働きによって移植された。間もなく勃
発したｱﾒﾘｶ独立戦争中、ｱﾒﾘｶのﾒｿﾃﾞｨｽﾄたちは、1784 年米国ﾒｿﾃﾞｨｽﾄ監督教会を組織して、ﾄｰﾏｽ･ｺｰｸ､
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ﾌﾗﾝｼｽ･ｱｽﾞﾍﾞﾘｰを監督として立て、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会より独立するに到った。新しく誕生した米国ﾒｿﾃﾞｨｽﾄ監
督教会のために、J･ｳｪｽﾚｰは、ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ国教会の 39 か条を改訂した 25 か条（The Twenty-Five Articles
of Religion） を与えて、新教団の宗教箇条とした。
そもそも、ﾒｿﾃﾞｨｽﾄは国教会内部の革新運動であり、ｳｪｽﾚｰ自身教義的にも国教会を支持していた。「39
か条」を全面的に支持しながらも、ﾆｭｱﾝｽを異にする「ｷﾘｽﾄ者の完全」「完全な愛」という独特の教理を生み、
活動の基本を巡回説教に置き、非国教的要素を持っており、ｳｪｽﾚｰ死後1795 年国教会から分離し、ｲｷﾞﾘｽ
最大の非国教派の独立の教会を形成した。 当時のｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞは、貧富の差が激しく、社会環境の矛盾甚だ
しく、宗教的情熱は冷却しており、彼らの宣教活動は、国教会の手の届かなくなった社会層の人々に福音
をもたらすこと大なるものがあった。しかしてこれら大衆がついには英国民の中堅となって、英国をﾌﾗﾝｽ革
命の二の舞から免れせしめたとも指摘される所以である。しかし社会とともに、「産業革命の教会」にまで成
長したﾒｿﾃﾞｨｽﾄ教会は、のちに幾多の分裂を経験する。
（補足）
＊ ｼﾞｮﾝ･ｳｪｽﾚｰ（John Wesley､1703-1791)
Oxford 大学で神学を学んでいた John Wesley は、弟 Charles
(1707-88) と共に、自らの学生生活を律する為の学生ｸﾞﾙｰﾌﾟ Holy
Club を始める。後 Methodist の教派を特徴づけ、その通称ともなる生
活方法(Method)はこの時の日課割、「大学の学則に定められた方法
(ﾒｿｯﾄﾞ)で几帳面に学習する」といったに意味で綽名された。
大学を卒業し英国国教会の司祭となり、植民地ｱﾒﾘｶでの宣教を志し
たが、成果なく帰国した後、ずっと自分の信仰に自信をもてないでいた
ある時、ﾙﾀｰ説教集の一句が、雷のごとく彼の心と体を打つ。ﾙﾀｰの「ﾛ
ﾏ書序文」から信仰による義の確信に到達する。救いの確信は戒律や
善行の末に訪れるものではなく、自らの不完全さと罪深さを悟った時に、
既にｷﾘｽﾄの自己犠牲によって救われているのだと回心する。
この福音とそれに基づく社会奉仕を広めるため、彼は信仰覚醒運動を
< John Wesley >
開始する。その大衆伝道運動によって生まれたﾒｿﾃﾞｨｽﾄ教会は、特に
貧しい人々から大きな反響を呼び起こした。 しかし、主に信徒からなる多数の辻説教者を用いた運動は、
国教会側の激しい反発を招き、邪教集団として迫害される。信徒たちも初期には国教会の礼拝に出ていた
が、次第に相容れなくなり、独自の礼拝と集会所を持つようになる。
ｳｪｽﾚｰの死後、1795 年にﾒｿﾃﾞｨｽﾄ教会は英国国教会から分離し、米国でﾒｿﾃﾞｨｽﾄ派を設立した。
（日本の青山学院は、このｼﾞｮﾝ･ｳｪｽﾚｰの信仰の流れをﾙｰﾂとする米国ﾒｿﾃﾞｨｽﾄ監督教会の宣教師が設立し
た 3 つの学校をその起源としている。）
< 付 > Methodist Central Hall は Westminster
Abbey の真向いに相対峙するように建っている。ﾁｬﾍﾟﾙ
の他に 2500 人収容のﾎｰﾙ(会議場)がある。この Hall に
は等身大の John Wesley の像があるのだが、並んで立
って見ても、余り身長の差を感じることがなく、意外に低
かったようだ。
London か ら
City Roadを行くと、
郊外に Wesley’s
< Methodist Central Hall >
Chapel がある。道
を挟んだ向かい側
に、Bunhill Fields 墓地がある。この墓地は Non-Conformist
(英国国教徒以外のｷﾘｽﾄ教徒)の墓地であり、John Wesley もこ
こに葬られている。
< Wesley Chapel >
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最後に
2008 年 England を、鉄道･ﾚﾝﾀｶｰを乗り継ぎ B&B に宿泊して 3 週間程旅行した。2010 年には
Scotland を 1 週間旅行した。 England と Scotland を、ﾀｲﾐﾝｸﾞを分けて回ったことで、夫々の国の違いを
より明確に体験することが出来た。 同じ Great Britain の中の国でありながら、根源的に自然が違い、人
種(？)が違い、歴史が違うところから、ｷﾘｽﾄ教の宗教改革も全く異なった経過を辿り、全く異なった結果とな
ったものだ。
England の各地には、中世期にｶﾄﾘｯｸ教会として栄えたままのｺﾞﾁｯｸ建築の会堂が、今もなお聳え立っ
ているのを見かける。 それらの殆どは、現在英国国教会として存在している。 ところが、Scotland では、
そうしたかつてのｶﾄﾘｯｸ教会の会堂は殆ど残っておらず、大聖堂も大寺院もことごとく破壊され、廃墟となっ
て目に触れる。
England と Scotland が夫々に体験した宗教改革の名残である。
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