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第 73回 高畠ゼミОＢ・ОＧ会読書会 

           報告・江﨑 民二 

2018.1.27 

 

深井 智朗著 『プロテスタンティズム  

～宗教改革から現代政治まで～』（中公新書） 
 

まえがき 
 

16 世紀の神聖ローマ帝国にマルティン・ルターという男がいた。修道士とし

て聖書や神学を学び始めた彼は、教皇レオ 10世（1475～1521）がサン・ピエト

ロ大聖堂の修復のために売り出した贖宥状
しょくゆうじょう

の存在に納得がいかなかった。1517

年 10 月 31 日、ルターは熟慮の末、この贖宥状について討論を呼びかける「95

か条の提題」をヴィッテンベルク城の教会の扉に貼り出したと言われている。

宗教改革がはじまり、その動きは不正が横行していた教会にたちまち広がって、

プロテスタントと呼ばれる新しい宗派の登場により西ヨーロッパのキリスト教

は二つに分裂し､歴史は大きく動いたと世界史の教科書に書かれている。 

 プロテスタントの思想および信仰が､近代社会の形成に与えた影響は研究者

からの注目も集めた。社会学者マックス・ヴェーバー（1864 ～1920）の『プロ

テスタンティズムの倫理と資本主義の精神』や政治哲学者アレキサンダー・ダ

ンロップ・リンゼイ（1879～1952）の『民主主義の本質』などは、プロテスタ

ンティズムが近代世界にもたらした影響力を重視した著名な書物である。 

 あるいは哲学者ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル（1770～

1831）は、宗教改革に近代の「もっとも重要な革命」を見ている。ルターの行

動には「自由の精神の原理」が貫かれており、それが世界の「新しい、最終的

な旗印」となったからだ。プロテスタント原理と呼ぶべきものが、近代という

時代を特徴づけていると考えたのである。 

 しかし近年では､ルターや宗教改革を歴史の決定的な出来事とするような粉

飾に対して、自己批判や相対化が行われている。例えば彼と宗教改革は、これ

までさまざまな主張や立場を正当化するために利用され、ドイツでは幾度もナ

ショナリズムの高揚のために使われた。とくに 19世紀にプロイセン主導で進め

られたドイツの統一において、偉大なる宗教改革とその指導者マルティン・ル

ターが、キリスト者の自由を主張し、堕落したカトリックの不正と戦い、プロ

テスタントは近代世界の形成に大きな影響力を持ったという物語や説明は、ナ

ショナル・アイデンティティの形成と強く結びついていた。統一を妨げていた

敵対勢力は、カトリック国のフランスとオーストリアであったから、ナショナ

ル・アイデンティティ形成のためのヒーローとして、聖書をドイツ語に翻訳し、

ドイツ語文法の統一に寄与し、17世紀のイギリスの市民革命や 18世紀のフラン

ス革命よりも前に自由のための戦いをはじめたマルティン・ルターはうってつ

けだった。ルターと宗教改革はドイツ統一に向かう戦いや､統一後のナショナリ

ズム高揚のための政治的シンボルとされたのである。 
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 あるいは、宗教改革四百周年となる 1917年、ヨーロッパは第一次世界大戦の

最中であった。ドイツは、フランスやロシアとの戦争は、カトリックやロシア

正教の国との闘争である旨を喧伝し、宗教改革の意義と戦意高揚を結びつけて

いる。 

 また、ルターが新しい宗派であるプロテスタントを生み出したという説明も

事実に反する。教会の改革や刷新を願ってはいたが、新しい宗派を創設する意

志などなかった。宗教改革を指す「Reformation（再び形成する）」というドイ

ツ語が、この運動の本質をよく示している。それは新しい宗派の誕生などでは

なく、壊れかかった部分の修繕をめざす運動だった。ルターの賛同者たち、あ

るいは彼を保護した政治的勢力は、帝国議会の議事録には神聖ローマ帝国の「ア

ウスブルク信仰告白派」や「アウクスブルク信仰告白を奉じる者たち」と記さ

れた。今日でもドイツでは「プロテスタント」ではなく、「福音主義教会」と呼

ばれている。 

 ルターの改革は、14世紀にはじまり 18世紀にまでおよぶ西ヨーロッパのキリ

スト教の長い改革のうちの一つである。一連の改革は中世のキリスト教が堕落

していたから起こったのではなく、むしろ中世という時代が思想的にも宗教的

にも、一種の成熟を経験したから生じたのであろう。その成熟が中世社会のさ

まざまな制度疲労を見抜いた。ただ、他のリフォームと異なり、ルターの改革

は彼の意図を超えて、神聖ローマ帝国の複雑な政治的状況のなかで多方面に影

響力を及ぼすようになった。ルターの勇気ある行動は、西ヨーロッパのキリス

ト教に新しい種を撒き、その種は成長し、今では巨大な樹木になった。 

 ルターの宗教改革だけがプロテスタントなのではない。プロテスタントは、

ルターの改革以後に発生したさまざまな教会とその信者たちを指す。そして、

プロテスタンティズムとは、いわゆる宗教改革と呼ばれた一連の出来事、ある

いは 1517 年のルターの行動によってはじまったとされる潮流が生み出した､そ

の後のあらゆる歴史的影響力の総称だ。そして、プロテスタンティズムは大本

となる宗教を超えて、文化や学問、政治や経済とも複雑に連関している。本書

はその背景と枠組みを捉える試みである。 

 

第１章 中世キリスト教世界と改革前夜 
 

 パレスチナに誕生し､地中海世界へとその教えを広めたキリスト教がローマ

帝国の宗教となったのは、軍事や政治、思想においてローマ帝国を征服したか

らではなく、宗教としてその時代に適応し､求められたものに応えたからである。

ユダヤ教の一分派だが、その後ユダヤ教から追い出され、過激な終末思想のゆ

えにローマ帝国から迫害されていたキリスト教が､ローマの神々が支配してい

た多神教的ローマ帝国で成功し､唯一の神を信じる自らの宗教性を広められた

理由は、おそらく多神教的世界観を自らのうちに飲み込んで、一神教的な世界

観と融合させることができたからである。ただ一人の人格神を信じるべきだと

教えたが、他方で従来の信仰心を受け入れようともした。それはキリスト教の

聖人や守護天使という考え方によく現れ出ている。日本でも知られている聖ヴ

ァレンティノス（バレンタイン）や聖ニコラウス（サンタクロース）のような
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聖人がキリスト教には存在していて、人々の素朴な信心を満たしている。それ

らは日々の生活や町の営みを守り､困窮や危機から人々を救えるので､神に祈る

と同時に､この聖人や天使にも助けを求めるのである。だからこそ､ローマ帝国

に住む一般の人々はそれまでの人々の生活や宗教をそれほど変えることなくキ

リスト教を受け入れられたのであろう。キリスト教は 313 年にはコンスタンテ

ィヌス 1 世（274 頃～337）によってローマ帝国の宗教となった。その後キリス

ト教は地中海世界から北上をはじめた。ここでもキリスト教は柔軟な対応をし

た。地中海世界からみれば未開の地であるヨーロッパに存在していた宗教性を

キリスト教は否定して片隅に追いやるのではなく、それを上手に吸収した。 

 キリスト教の信仰がヨーロッパに浸透したのは、この時代の人々の究極的な

問いにもっとも適切に答えられたからであり、だからこそ人々はキリスト教を

受け入れたのではなかったか。中世ヨーロッパの人々にとって大きな問題は死

であった。食物が絶えず不足し､医療はほとんど成立せぬため、生まれてきた子

どもが成長して大人になる確率は低く、平均寿命も短い。キリスト教を伝えに

きた修道士に「隣人を愛するとは､隣人を食べないことだ」と教えられ、最終的

にはペストの脅威にさらされた中世ヨーロッパの人々にとって、死は圧倒的な

力であらわれ、戦う前から負けを宣告されてしまうような相手であった。予測

できず､突然、逃れがたくやってくる死は、人々の生活の豊かさや充実などより

も、はるかに切迫した問題であった。 

 キリスト教は、人間の死後について明確で、しかもわかりやすい答えを与え

たと言ってよい。その答えは哲学や難しい宗教の教義にあったのではない。た

とえばビジュアルを通して､視覚に訴えかけた。さらに教会はこう説明したので

ある。天国に行くためには教会の教えに従う必要がある。天国への道を知って

いるのは教会だけで、その道を通過せずには天国に行けないのだと。これがキ

リスト教的ヨーロッパの完成であった。教会は天国とそこにいたる通路を支配

した。教会は「あの世」というきわめて宗教的な問題を取り扱っているのだが、

実際には「この世」を支配した。なぜなら人は必ず死ぬからである。政治的な

権力を手にした皇帝や王、この世の豊かな生活を手にした貴族も､この世の短い

生を終えて､天国に行けるという保証のもとに生きたい者たちは、この教会の教

えに魅了されたのである。 

 死後に天国に行けるという目標はよくわかり、そのために教会の教えに従う

必要があることにも人々は納得した。ただ、もう一つの大きな問題はその具体

的な手段であった。キリスト教では、人間は生まれたままの姿で天国に行ける

とは教えなかった。それを阻んでいるのは人間が生まれながら持っている原罪

と､日々の生活での聖書や教会の教えに反する行いであった。原罪とはアダムと

エバがエデンの園で神との約束を破り禁断の木の実を食べてしまって以来人類

に遺伝しているものである。この原罪が人間の過ちを誘発する。しかし、天国

への障害となる罪は洗礼という儀式によって取り消しうる。それゆえに古代で

は洗礼は死の直前がよいと考えられていた。洗礼によってそれまでのすべての

罪や過ちも赦されるから、天国行きはほぼ確実になる。 

 ただ、中世に入るとヨーロッパにキリスト教が広まって、洗礼は言うなれば

戸籍の登録のような役割を果たすようになり、生まれた直後に行われるように
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なった。そうすると人々の素朴な疑問と不安は、洗礼を受けたあとに犯した過

ちはどうなるのか、という点に集中する。洗礼が罪を取り消すとしても、私た

ちは生きている限り、日々さまざまな過ちを重ねてしまう。あるいは無意識の

うちに教えに反して、罪を犯してしまうかもしれない。洗礼後の日々の過ちは

どのようにして赦されるのか。この素朴な問いに答え、人々に安心を与えるた

めに生み出されたのが「悔い改めのサクラメント」と呼ばれるものである。サ

クラメントは日本語では「秘跡」と訳されるが、これは神の人間に対す恩寵
おんちょう

を

具体的にみえるかたちであらわす儀式のことで、12 世紀以降は洗礼、堅信、聖

体、悔い改め、病者の塗油、叙階、結婚の七つになった。「悔い改めのサクラメ

ント」はその一つで、もっとも重要な儀式であった。悔い改めのサクラメント

には痛悔、告白、償いという要素が含まれている。痛悔は罪を自覚し、心から

悔い改めようとすることである。次に､自らの犯した罪を司祭の前で告白するの

が懺悔だ。司祭は告白された罪に対して「私はあなたの罪を赦す」と宣言する。

それだけではなく、この犯した罪を赦すための代価が要求される。たとえば徹

夜で神の前に悔い改めの祈りをするとか、断食をするとか、定められた時間に

教会を訪ね祈るなどの行為である。これが罪を犯したことへの罰である。司祭

は神にかわって適切な罰を科す。人々は具体的な罰を受けることで犯した罪を

償うのである。 

 教会は制度を厳密化し、この懺悔は年に一度程度でよいと教える。それでも

多くの人々は不安を拭いきれなかった。万が一、罪を告白する前に、あるいは

罪の赦しの代価として与えられた課題を果たす前に死んでしまったらどうする

のか。これが人々の一番の不安となった。それだけ死後の問題、天国の問題は

真剣な問いだったのである。この問いに答えるために、教会はさらに制度を刷

新した。それが聖職者による償いの代行、つまり与えられた罰を聖職者に肩代

わりしてもらうという制度であった。 

 ゲルマン人の法意識には「損害と弁済」という考え方がある。人間がキリス

ト教の教えを破って､罪を犯すことは神に損害を与えたことになるため、その損

害を弁済しなければならない。懺悔による罪の告白と司祭が科す罰の裁定、そ

して具体的な実行が弁済にあたる。この最後の具体的な実行は「代理」が許さ

れた。これもゲルマンの法の伝統で、加害者による被害者やその家族への弁済

は代理の者による実行が許されていた。もともと悔い改めのサクラメントが 7

世紀に誕生したときには、罪の告白を聴取した司祭は罪の赦しを宣言し､その罪

を償うための罰を与えるが、それを司祭や修道士が代行していた。それは司祭

や修道士の真に宗教的な奉仕であった。彼らは真剣に人々の救済のために自ら

断食し､徹夜し祈ったのである。ただ、この制度は民衆の側でも､教会の側でも

悪用の余地がある曖昧な制度であった。贖宥状によって犯した罪に対する罰が

帳消しになるとされたのだ。贖宥状は贖宥が行われたことを示す証書であった。 

 贖宥状を自らの裁量によって発行できたのがローマ教皇で、それがもっとも

消費され､ローマに莫大な収益をもたらした市場が神聖ローマ帝国であった。そ

して、この状況に疑問を持ったのがマルティン・ルターであった。 

 この時代のローマ教皇と神聖ローマ帝国について説明しておこう。 
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 キリスト教は、大きく分けると、ローマを中心に制度が確立したカトリック

と、コンスタンティノープル（今日のイスタンブール）を中心とするオーソド

ックスがある。西方教会と東方教会である。両教会はすでに 5 世紀には疎遠に

なり、別々の道を歩みはじめていたし、1054 年にはそれぞれの教会が相手に破

門を宣言している。東方教会は日本では正教会とも呼ばれる。 

 ローマ教皇が西方教会の指導的な地位に置かれるようになるのは、早くても 5

世紀以後のことであろう。キリスト教の舞台となった地中海世界では、ローマ、

アンティオキア、エルサレム、コンスタンティノープル、アレクサンドリアの

五つが重要な都市で、その地域の大司教は五大総大司教座の司教と呼ばれるよ

うになっていた。その中でもローマ大司教は、ローマ帝国の中心地にある司教

座の司教として特別な権威を持つようになった。彼らはキリストから天国の扉

の鍵を託された使徒ペトロ（？～76頃）の後継者、代理人と考えられてきたが、

さらに自らをキリストの代理者と呼ぶようになり、他の大司教と異なる特別な

権威を持つ存在であると自他ともに認めるようになった。選出についての制度

が確立したのは 1059年で、枢機卿（教皇の最高顧問。司教の中から教皇が選出

する）の選挙によって選ばれることになった。 

 教皇がローマで宗教的な決定を行い、世界の教会を指導する権威は教皇座、

聖座、あるいは使徒座、今日では教皇庁などとも呼ばれる。ルターの時代、教

皇が支配するイタリア半島の領土はローマ教皇領と呼ばれた。教皇はその領主

でもあった。教皇がこの座につくことは着座と呼ばれ、ここから発せられる命

令は教会の唯一の正統な教えということになった。 

 次にローマ帝国について見てみよう。313年にコンスタンティヌス 1世によっ

て首都をローマからコンスタンティノープルに移されたローマ帝国は、キリス

ト教を帝国の宗教として公認した後、395年になって東西に分裂した。西ローマ

帝国は 476 年には滅亡し、西ローマ皇帝の座は消滅した。それから 3 世紀を経

た 800年 12月 25日、教皇レオ 3世（750頃～816）は、現在のドイツ、フラン

ス、北イタリアに領土を広げたフランク王カール 1 世（742～814）を改めて西

ローマ皇帝として戴冠した。彼こそがカール大帝であり、ここに皇帝位が復活

した。その後分裂と統合を繰り返したが、962年、ドイツ王とイタリア王を兼ね

たオットー1 世（912～973）が、皇帝ヨハネス 12 世（937～964）によりローマ

帝国の継承者として皇帝に戴冠された。これが神聖ローマ帝国の始まりである

と一般には考えられている。これ以後帝国はゲルマン王国の伝統に基づいた選

挙王制の形式を取り、皇帝予定者であるドイツ人の王を「ローマ王」として選

出し、その王が教皇によって戴冠される伝統が確立した。具体的には 14世紀の

皇帝カール 4世が発行した有名な金印勅書に書かれているとおり､ローマ王は有

力な 7 人の選帝侯による選挙で選ばれるようになった。しかし、実際にはロー

マ皇帝の権力は制限されており、諸侯、司教、都市は皇帝に忠誠を誓ってはい

たが、他の諸侯たち、とりわけ選帝候には裁判権、貨幣鋳造権などの大幅な自

治権が与えられて各々の領内での独立性を増していった。ルターの時代には、

皇帝の権力が及ぶ範囲は中欧のドイツのみに縮小していたし、具体的には神聖

ローマ帝国とはドイツ諸侯の連合体であった。18 世紀の哲学者ヴォルテール

（1694～1778）は、それを指して「神聖でなく、ローマでなく、帝国でない」
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と評したとされる。もちろんイタリアへの影響力もなくなっており、1512 年に

は「ドイツ国民の神聖ローマ帝国」の名称が用いられるようになり、帝国の範

囲がドイツ語圏とボヘミアに限定されることが明らかになっていた。 

 しかしこのような変化にもかかわらず､この帝国の王朝の正統性を示すため

には、ローマでの教皇による戴冠が必要であった。それゆえに、ドイツ国民の

神聖ローマ帝国は、絶えずローマ教皇の顔色をうかがい、そこに政治的にも宗

教的にも拘束されることになっていた。 

 イタリア半島のローマ教皇領にいる教皇からすれば、この政治的特権を手放

すはずはない。ドイツ国民の神聖ローマ帝国は、彼にとっては山向こうの自ら

の庭のような場所であった。時のローマ教皇レオ 10 世はメディチ家出身で､カ

トリックの権威のみならず経済的状況の立て直しのために、持ち前の商才を用

いて多額の資金をヨーロッパ全土から調達する仕組みを築きあげていた。その

中でもとくに搾取されたのが神聖ローマ帝国で、当時人々はそれを「ローマの

牝牛」と揶揄したほどであった。当然のことであるが、こうした状況の中、神

聖ローマ帝国内の商工業者や農民層は、ローマに対して批判的な感情を抱くよ

うになり、神聖ローマ帝国の国民であるのにドイツを搾取する司祭や司教、修

道士たちに反感を持つようになっていた。人々の心をわしづかみにした贖宥状

も、その販売の仕組みや成り立ちを考えると、ローマの教皇座による神聖ロー

マ帝国での宗教的搾取であった。 

 ルターが登場したのは、このような時代である。キリスト教がヨーロッパに

北上し､ヨーロッパ化して以来作られてきたさまざまな社会システムは、この時

代になって初期の構造設計が疲弊し、現実の重みに耐えられなくなっていた。

すでにその制度疲労に気づき､警鐘を鳴らしていた人は、教会の内外に何人もい

た。ボヘミアのヤン・フス（1369 頃～1415）やイングランドのジョン・ウィク

リフ（1329 頃～84）の名はよく知られているし、人文主義者や政治システムの

改革を主張した人々も存在し、修道院の改革の動きもあった。中世は特別にキ

リスト教が堕落し､救いようがなかった時代ではない。また、この時代にも現実

を直視し､鋭い感覚で問題を解き明かし、行動を起こした人々が何人もいたので

ある。宗教改革の前夜、むしろキリスト教会はある種の成熟を経験していた。 

 ルターだけが改革者であったのではない。また、宗教だけが改革されたので

もない。この時代は政治的にも、宗教的にも、経済的にも制度疲労を起こして

いたのである。彼には勇気があった。人並み外れた戦いのセンスと決断力があ

った。その彼のもとへ結果的に時代の転換のスイッチを押す機会がめぐってき

たのだ。1517年、ヴィッテンベルクの町で運命の歯車が動きはじめた。 

 

第２章 ハンマーの音は聞こえたのか 
 

 ルターの 95か条の提題が印刷され驚くほど短い期間にヨーロッパ中に伝えら

れたことは確認できる。グーテンベルクによって改良された印刷機は、すでに

普及していたからだ。 

 提題は大司教ブランデンブルク宛のルターの書簡に同封されていた。この提

題でルターが論じたかったことは明らかだ。贖宥の方法は本当に人々の救いの
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ためになるのか、と問うたのだ。 

 中世のキリスト教には煉獄という考え方がある。ダンテ（1265～1321）の『神

曲』でもリアルに描かれているが、天国にも地獄にも属さない中間段階を指す。

人はその罪ゆえに一直線に地獄行きが決定される場合はまれで、多くは煉獄と

呼ばれる段階にとどまっている。そこから何らかの方法で引き上げてもらい､天

国に行く道へと戻してもらうことが可能とされていた。人々は､死んだ祖先のた

めの代理人による罰の精算を固く信じていたし、自分のためには、万が一煉獄

に行かねばならなくなった場合に、先に積み立てておいた、あるいはすでに受

けた罰の償いや未使用のままに終わった贖宥を将来的に利用することを考えて

いた。そのために贖宥状を買ったのである。 

 ルターは悔い改めのサクラメントによってなされるような､罪の告白とそれ

に基づいた悔い改めは、贖宥状の購入によって完了するのではないと考えた。

そして、「私たちの主であり、また教師であるイエス・キリストが『悔い改めよ』

と宣した時、イエス・キリストは信じる者たちの生涯のすべてが、悔い改めで

あることを願った」のだという。金ではなく、まずは心からの悔い改めこそが

必要だと考えたのである。 

 バチカンのローマ主義者がおそれたのは、ルターの批判によって贖宥状に対

する人々の素朴な信頼が損なわれた場合、神聖ローマ帝国での金蔓を失ってし

まうことだった。また、バチカンと結びついて神聖ローマ帝国内での特権を手

にしていた者たちも利権を失うことにつながる。翻ればルターの批判は、神聖

ローマ帝国に対して山の向こうから政治的に関わり、巨額の富も得ているバチ

カンの影響力が強い現在の社会システムと縁を切るための絶好の機会をもたら

すものでもあった。そのため、ルターの主張は､都市部の商人、諸侯たち、また

ドイツの騎士などには早くから理解された。 

 ルターが歴史の表舞台に登場し始めた頃、神聖ローマ帝国の皇帝は領内の宗

教問題にそれほど関心を持っていたとは思えない。皇帝のマクシミリアン 1 世

（1459～1519）、そして 1519 年に帝位につくカール 5 世（1500～58）は内憂外

患の状態に直面していた。経済的にも政治的にも自立する各領邦、ニュールン

ベルクやアウスブルクのような帝国自由都市から新しい関係の構築を求められ

ていた。また経済的に興隆した市民階級は、それに見合った政治的、社会的な

主張や権利を皇帝に要求するようになっていた。目を外に転じれば、神聖ロー

マ帝国にとって大きな脅威は､帝国の南東部国境を脅かすオスマン帝国の領土

拡大であった。 

 このような状態ゆえに、ルターは比較的自由かつ大胆に自説を述べられたの

かもしれない。また、このような内外の政治および社会的状況があったからこ

そ､ルターの大胆な主張は人々の関心を集め、支援の声をあげさせた可能性もあ

る。 

 プロテスタントという言葉はルターに遡るわけではない。「プロテスタントの

信者（＝抗議する者たち）」は、1521年から 29年までに開催された帝国議会で、

神聖ローマ帝国の宗教問題の決定に「抗議」した帝国等族（帝国議会で投票権

を持つ諸侯、帝国都市、高位聖職者）を指す議事録の言葉、あるいはそこから

生まれた侮蔑的なあだ名である。 
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 1529年 4月のシュバイエルでの「抗議」が､この呼び名を定着させることにな

った。1521年の「ヴォルムスの勅令」で、ルターは異端とされ､帝国を追放され

て、その著作も販売を禁止されている。しかし、一転して 1526年のシュバイエ

ルの帝国議会では、帝国内ではじまった改革の運動を容認することを全会一致

で決議した。ところが、1529年には 1526年の容認の決議をさらに覆す議案がや

はりシュバイエルの帝国議会に提出され、1521 年の「ヴォルムス勅令」が再確

認されることになった。これに諸侯が抗議した結果、１521年の「ヴォルムス勅

令」の取り扱いは各帝国等族の責任で判断すべきであることが確認された。抗

議したのはザクセン選帝候ヨハン、ブランデンブルク辺境伯ゲオルク、ヘッセ

ン方伯フィリプ、アンハルト＝ケーテン公ヴォルフガング、ブランシュヴァイ

ク＝リューネブルク公エルンスト、そして、14のドイツ帝国都市である。 

 議事録には「ザクセンにおいては、神の栄光と私たちの救い、そして祝福に

関しては、各々が自ら神の前に立ち、釈明すべきである」という「抗議」が記

されることになった。その時から「皇帝の古い宗教を信奉する等族」としての

今日のローマ・カトリックに対して、彼らは「プロテスタント」、あるいは「抗

議する等族」、「抗議する者たち」とあだ名で呼ばれるようになったのである。 

 これに対してルターの周辺の人々は自らを「福音主義」と呼ぶようになり、

これがドイツでの正式名称になった。それにもかかわらずプロテスタントとい

う名称が用いられるようになったのは、カトリックの者たちが､反カトリック主

義者たちに「福音主義者」という名誉ある称号を与えたくなかったからだと言

われている。もしこの名が定着してしまうならば､自らの教会が福音的ではない

ということを認めることになってしまうから、彼らはプロテスタント、抗議す

る者たちというあだ名を公にもあえて使うようになった。いずれにしてもルタ

ーの時代、彼らはプロテスタントという一つの宗派であったわけではなく、カ

トリック内部の抗議する者たちだったのだ。 

 それならば、なぜ今日プロテスタントという名前が用いられているのであろ

うか。英語圏やオランダ語圏では改革者たちの立場を明確にするわかりやすい

用語として定着し､積極的に用いられている。ドイツでも 18 世紀になり啓蒙思

想が流行し、かつてのカトリック教会のローマ主義者同様、福音主義者の教会

でも権威主義的な立場の拡大を批判する改革者たちが、宗教改革の教会の精神

に立ち返ること主張するようになっていた。これらの人々はあえて自らを「福

音主義」と呼ばずに、「プロテスタント」と呼ぶようになった。 

 

第３章 神聖ローマ帝国のリフォーム 
 

 ルターの書簡を受け取ったアルブレヒトは、提題に書かれていた討論への呼

びかけに応じず、バチカンに転送した。バチカンの対応は早かった。もちろん

バチカンの教皇主義者たちは当初それが大問題だとは考えていなかった。対応

を任されたのがドミニコ会の神学者シルヴェストロ・マッツィーニこと、ブリ

エリアスであった。彼はいわば練達の検察官で､数々の異端審問や教会裁判で相

手を有罪にしてきた。ブリエリアスがルターを有罪にし、その思想を異端的だ

と断言するためにとった手段は論点の移動ともいうべき、きわめて政治的な手
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法であった。彼はルターが問題にした贖宥状について議論することを避けた。

そして、教皇が許可している贖宥状を批判するルターは、つまり教皇を批判し

ていることになる、と論点を移動させた。 

 しかし､歴史は予想していなかった方向へと転換していく。ブリエリスの手法

は確かに手堅い政治的な方法であったが、教皇の権威に議論の焦点を移すと、

15 世紀以来、西方の教会に重くのしかかっていた教皇至上主義者と公会議主義

者との対立に再び火をつける可能性があった。 

 16 世紀当時のバチカンは、14 世紀後半から 15 世紀に起こった教皇の座の分

裂問題の尾を引いていた。具体的には分裂によって地に落ちた教皇の権威をど

のように回復するかという課題を抱えていた。バチカンの教皇至上主義者は教

皇を頂点とする王政に匹敵する絶対的な政治体制を再建することで、この難局

を切り抜けようとしていた。それに対して、改革を推進しようとした公会議主

義者は司教たちが､公会議で物事を決定することの重要性を強調し、このやり方

は歴史的にも支持できる考えだと主張した。教会の権威は教皇一人にあるので

はなく、全体としての教会にあるという考えであった。 

 公会議主義者の考えは 1414 年から 18 年にかけて行われたコンスタンツの公

会議では勝利し、分裂して三人になってしまった教皇の後継者に一人の教皇を

選出することができた。それによって公会議主義者が教会の中で力を持つよう

になった。ところが、その後のシエナ公会議やバーゼル公会議では再び教皇至

上主義者たちの勢力が拡大して、1414 年には公会議主義者たちの運動は挫折し

た。教皇の絶対的な権力が再び重視されるようになり、教皇主義者はバチカン

の中央集権的な体制を強化し、権威を改めて強調する努力をしているところで

あった。その状況下にルターの提題をめぐる議論が教皇の権威の問題に飛び火

してしまうと、両陣営の対立が再燃する可能性があったのだ。 

 ルターはブリエリアスの議論に対応することで､95 か条の提題で想定してい

た神学をめぐる議論という枠組みを超えて､教会政治のただ中に巻き込まれて

しまった。1518 年にはフランクフルト・アム・オーデルで開催されたドミニコ

会総会でテッツェルによる「106条文」が発表されたが、それはルターへの激し

い批判であり、「ルターは異端」だとひたすら繰り返されている。 

 ルターは自分が提起した贖宥の問題にはまったく触れず、反教皇主義だと批

判されたことに対して憤りを感じ、もし自分の立場が異端的であり、反教皇主

義なのであれば、それを証明するべきだとさまざまな文書で主張するようにな

った。その場合、教会の頂点に立つ教皇が問題になっているのだから、教皇も

自分も従うべき「聖書」に基づいてこのことを証明すべきであり、それができ

るのであれば喜んで従うとまで主張したのである。こうして議論は教皇の権威

の問題、あるいは教会においてもっとも権威を持つのは聖書なのか、それとも

聖書を解釈する教皇の教えなのか、という難題を引き出すことになった。この

論争は神聖ローマ帝国内はもちろん、ヨーロッパ中にまたたくまに伝えられた

のである。 

 初期消火に失敗したバチカンは、1518 年 7 月にルターをローマに召喚し、そ

こで問題を終結させるための異端審問を行うことに決定した。ところがこの召

喚に神聖ローマ帝国の諸侯たちが反対したのである。原因は、バチカンのロー
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マ主義者と神聖ローマ帝国との政治的な関係、とりわけバチカンのローマ主義

者による神聖ローマ帝国内でのさまざまな宗教的搾取への抵抗であろう。 

 1518年10月にアウクスブルクで開催されていた神聖ローマ帝国の帝国議会で

の審問は非公開で、しかもヤ－ゴブ・フッガーの私邸で行われた。この時点で

も教皇の願いは穏便な解決であった。だから彼はカエタヌスに「父のように接

し、彼を諭すように」と命じていた。カエタヌスはすでにバチカンで決まって

いた方針、すなわちルターの主張は教皇の権威を否定してしまうので異端であ

るという線でルターを説得し、自説を撤回させようと審問を開始した。ところ

がルターはこの説得を拒否し、カエタヌスを怒らせたため、もはやルターの出

来事はバチカンにとっては事件となった。穏便に済ませられないのであれば、

ルターを異端と宣告し､彼を破門にするまでである。ルターがまぎれもなく異端

だと明らかにするために利用されたのが、次に行われたライプチヒ討論であっ

た。ルターの相手になるのは、神学者ヨハン・エックだった。エックの使命は、

ルターへの論駁ではなく、ルターが反教皇主義者で、異端的思想の持ち主であ

ることを明確にすることであった。そのような発言を彼から公の席で引き出し、

記録すればよいのである。その上で彼を破門すればよい。ドイツ人ルターをド

イツで動かしがたい宗教的過ちを犯した異端、しかも教皇の権威を否定する異

端として宣言することで、神聖ローマ帝国全体への粛清という意味合いを持た

せられると考えていたに違いない。 

 エックはルターが教皇の権威を否定しているというバチカンの既定路線に従

って議論を展開した。そして巧妙に質問の中に罠をしかけた。「もしあなたが教

皇の権威を認めないというのであれば、その考えはヤン・フスと同じことにな

らないだろうか」。これはよく考えられた質問であった。 

 フスはいわばルターの宗教改革の先駆者と呼ばれる人物で、ルター登場の 100

年ほど前に、ボヘミア地方で活躍した。その時代まだフスの考えは広くは受け

入れられず、贖宥状を否定し、教皇の権威を批判した罪で焚刑に処せられてい

た。エックはルターがフスの考えを一部でも支持して､フスは正しかったと言っ

てくれれば、それでこの二人は同罪だと指摘すべく準備していたのだ。案の定

ルターは罠にはまった。彼は「ヤン・フスの語ったことの中にも福音が含まれ

ている」と言ってしまった。このひと言を引き出せれば、あとはエックのシナ

リオ通りであった。「もし今のあなたの発言が正しいのであれば、コンスタンツ

の公会議で、ヤン・フスを教会が異端者としたことは誤りだとあなたは主張す

るのか」。エックは静かにそう問うた。ルターは歴史の事実に照らして、また自

らの主張の核心部分である今日の贖宥状の販売の問題を考えて、「教会の歴史の

なかで、教皇も公会議も誤ることがある」と発言したのであった。エックにと

ってはこれだけで十分であった。 

 ルターはこれ以上のバチカンとの公の場での議論や､水面下で取引を続ける

よりも、自らの考えをより広く、できるだけ正確に人々へ知らせる必要がある

と考えた。彼は印刷技術を利用し、矢継ぎ早に公にした。それがこのライプチ

ヒ討論が終わった 1520年のことで、この年に書かれた文章は宗教改革三大文書

として知られている。『キリスト教界の改善についてドイツのキリスト者貴族に

宛てて』、『教界のバビロン捕囚について マルティン・ルターの序曲』、そして



11 

 

『キリスト者の自由について』である。 

 ルターが考え述べてきたうちで、重要なことの一つは聖書の位置づけであっ

た。ルターが「95 か条の提題」を公にした時に、彼が教皇の権威をはっきりと

否定していたわけではなかった。ルターは贖宥状の販売は強く批判したが、教

皇については次のように述べている。 

 「もし教皇が贖宥説教者たちのする取り立てを知っていたならば、彼はサン・

ピエトロ大聖堂が自分たちの羊の皮、肉、骨で建てられるよりは、むしろ灰と

なって消えてしまうことを選ぶということを、キリスト者たちは教えられねば

ならないはずである。」 

 つまり、贖宥状の販売やその批判の原因を最初は教皇とは結びつけていない

のである。それでも彼はローマ主義者たちがこの問題の争点を教皇の権威の問

題に合わせてきたため、教皇や公会議の権威について改めて考え、発言せざる

を得なくなっていた。 

 この時代のキリスト教徒たちにとって、大きな関心は天国であり、そこに行

くための手順を教え、天国の通路の鍵を預かっているのがペトロの後継者であ

る教皇であるなら、教皇の権威を否定する理由は何もなかった。教皇がバチカ

ンの聖座から発する教えは無謬であり、まさにそれがキリスト教であった。も

し教皇も公会議も過ちを犯す可能性があるとすれば、キリスト教は何によって

誤りを正せばよいのか、何を基準に再形成すればよいのか、何に基づいて考え

れば正しいのであろうか。ルターが行き着いた結論は､聖書であった。聖書は教

会がこの文書が聖書だと宣言したので聖書になった。しかし、聖書となった書

物は、逆に教会を規定する。聖書に書かれていることが、教皇の考えや教えの

解釈に先行するのである。1520 年にルターはさまざまな文章でローマの教皇座

を批判しているが、その根拠となったのは聖書である。その教えやその勅令が

聖書に書かれているか、あるいは聖書的な根拠を持っているかということであ

る。たとえばルターはこの時代の教会が定めていた七つの秘跡を二つ（最初は

三つ）に限定したが、その理由は秘跡の制定がイエスの直接の命令に遡り、そ

れが聖書に書いてあるかどうかであった。ルターが『教界のバビロン捕囚につ

いて マルティン・ルターの序曲』で七つの秘跡の批判を行った時に、武器と

したのがまさに聖書であった。教皇の権威に対して、聖書の権威を全面に押し

出したのである。彼は「聖書のみ」という原則を明確に主張したことになる。 

 これまで聖書を読み、その内容を解釈するのは司祭の仕事であり、その正し

い解釈、つまり聖書の正しい読み方を決定するのは教皇ただ一人の務めであっ

たが、それを各人が行うことが聖書翻訳の普及によってだけでなく、宗教的に

も可能になったというのがルターの主張だろう。ルターはそれを「全信徒の祭

司性（万人祭司）」という言い方で主張した。 

 人間が救われ、天国に行くためにはどのような可能性があるのかを真剣に問

い続けていたルターは､この問題についても人々に明確に示そうと試みた。キリ

スト教の救いとは「義とされる」ということである。しかし「義」とは説明の

難しい考え方だ。「義人」というと道徳的に正しい人間を考えるかもしれないが、

ここでは神との関係が正しい（義しい）人をさしている。もし道徳的に正しい

人が救われて天国に行けるとするならば、ルターによれば、普通の人間には至
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難の業となる。義とは神との関係の正しさのことであり、罪とはこの正しい関

係の破壊のことであると言えば、話は少し違ってくる。神の教えに反したり、

神の存在や恩寵を否定したり､拒否することは罪である。関係が破壊されている

からだ。人間が罪人であるのは、自らこの関係を破壊したからである。その結

果、不道徳な行動が生じるかもしれない。しかし不道徳な行為自体が罪なので

はない。ただ、この罪の状態では天国に行けないのだから、神との壊れてしま

った関係を修復しなければならない。これが救いなのである。つまり正しい関

係の修復が義となることであり、救いである。 

 人間同士の関係で考えるならば、関係を破壊した側が修復の努力をするのが

一般的である。しかしルターは戒律の厳しい修道院でさまざまな修行をし、ま

た贖宥状の販売に群がる人々を見て、人間の側の努力によって正しい関係を回

復することや、自分は義とされたという確信を持つことは不可能だと考えた。

自分で自分に保証を与えることはできないからである。 

 ルターが聖書に発見した事実は、神は義を持つだけではなく、それを与える

ことが可能だということであった。神は自らを信じる者を義とするというので

ある。義人とは、自らの努力で道徳的善良さを手にした人、あるいはさまざま

な修行や業によって宗教的徳を手に入れた人ではなく、神によって義とされた

人を指すというのが、彼が聖書を読み、そこから引き出した結論であった。義

は人間の努力の末に得られるものではなく、神が自らの資源として分かち与え

ることができるものだというのがルターの発見であった。 

 では、それは具体的にはどのように可能になるのであろうか。『キリスト者の

自由』でルターは次のような説明を試みている。 

 神の義を人間が受け取るために、この世に来たのがキリストとしてのイエス

である。キリストとしてのイエスは神の子であるから、まさに義を持った存在

だ。このキリストは、私たちの罪や過ちと自身の義を「交換した」。これこそル

ターが聖書から読み取ったことである。罪や過ちのないイエスが私たちの罪や

過ちを引き取り、その代わりに義を与える。イエスは引き取った罪や過ちを神

の前で精算するために、実際には過ちはないのに、人間に代わって犠牲の、ま

さに贖罪の死を遂げたのである。それがイエスの十字架刑であった。これが「義

認」である。そして、この交換によってキリストは信仰を持つ者たちのうちに

とどまり、キリスト者が善い行いをするようにしてくださる。それゆえにキリ

スト者とは、自分のものではない義によって、義とされた者たちである。 

 ルターはこの発見を、「キリストの義と人間の罪が交換される」という、いわ

ば神秘主義的な表現によって説明した。しかし、この時の彼の具体的な戦いの

文脈で言えば、人間は今日の教会が命じるような努力や修行、業によっても、

もちろん贖宥状を買うことによっても救われるはずもなく、人間が義とされる

のはただこの事実を信じる信仰によるのだということになる。 

 ルターはこのような考えを聖書から、とくにパウロの考え、そして 5 世紀に

なって、人間の救済のためには神の恩寵よりも自己努力が必要であることを強

調したペラギウス（354～420）と議論を戦わせたアウグスティヌスの立場をよ

り厳密化することによって説明しようとした。それを「信仰義認」と呼ぶ。そ

のため、救いは人間にとってまったく受動的な行為となった。あたかも人間が
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救われるためには人間は何もしないかのようだ（日本の浄土真宗における「他

力本願」の考えとルターの「信仰義認」は似ているとも言われる）。実際、ルタ

ーは、神が人間を救うという行為を人間はただ受け取るのであり、神がなすこ

とを信頼するのが信仰だと考えたのである。それゆえ救われるためには人間の

側の努力ではなく、「信仰のみ」が必要となるのだ。 

 この「聖書のみ」「全信徒の祭司性」そして「信仰のみ」を宗教改革三大原理

と呼ぶことがある。 

 ついに 1521年 1月 3日付でルターは破門となった。この破門は今日にいたる

まで解かれていない。破門となったルターの身柄とその処罰については神聖ロ

ーマ皇帝の手に委ねられたが、年老いた皇帝マクシミリアン 1 世は大きな関心

を持たず、しばらくは放置されたままであった。マクシミリアン 1 世の死後、

1519年に神聖ローマ皇帝となったカール 5世は、1521年にヴォルムスで開催さ

れた帝国議会にルターを召喚した。カール 5 世は判決文を読み上げ、破門とな

ったルターを異端と宣言した。それによってルターは帝国内での一切の保護を

失った。帰路にルターは襲撃を受け、命を狙われた。その難を逃れ、ルターは

ヴァルトヴルク城に逃げ込み、1522 年 1 月まで身分を隠してそこに滞在してい

た。 

 カール 5 世は、帝国内の宗教の混乱を放置するつもりはなかったが、それよ

りも大きな対外問題をかかえていた。東方で急速な拡大を続けるオスマン帝国

が 1526年にハンガリー王国に勝利し、国境に迫る勢いを見せていた。そのため

カール 5 世は国内勢力の結集のために、ルターを擁護する諸侯に対して強く出

られなかったのであろう。 

 ルターは破門され、いわば市民権剥奪の状態にあったが、帝国内の反ローマ

主義的な傾向を明らかにしていた諸侯たちに守られ、自らの思想の普及に努め

た。 

 ルターの教会制度批判が本気だと人々が確信したのはおそらく彼が結婚した

時であろう。ルターが結婚した 1525年にシュヴァーベンの農民たちが、牧師選

任の自由、農奴制や十分の一税の廃止、賦役・地代・租税の軽減、共有地の開

放などを要求して立ち上がった。彼らは自らの主張がキリスト教的なものであ

ることを錦の御旗にしていた。彼らはルターの勇気に刺激されたのである。つ

まり目には見えないルターの信仰の勇気が、具体的なかたちに、人々の行動に

なった。しかし、ルターはそれを戒めた。それが 1525年に書かれた『シュヴァ

ーベン農民の 12か条に対して平和を勧告する』だ。なによりも宗教や神の名の

もとで戦ってはならないと主張した。そして問題は各領邦を支配する領主たち

の側にもあり、公平な話し合いと仲介が必要だとも伝えている。だが、農民の

指導者たちにとっては納得のいかない話だった。彼らはルターのお墨付きがほ

しかったからだ。農民たちはルターの忠告を無視して戦い続け、暴力は収拾が

つかないほどであった。いわゆるドイツ農民戦争である。ルターは､領主たちに

は、農民の暴動を沈静化させるために、妥協せずに、徹底的に戦うように勧め

ている。それが『盗み殺す農民暴徒に対して』という悪名高い文書である。結

果としては多くの農民が戦いで命を落とした。このこともあって南ドイツでは

ルターの改革は､それほど浸透しなかったと言われている。 
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 1530 年になってようやく皇帝カール 5 世が、この問題の解決を図ろうと努力

をはじめた。カール 5 世の立場ははっきりしている。カトリックとプロテスタ

ントの対立ではなく、帝国内のただ一つの宗教であるカトリックにいくつもの

立場があることが問題であり、この年のアウクスブルクでの帝国議会でそれぞ

れの考え、立場、言い分をまずは提示するように求めた。それに基づいて和解、

あるいは妥協の可能性を考えたのであろう。異端と宣告され、帝国通行許可を

得られないルターはこの時アウクスブルクに行くことができなかった。 

 ルターの立場をまとめた文書は皇帝の前でザクセンの宰相によって朗読され

た。「アウクスブルク信仰告白」である。それ以後ルターの運動は公式には「ア

ウクスブルク信仰告白派」あるいは「アウクスブルク信仰告白を信奉する者た

ち」とよばれるようになる。ルターは 1546年に亡くなった。 

 

第４章 宗教改革の終わり？ 
 

 「アウクスブルク信仰告白」を信奉する者たちと「皇帝の古い（もとからあ

るという意味）宗教」を守ろうとする者たちの政治上の争いは､神学的争いに増

して激化した。神聖ローマ帝国内部の宗教的な対立に何らかの解決をもたらそ

うとする試みがはじまった。1555 年アウクスブルクの帝国議会は、宗派間の争

いの解決を議題の一つとして開催された。皇帝カール 5 世はヴォルムスの帝国

議会でルターを尋問して以来、宗派争いの解決は容易ではないと考え、その調

停にあまり熱心ではなかった。そのためこの帝国議会は、彼の弟でボヘミア王、

ハンガリー王であり､1531 年にはドイツ王となっていたフェルディナントが招

集者になっている。さらにカトリックにとっても、調停が実現して､帝国がアウ

クスブルク信仰告白派を容認してしまえば､教会の権威の相対化、あるいは二分

化の容認につながるので､非協力的であった。それにもかかわらず、この帝国議

会は宗派対立の解決のため、後に「アウクスブルク宗教平和」と呼ばれる決議

をなした。「支配者の宗教が､その領地の宗教になる」ということが決定された。

その決定が実行に移されていれば、神聖ローマ帝国では領邦ごとに宗教がブロ

ック化し､両者は共存できるはずだった。しかし､いくつかの理由から、この決

議によって神聖ローマ帝国の社会システムが大きく変わったとは言えない。こ

の決議には例外条項が多く、たとえばアウクスブルクなどの帝国自由都市は、

この決議の適応外となり、1555年以後もカトリックとプロテスタントが併存し､

対立を続けたままであった。決議には次のように記されている。 

 「自由諸都市、帝国諸都市で、余（皇帝）の古い宗教とアウクスブルク信仰

告白派の宗教との両宗教が信じられ、用いられてきた。それは、これらの諸都

市においては、今後も併存され、保持されねばならない。自由諸都市、帝国諸

都市の市民、その他の居住民は、聖職者と俗人とを問わずに、平和のうちに共

存する。両宗教のどちらも、他方の宗教的な慣習や礼拝様式を廃止させたり、

自らのものを強制してはならない。むしろ両宗教は、この平和に基づいて、相

手に対して、その宗教と信仰、宗教的な慣習、教会規定、礼拝様式、あるいは､

彼らの財産、また両宗教の帝国等族についてすでに規定され、決定されたその

他のあらゆる事柄を、平和のうちに、また友好的に承認し合わなければならな
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い。」 

 宗教はいままで通り領主に決定権があり、教会は支配者である領主の教会な

のであったが、ルター派のグループが、神聖ローマ帝国の宗教であるカトリッ

クのもう一つの宗派として､多元的な状況で併存しうるための努力を開始した。

その点では 1517年にはじまった宗教改革と呼ばれる出来事は、神聖ローマ帝国

の宗教システムに、新しい動きがはじまったとも言える。神聖ローマ帝国はも

はや帝国として一つの宗教を持っているのではなく、各領邦ごとに宗教を決定

できるようになった。しかし、これは私たちが今日考えているような信教の自

由や､教会と国家の分離などの考え方とはほど遠いものだ。宗教の問題は依然と

して領主の問題として取り扱われ、一つの政治的単位の支配者が宗教を決定し、

宗教が政治と表裏一体であることに変わりはなかったのである。 

 アウクスブルク宗教平和が、新しい宗派を法的に容認したことは、ルターの

意図が失敗に終わり、政治的には帝国内の宗教問題に妥協と共存の道筋をつけ

たことになる。しかし、これは終わりではなく、はじまりだった。第一にルタ

ーの提起した宗教的な諸問題については何らかの解決や明白な決着がついたわ

けではない。1555 年の決定によって、ルターの問題提起と解決の道筋を容認す

る地域とそうでない地域で明確な線引きがなされた。それにより結果的に宗教

的な内容の違いが、政治的支配領域の区分線によって守られるようになった。 

 第二にルターの勇気ある行動は、これまでバチカンには逆らえず、おとなし

く従っていた人々に教皇への抵抗や教会制度の具体的な改革が可能であること

を改めて認識させた。キリスト教内ではこれまでも具体的な改革が試みられて

いたのだが、それらはいずれも協会内の改革であった。ところが、この時、新

しい宗派が帝国議会で事実上承認されることになった。逆にこれに懲りたカト

リックの側では、対抗宗教改革とでもいうような宗派としての結束や一致に重

点が置かれるようになり、ますます堅固なヒエラルキーに守られた教会へと強

化されることになった。1543年から 63年まで開催されたトリエント公会議はそ

のためのものである。 

 第三に、バチカンという総本山と教皇といういわば宗教内容の判断基準を失

ったプロテスタントは、宗教制度としては無政府状態に置かれることになった

という点である。これまであらゆる判断をなしてきた教皇とその取り巻きを失

ったプロテスタントは、自らの宗教としての正しさと教えの権威を何によって

保障できたのであろうか。それは聖書であった。ルターが教えたように、プロ

テスタントは教皇ではなく、聖書が基準となる宗教となった。ただ、問題はそ

の先にあった。ルターは､すべてのキリスト者は司祭として、みな聖書を読み、

解釈してよいと主張したので、当然のことながら聖書の解釈が異なる場合があ

り、何かについて聖書に答えを求めても、むしろ解釈が一致することの方がま

れだという状況を生み出した。解釈の無政府状態が生まれたのである。そのた

めプロテスタントは、聖書の解釈で分裂する宗派となった。プロテスタントに

は正統もないが異端もない。自らの聖書の解釈が常に正統である以上、教会や

宗派で異なった解釈をしても異端と呼ばれることはない。自ら別の教会や宗派

を作り、正統性を主張すればいいのだ。 

 ルターと同時代のスイスの改革はよく知られている。それは今日では改革派
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あるいはカルヴィニズムと呼ばれる。チューリヒのフルドライヒ・ツヴィング

リとシュトラスブルクのマルティン・ブツァーが改革派と呼ばれる立場のはじ

まりである。そしてその改革運動は、ジャン・カルヴァン（1509～64）によっ

てさらに明確な立場を取るようになり、大きな影響力を持つことになった。 

 聖餐の解釈をめぐっては、カトリックとプロテスタントでも論争になってい

たが、スイスの改革者たちは、より厳密な解釈を要求し、ルターやその支持者

たちと論争になった。彼らは聖餐に残る魔術的な要素、たとえば聖餐において

パンとぶどう酒に変化を生じさせるような呪文、パンとぶどう酒の中に復活し

たキリストが何らかの神秘的な仕方で宿っているといった解釈を否定し、この

儀式を徹底的に象徴的に解釈しようとした。つまりこの儀式でキリストの十字

架の犠牲を想起し、ここにキリストが現臨しているしるしとして聖餐を理解し

たのである。 

 ルター主義者たちと改革派の人々との違いは神学の内容、礼拝についての考

えだけに見出されるわけではない。はっきりしていることは、ルターが伝統的

な宗教としてのカトリックの改革を内部にとどまって続けようとし、またその

後のルターの支持者たちも社会での教会システムの大きな変化を想定していな

かったのに対して、スイスの改革派勢力は、古い宗教的な伝統の人々とより徹

底的な態度で決別したということであろう。 

 また改革にともなってなされた､教会と社会の関係についてもルターたちと

スイスの改革主義者たちの間では考え方が異なっていた。ルター派は政治と教

会との関係について、教会と国家の世界における役割を分けて捉える「二王国

説的な立場」に立っていた。それは神による二つの世界統治を想定し、国家の

世俗政治にも神の支配が働くことを明言する考えであり、世俗的なものの相対

的な自立性を認めていた。つまり、教会と王は、それぞれに神から与えられた

この世の政治的領域の統治と精神的領域の統治を行うのだ。そして、それぞれ

は相対的な自立性を持っており、世俗の権力も神によって制定され、神から与

えられ、神に用いられるものなのである。 

 しかし、スイスの改革派のイメージした政治システムは「キリストの王的支

配」という考え方であり、二王国説のような二つの支配領域ではなく、世界は

キリストの王的支配によって、政治的行政機構も､福音の伝播とキリストによっ

て制定された律法に対して義務を負っているというものであった。 

 カルヴァンの死後、1566 年頃にはスイス国内ではツヴィングリとカルヴァン

の勢力はほぼ同じ宗派とみなされるようになった。その後に勢力を広げ、ヨー

ロッパ各地、今日大陸で改革派あるいはカルヴィニズムと呼ばれる勢力の原型

が形成された。 

 この勢力はルターの勢力と教えや礼拝についての考え方で最終的な一致を得

られなかったため、ドイツ国内で勢力を伸ばすことはなかった。しかし、東欧

やオランダなどでは影響力を拡大し、フランスではユグノーと呼ばれるように

なり、またスコットランドでは国教となっている。スコットランドでカルヴァ

ンの影響を受けた人々は長老派と呼ばれるようになった。 

 イングランドの改革は大陸とは異なっていた。1543 年、ヘンリー8 世（1491

～1547）の時代にイングランドのカトリックは、国王至上法により英国教会を
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設立し、バチカンから離脱した。その後にアングリカンと呼ばれるようになっ

た。アングリカンは、バチカンと断絶したことによってその宗教性を従来のカ

トリックのままに再構成するのか、プロテスタントの側に近づくのか、宗教団

体内部で二つの立場が対立した。この多様な立場を含むアングリカンはイング

ランドの政治制度とともに成長し、世俗の王としての英国王を首長とする、い

わば国営宗教として今日にいたるまで、その制度の微調整を続けながら存在し

ている。今日でもアングリカンの主教たちは英国の上院にあたる貴族院の議院

であるし、英国首相は主教任命に参与する権利を持つ。いずれにしても、イン

グランドの改革運動も王室主導の宗教の改革という点では大陸の改革と同じ構

造を持っていた。 

 16世紀から 17世紀にかけて、プロテスタントの影響のもとにアングリカンの

改革や制度批判を行ったグループは､ピューリタンと呼ばれるようになった。イ

ングランドの宗教改革では、当初は一つの政治的支配領域に建てられた教会の

聖職者に､カトリックの勢力が就任するか､それとも宗教改革の考えを受け入れ

たピューリタンの牧師が就任するかの戦いがあった。 

 その後、ピューリタンの教会の一部はそれに飽き足らず、一つの政治的支配

領域に複数の教会が自由に建設され､競争し、自由に選ばれることを願うように

なっていく。領主や国家による教会の独占的支配に不服な人々は独立し、国の

教会制度から分離するようになった。バプテスト派などはその例であり、同じ

ピューリタンであっても長老派と対立していた。 

 

第５章 改革の改革へ 
 

 プロテスタントはさまざまな改革の運動を含むようになり、宗教改革と呼ば

れた運動の不徹底を批判し、「改革の改革」を主張する人々や教会が登場した。 

 初期の改革者であるルター、ツヴィングリ、そしてカルヴァンたちの改革は

一つの政治的領域を支配する宮廷や支配者による改革であり、一つの政治的支

配領域には一つの宗教という原則を前提としていた。それに対して、宗教改革

の徹底を主張した改革者たちは、そのような既存の政治システムと結びついた

改革者たちの姿勢を批判した。 

 改革の改革を主張した人々の初期の形態はさまざまである。大陸とイングラ

ンドの両方に生まれた「洗礼主義」の運動、人文主義者たちの影響を受けた哲

学的、個人主義的な神学の運動、そしてスピリチュアリスムスなどと呼ばれる

急進的な宗教勢力がそれにあたる。 

 今日ではバプテストと呼ばれるようになったプロテスタントの宗派が 17世紀

初頭のイングランドに誕生した。彼らはアングリカンの改革を試みたピューリ

タンだが、内部に留まって改革を続けた長老派などと異なり、分離を主張した。 

 彼らの主張の特徴は二つある。一つは教会を領主の所有物ではなく、自発的

な結社として理解したことである。バプテストのみならず他の洗礼主義の運動

も､個々人が主体的に信じる自由、具体的には宗教（あるいは教会）を自由に設

立し、その信者となる権利を要求した。自由に教会を作る権利などという考え

は、社会の統一だけでなく、教会の一致をも破壊する恐ろしい考え方だとされ、
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そのような洗礼主義の立場は政治的な支配者だけでなく、宗教改革者たちから

も批判され､排除されることになった。 

 もう一つの重要な主張は、幼児洗礼の否定で、自覚的な成人の洗礼だけが正

しい洗礼だと考えるゆえに「洗礼主義」と呼ばれる。領主の側では生まれてす

ぐに洗礼を授け、宗教の一致が保たれることは望ましいことだった。大陸の洗

礼主義者たちは、一度受けた幼児の洗礼は無効だと主張して､改めて成人してか

ら洗礼を受け直したので、再び洗礼を受けることを主張する者たちという意味

で「再洗礼派（アナバプテスト）」呼ばれることもある。 

 スイス、南ドイツ、あるいはオランダやライン川の河口地域に大陸の洗礼主

義は誕生し､急速に広まった。トーマス・ミュンツァーなどの宗教的指導者のも

とにさまざまなグループを形成した。彼らは自ら良心に従って教会を建設し、

自立した、いわば官立でないプライベートな教会を建設し､その信徒となった。

領主の支配から自立した､自発的な結社として社会に登場し、この世の法に従わ

ず､教会の法に従って活動した。当然のことながら､その行動は人々からは理解

されず､排除され、特殊な集団とみなされた。 

 ヤコブ・フッターによって設立された「兄弟の宮廷」はウクライナに追放さ

れた。オランダに生まれた司祭メノ・シモンズが 1530年代に設立した洗礼主義

のグループはオランダに広がり、プロイセンやポーランドにも信者が多く、後

にメノナイトと呼ばれるようになった。アルザスのメノ派の指導者ヤコブ・ア

マンはより厳しい宗教的訓練を主張し、メノ派から独立してアーミッシュと呼

ばれるグループが誕生した。彼らは 18世紀にひどい迫害を受けた後、北アメリ

カとりわけペンシルベニアに移住した。 

 宗教改革は二つの異なったプロテスタンティズムを生み出した。一つは 1555

年の決定に従い、一つの政治の支配単位には一つの宗教という政治的支配者主

導の改革の伝統を受け継ぎ､国営の教会あるいは国家と一体となったプロテス

タンティズムである。もう一つはそのような宗教改革の教会の伝統から追われ､

国家との関係を回避し､自由な教会を自発的結社として作り上げたプロテスタ

ンティズムである。 

 新プロテスタンティズムの教会は、いわば国営教会に市場が独占されていた

状況に民間団体として挑戦したようなものだ。彼らは政治的圧力に対しては、

中世後期から発展したさまざまな政治的意識であるデモクラシー、人権、抵抗

権などを受け入れ、それを味方につけ、その担い手となり､このような政治的価

値を使って既存の教会や政府と戦いはじめた。洗礼主義がデモクラシーや人権

を生み出したのではない。アイロニックなことに、キリスト者の自由を求めて

立ち上がった改革者たちから迫害される中で､自らの信じる自由のための戦い

を通じて、彼らがそれらの政治的価値のもっとも忠実な担い手になったのであ

る。 

 古プロテスタンティズムの考える破門は 16世紀の大陸の宗教改革者ジャン・

カルヴァンの考えを見れば一目瞭然である。カルヴァンは、同じ改革者ツヴィ

ングリが教会戒規の問題を世俗の官憲の手に委ねるべきだと考えていたのに対

して、教会の司法権を教会の長老職と結びつけることでジュネーブ市の当局者

から自立させようとした。しかし「ジュネーブ教会規定」が書き直された 1541
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年のジュネーブでは､教会から除名（＝破門）された者は「市当局の前に召喚さ

れて､悔い改めることのない者として 1 年間市から追放される」ことになった。

古プロテスタンティズムでは除名あるいは破門は､教会からの追放であると同

時に一つの政治的支配領域からの追放であった。 

 ところが洗礼主義の場合はそうではない。1611 年に出された「オランダのア

ムステルダムに寄留するイギリス人の信仰告白」にはバプテスト派の教会論の

特徴がよく示されている。この戒規条項では「教会から警告を受けて後に、な

お悔い改めない兄弟は､聖徒の交わりから除名される」とされている。ここでの

「除名」は自発的結社としての信者の共同体からの除名、有資格者の剥奪「の

み」が意味されている。それゆえに第 18項ではあえて「市民生活の面において

除名者を拒んではならない」と述べられている。もはや市民あるいは国民であ

ることと、教会の構成員であることとの間には必然的な結びつきはなく、教会

と国家との分離が前提とされている。 

 

第６章 保守主義としてのプロテスタンティズム 
 

 ドイツのプロテスタンティズムが国家のグランドデザインと深く関わるよう

になったのは、プロテスタント国家を自認していたプロイセン主導によるドイ

ツ統一の時であった。 

 1871 年に中欧の大国ドイツが悲願の統一を果たした際、新しく生まれた帝国

は､統一国家としてのグランドデザインをルター派の神学者たちに期待し、彼ら

もまたそれに応えた。国民国家ドイツは、ナショナル・アイデンティティを必

要としていた。1871 年、プロイセン主導の統一に際し、カトリックであるオー

ストリアを排除した時点で、ドイツ語という共通言語によるナショナル・アイ

デンティティの形成はすでに意味を持たなくなっていた。さらには普仏戦争

（1870～71 年）の勝利の後に成立した帝国の道徳的正統性を説明するためにル

ター派の神学者は次のようなプログラムを提示したのであった。すなわち「ド

イツ的なもの」の淵源は、16 世紀にカトリックに対して戦い、近代的な自由の

基礎を作り上げたマルティン・ルターとその宗教改革に遡る。さらにヴィルヘ

ルム期ドイツで皇帝の正枢密院顧問官であったハルナックは「17 世紀のピュー

リタン革命より、18 世紀のフランス革命よりも早く近代的な自由を主張したル

ターの宗教改革」という近代史の見方も提供した。 

 ドイツ統一前後に活躍し、政治的にも神学的にも保守の立場にあったケーラ

ーが 1872年にまとめた『われわれの力の源泉はどこにあるのか』という書物で、

彼は「敬虔なキリスト者としてドイツ皇帝に忠誠を誓うこと」、またプロイセン

以後の国家形成に神学的な正当性が与えられるべきこと、さらには 1789年以後、

ドイツのルター派内部にも浸透してきたフランス革命の理念は完全に払拭され

「われらの心の中にあるパリ」と呼ばれる道徳的な退廃からドイツを救い出す

べきことを強調している。つまりデモクラシー、啓蒙主義、人間中心主義、唯

物論、資本主義、無神論、そして共和制の理念などとも道徳的・政治的に戦う

べきだと主張されている。ドイツのルター派は 1914年にはじまった第一次世界

大戦でも戦争推進派であり、戦意高揚のためのさまざまな努力を続けた。 
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 しかし 1918年にドイツは敗戦を迎え、革命を経て共和制へと移行する。ドイ

ツ統一にあたって大きな役割を果たしたルター派であったが、ヴァイマールの

共和制の中では不遇の時代を迎えた。敗戦と革命によって皇帝と帝国内の各王

家がオランダに亡命したことによって､ルター派が伝統的に行ってきた王と教

会との関係を軸とする政治的な体制が､王を失い共和制に移行するという現実

の前に瓦解したからである。彼らと敵対関係にあったカトリック中央党と社会

民主主義勢力が政治を支配するようになった。だからこそルター派はその後で

アドルフ・ヒトラー率いる国家社会主義が台頭した際、諸手を挙げてこの新し

い指導者を歓迎したとまでは言わないが、それほど違和感を持たずに新しいタ

イプの「上に立つ権威」として受け入れたのであろう。 

 共産党や中央党に批判的なプロバガンダを繰り返すナチズムに親近感を感じ

たのであろう。ルター派の曖昧なナチス観とプロテスタンティズムが持つナシ

ョナリズムや保守性を利用したいだけのヒトラーとの利害関係に基づいた初期

の蜜月時代、プロテスタンティズムは大いに利用された。プロテスタント諸教

会はナチスの命令のもと一つにまとめられ、政府からの命令は帝国議会総監督

のもとに届けられ、そこから各教会に伝達されるようになった。 

 1933 年フランクフルト市の中心部、かつて皇帝の戴冠式が行われた広場で 2

万 5000冊を超える書物が燃やされた。この運動は、宗教的な様相を呈していた。

ルターの「95 か条の提題」を意識した「12 か条の提題」を発表し、「非ドイツ

的」なもの、「ユダヤ的知性における智識の偏重」、そしてマルクス主義の誤り

を指摘し、それらを排除する宣言がなされ、「非ドイツ的」な書物を燃やした。

ルターの賛美歌「神はわがやぐら」が詠われ、最後には「火の誓い」という賛

美歌が歌われ、大学牧師祝禱によって儀式は終わった。 

 その他、チューリンゲンの牧師は「ドイツ的キリスト者」という運動を始め、

「キリストの教会の歴史を真実の闇が支配していた。しかし、ヒトラーは一切

の曇りのない窓である。われわれはこの窓をとおしてキリストの教会の光を見

るのだ。ヒトラーという窓から真の救い主を見るのである」と述べた。 

 敗戦後に誕生したボン共和国（西ドイツ）は、国家社会主義時代への反省の

もとに成立したが、かつてのようなルター派と国家の関係は今日にいたるまで

形を変えて続いている。 

 ボン基本法の 7 条には、「宗教教育は､公立学校においては、非宗教的学校を

除き、正規の教科目とする。宗教教育は､宗教団体の教義に従って行うが、国の

監督権を妨げてはならない。いかなる教員もその意志に反して宗教教育を行う

義務を負わされてはならない」。つまり公立学校で「宗教団体の教義に従って行

う」宗教教育がなされている。また、140 条では、「公法人の宗教団体は、住民

税台帳に基づき、ラント法の規定に従って、税を徴収する権能が与えられる」

とし、税務署に教会税と呼ばれる教会への献金を代理徴収してもらえるのであ

る。もちろんボン共和国以後のドイツに国の教会はない。信教の自由は認めら

れている。しかし伝統的な二つの宗教であるカトリックとプロテスタントがあ

る種の特権を持っていることは明らかである。 

 今日、ドイツ全体のプロテスタント教会をまとめている全国組織である「ド

イツ福音主義教会（ＥＫＤ）」は 20 の領邦教会によって形成されている。領邦
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教会とはもともとアウクスブルク宗教平和以後の原則によって誕生した各領邦

の教会であり、現在の州制度とは重ならず古い政治的・宗教的区分を残してい

る。 

 再統一後は、信者の減少が顕著で 1980年代後半から毎年一万人規模で信者を

減らしてきた。ところが 2010年代半ば頃より、離脱傾向が緩やかになって、都

市部の教会で人数を増やしている現象が起こりはじめている。おそらく増加の

原因は、東欧の共産圏の民主化、ＥＵの成立、移民問題など急激なグローバル

化が 1980年代以降に起こったことへのリアクションであろう。 

 ドイツ社会が持つ潜在的宗教性を知るための手がかりはドイツ独特の大統領

制であろう。実際に政府を動かす首相とは別に大統領がいて、大統領には明ら

かにある種の宗教性が求められている。戦後 40年の年に「荒野の四〇年」とい

う講演を行ったドイツ連邦共和国第六代大統領のヴァイツゼッカーの名はよく

知られている。1985 年の連邦議会の演説で「過去に目を閉ざす者は、現在に対

してもやはり盲目となる」と述べた。また、第十一代大統領ガウクはルター派

の牧師で、ルター派の伝統に裏付けられた宗教性を感じることができる。 

 戦後のドイツは､ナチス時代の反省から多元化社会を容認し､積極的にその方

向へと社会システムを再構築し、多くの移民を受け入れてきた。国家と共にあ

る宗教としてのプロテスタントは、ここでも国家のグランドデザインに従った

のである。 

 2016 年にドイツ社会が難民問題で揺れ動き、極右勢力の排他的で不寛容な政

策が力を持つかに思えたときに、ルター派の牧師の娘として生まれた、キリス

ト教民主同盟のアンゲラ・メルケルドイツ連邦共和国第八代首相が、その動き

を強く否定した。首相は、プロテスタントであることの意味を、他者を排除す

るような宗派性に見るのではなく、宗派同士の終わりのない政治的戦いの中で

養ってきた、異なった宗派の共存のシステムを築こうとする努力に見出そうと

しているのだ。これも国家とルター派の伝統的な関係が生み出した戦後の姿で

あるが、今日のドイツ社会の保守思想としてのプロテスタンティズムはこのよ

うな自己意識のもとに、排他的なナショナリズムや多様性を許さない社会に対

して「否」を言っているのではないだろうか。 

 

第７章 リベラリズムとしてのプロテスタンティズム 
 

 新プロテスタンティズムは、一つの政治的領域の支配者による改革の限界を

感じ、教会を作る自由を主張し､信じる自由を徹底しようとしたがゆえに、古プ

ロテスタンティズムから追い出され、迫害された勢力である。彼らの戦いは､イ

ギリスやアメリカなどのアングロサクソン世界の社会の形成に大きな影響力を

持つようになった。イングランドのピューリタンたちのアメリカへの移住は､最

終的には国営の教会に独占されていた宗教市場を自由化あるいは民営化しよう

とした。 

 新プロテスタンティズムは自らの宗教の伝統や従来の考えを破壊しているの

で､リベラルだということになる。また、国家による宗教の統制に対し、個人の

自由な判断や決定を重んじるのでリベラルということにもなる。彼らは新大陸
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アメリカで､社会の形成やグランドデザインと深く関わることになった。それゆ

えアメリカではリベラリズムとしてのプロテスタンティズムが主流派になった。

つまり、リベラリズムが社会の伝統的勢力とも言いうる。 

 ピューリタンには長老派、会衆派、バプテストやクェーカーまでさまざまな

グループがある。それぞれの宗教的な伝統をアメリカに持ち込んだが、そこで

最終的に構築されたプロテスタントの特徴とは、国家や政治的支配者に依存し

ない教会の設立という新プロテスタンティズムの伝統にあった。 

 1620年、メイフラワー号に乗ってハドソン川を目指していたピューリタン 102

名は、船上で新しい約束の地での生活について協議を行い、「メイフラワー誓約」

を作成した。そこには公正と平等とが重んじられること、法に基づいて理想社

会を建設する精神が重視されること、人々はイングランドでの身分でなく､同じ

目的を持った個人として､互いに尊重され､共同体を形成すべきことが記されて

おり、神の名のもとでなされる社会契約という形式をとっていた。 

 しかし彼らは、教会が乱立し､人々がみな自分たちの真理を主張し､権威や正

統性に疑いを持つようになったら社会は混乱してしまうという不安を持ってい

た。それゆえに、意外にも最初のピューリタンの植民地諸州には彼らが建てた

公認教会があり、本国の国教会と同じ機能を果たしていた。例えば洗礼主義の

人々はアメリカでも迫害され、無許可の説教が禁止される州もあった。ニュー

イングランドではクェーカーが 4人処刑された。 

 政治的な合理主義者たちもまた、アメリカで主流派意識を持つようになった

長老派や会衆派にとっては厄介者であった。厄介者とはトーマス・ジェファソ

ンやジェームズ・マディソンなどのアメリカの政治的な父たちのことである。

彼らの宗教は､教会制度や伝統的な教義などを嫌悪する理神論と呼ばれる立場

やユニテリアンを支持していたから、植民地諸州で公認教会が設立され､自由に

宗教や教会が選べなくなってしまっていることに疑問を抱いていた。弁護士時

代のマディソンは､無許可で説教したとして逮捕されたバプテストの牧師の弁

護を引き受けている。その中から生まれたのがアメリカの政治と宗教の分離と

いう原則であり、政府による公認教会制度の廃止であった。その戦いの痕跡は､

アメリカ独立後、国営設立を禁止した合衆国憲法修正第一条に刻まれている。

「合衆国議会は、国教を制定する法律もしくは自由な宗教活動を禁止する法律、

または言論・出版の自由もしくは人民が平穏に集会して不満の解消を求めて政

府に誓願する権利を奪う法律を制定してはならない。」としている。 

これには公認教会の側からの反発があり、シェファソンはワシントンの後継

者とみなされていたのに、第二代大統領に就任できなかった。 

 以後、教会は民間の自発的結社であるから､教会への入会資格が重要になる。

あるいは加入の意志が問われる。入会や洗礼の際の信仰と人格についての資格

審査は厳しくなり、教会は選ばれた聖なる集団として、自立していると同時に、

自己批判を持ち、訓練をほどこし、切磋琢磨しながら神の国を待ち望む歴史の

旅を続ける集団となる。人々は自分の社会の中でのステイタスを証明するため

に、よりよい団体の一員であろうとする。ヴェーバーが「名の通った教団に所

属しているということは、その個人の名声を保証する。たんに社会的名声のみ

でなく、なによりもまず事業上の名声をも」と言っている。このような社会の
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構造設計を行ったのは明らかに新プロテスタンティズムの伝統なのである。ま

た、アメリカの宗教の市場は、民営化と自由化の中で、伝道と呼ばれる競争を

続けている。町のメインストリートにいくつもの宗教の教会があって、人々は

宗教心を満たし訓練してくれる礼拝と牧師を求めて、教会を選び､移動する。そ

れがアメリカの作法である。 

 そのためバプテストやメソジストなどの庶民的な教会に属する人が中間管理

職になると会衆派や長老派に移る。役員になるとアングリカンになるというの

である。 

 通俗的な二重予定論の解釈がローマ主義者を批判する武器になった。「人間は

生まれる前に天国に行くか、地獄に行くか、あるいは救いか、滅びかは、あら

かじめ、神によってすでに定められている」ならば、既存の教会制度の出番が

なくなる。 

 ピューリタンが持っていた「契約神学」という考えによって、二重予定論は

さらに通俗化する。契約神学とはキリスト教信仰の核心を神と人間との約束に

見る考えで、キリスト教の聖書には旧約聖書と新約聖書があるのもそのことと

関係している。旧約と新約の「約」は約束の「約」なのである。神と人間は何

を契約したのか。それは救いである。この契約の最初の意味は､神が人間に対し

てその無限の愛ゆえに結んだ契約のことで、神が一方的に人間に対して救いを

約束したのである。この契約の考え方は次第に神と人間の相互契約となり、神

は人間に救いを約束し､人間は神に従うことを約束するということになる。そし

て、この考えが予定論的な思考と結びつくと、神は人間に救いの約束を与えた

ということは､その人には祝福に満ちた人生が与えられ、約束のない人にはその

ような人生がないという考えになった。マックス・ヴェーバーが指摘したのは、

さらにこの先で起こった二重予定の考えの反転だ。神が救いへと予定に定めた

者は天国に行けるだけではなく、この世でも祝福に満ちた人生を送れるという

考えを超えて、逆にこの世で成功している者こそが天国に行ける者であり、そ

れが、神が救いを予定したことの証明だという考え方である。アメリカの自由

な競争という市場の考えと結びついて、一代での成功物語こそがアメリカでの

美談になる。この社会には国家教会や社会の正統などないのだから、市場で成

功し､勝利した者こそが正義であり、真理であり、正統になる。これがアメリカ

的なイデオロギーに宗教が与えた影響であろう。 

 またアメリカの企業では､アカウンタビリティという言葉がしばしば用いら

れる。日本では説明責任と訳されるが、企業や学校は常に自らの業務について

説明責任性が求められる。この原則は、説明できないことはしないという行動

の基準や倫理性を生み出す。これもまた新プロテスタンティズム的なセンスで

あろう。 

 アメリカの公共宗教研究所の 2014年の調査によれば、所属する宗教ではキリ

スト教が 78.2％であった。そのうちプロテスタント（諸教派）が大体 60％、カ

トリックが 25％、ギリシャ正教徒が 0.8％である。神をまったく信じないとい

う人々は 8％で、どの宗教団体にも属さない人が 14％いる。ユダヤ教徒イスラ

ムはそれぞれ 2％程度である。 

 このプロテスタントの中で、伝統から自由になり､より個人的な立場をとるプ
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ロテスタントが約 3分の１だ。聖書に書かれていることに忠実で､宗教的伝統に

厳格な態度を取る福音派の人々が約３分の２である。 

 ペンテコステ運動の起源は、1900 年頃のメソジスト派の黒人信徒説教者であ

ったウィリアム・ジョセフ・シーモア（1870～1922）に遡ると言われる。だが、

実際には彼の師であるチャールズ・フォックス・バーハム（1873～1929）に遡

るのだとも言われている。バーハムは既存の政治システムという国家に対して

は宗教の力で、逆に既存の宗教システムである教会には、制度ではなく、霊的

な実力で勝負しようと考えた。 

 ペンテコステ運動の指導者の一人であったシーモアは黒人であったためにバ

ーハムの説教を礼拝堂の外で聞くことしか許されなかった。彼は人種や階級、

性別、教養といった当時のアメリカ社会の価値を規定していたものを超える力

を聖霊に願い求めるようになった。彼らは黒人霊歌やゴスペルを熱狂的に歌い、

異言を語り、夢を解釈し、恍惚的に踊り、病気を癒すパフォーマンスをする中

で、貧困などに苦しむ人々の支持を得るようになった。 

 アメリカの公立小学校では、次のような宣誓を子どもたちが毎日している。

「私はアメリカ合衆国国旗と、それが象徴する万民のための自由と正義を備え

た､神のもとにある分割すべからざる一国家である共和国に忠誠を誓います」。 

 この神は何であろうか。教会と国家の分離の原則が法的に明らかであり、ま

た国教会のないアメリカ。なぜ公立学校で、政府が発行する貨幣に、そして大

統領の就任演説で「神」が登場するのであろうか。宗教社会学者ロバート・ベ

ラ－とその弟子たちは、そこにいわば「アメリカの意識されざる国教」を見た。

彼らも指摘するとおり、これはキリスト教に限りなく似ているがキリスト教の

神ではない。この神の実体はナショナリズムではないだろうか。社会人類学者

のアーネスト・ゲルナーによれば、それは「政治的な単位と民族的な単位は一

致しなければならないと主張するひとつの政治的原理」のことである。新プロ

テスタンティズムの影響を大きく受けた移民たちの国アメリカ社会の構造設計

では、まさにこの神こそが政治的単位と人々を一つにさせるナショナリズムな

のであり、国を一つにするものなのであろう。これは、国家と一つになった宗

教、あるいは国による特定の宗教の保護や指定を批判して誕生した新プロテス

タンティズムにとってはまったく予想外の現象であろう。この神はまさに「ア

メリカの神」、「アメリカに味方する神」であり、ベラーはこのアメリカの神の

大祭司が大統領なのだと言う。それゆえにアメリカの大統領にはそのような宗

教性が常に求められている。まさにこれは「意識されざる」アメリカの国教で

あり、新プロテスタンティズムの伝統への意識されざるリアクションなのであ

ろう。 

 日本にやってきたプロテスタンティズムの多くは、明らかにアメリカに展開

した「リベラリズムとしてのプロテスタンティズム」の伝統に由来するプロテ

スタンティズムであり、ドイツから直接やってきたわけではない。しかし不思

議なことに、日本のプロテスタンティズムの神学や文化はドイツから大きな影

響を受けている。つまり日本のプロテスタンティズムは宗教団体としての制度

という、いわば身体性においてはアメリカのプロテスタンティズムの形態を受

け継いでいるにもかかわらず、思想という頭脳の部分ではドイツの影響を強く
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受けている。その背景にはおそらく明治以降の近代化の歴史が深く関係してい

る。これもまた新しいプロテスタンティズムの形態なのであろう。 

 しかし不思議なことがある。それは戦後これだけアメリカの影響を強く受け

た日本で、プロテスタンティズムは受け入れられなかったということである。

日本のキリスト教徒は 2016年の時点で約 193万人、国民の 1・5％、プロテスタ

ント人口はその半分ほどであろう。韓国がほぼ同じ時期にアメリカの宣教師に

よってプロテスタンティズムを伝えられ、今日では人口の 30％以上がキリスト

教徒であるのとは対照的である。しかし戦後の日本社会は、新プロテスタンテ

ィズムの深層構造を持ったアメリカ社会の影響を排除して成立する社会ではな

い。アメリカの社会と人々の行動の基準や考え方の深層に横たわる新プロテス

タンティズムの伝統は、アメリカを理解するための鍵であるだけではなく、世

界を読み解き、さらに日本社会の今を理解し、考えるための従来とは違った視

点を提供してくれるかもしれない。 

 

終章 未完のプロジェクトとして 
 

 ルターがはじめた教会のリフォームが、さまざまなリフォームを誘発した。

そして、これからもこの多様な展開は続くであろうし､新種は限りなく生み出さ

れ続けるに違いない。 

 宗教改革からはじまったプロテスタンティズムの歴史の意義と特徴は、自由

のための戦いも、近代世界の成立への貢献も含まれるが、それ以上に重要なも

う一つの特徴は、社会の中で異なった価値や宗教を持つ者たちがどのようにし

て共存していけるのか、という作法を教えてくれることにあるのではないだろ

うか。ルターの出来事からはじまった価値の多元化、異なった宗教の併存状態、

それゆえに起こる対立や紛争の中で、プロテスタンティズムは次の問題を考え

ざるを得なくなったのである。どのようにすれば、異なった宗派や分裂してし

まった宗教が争うことなく共存できるのかという問題と取り組んできたこと、

これこそがプロテスタンティズムの歴史であり、現代社会における貢献なので

はないだろうか。 

 第一次世界大戦の終結後、敗戦国から戦勝国イギリスのオックスフォード大

学に招かれたエルンスト・トレルチが、突然の死によって果たせなかった講演

原稿の結びの言葉は、その意味で大変示唆に富んでいる。それは彼の遺言のよ

うな言葉であるとともに、21 世紀を生きる私たちへの意味深い指針でもあるよ

うに思う。 

 「神的な生は私たちの現世での経験においては一ではなく多なのです。そし

てこの多の中に存在する一を思うことこそが愛の本質なのです」 

 

〈報告者メモ〉 
 

 ルターという人間について注目すべきことは、その「詩的な敬虔さ」とも言

うべき資質である。彼は雷に打たれて、法律を学ぶエリートのルートから外れ、
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修道士の道に進んだとされている。ここには、自然からの声を全身全霊で受け

止める詩的精神を持った､知・情において卓越した資質が伺われる。 

さらに、1517 年に「提題」という形で、すなわち教えを請うという姿勢を示

しつつ「理論闘争」を仕掛けたことが注目される。それは彼独自の戦略だった。

きわめて具体的な贖宥状問題という小さなターゲットに的を絞って鋭く矢を放

ったと言えよう。 

それを受け止めた当時のカトリックの体制については、「教皇至上権」で説明

される特異な権力のあり方が見られる。その歴史的経緯は、カール大帝がロー

マ教皇から塗油されてフランク王として聖別されたことから始まった。カール

大帝のカロリング朝は、メロヴィング朝から権力を簒奪したという批判を避け

るために塗油を受けたのだろう。そのカロリング朝時代については、歴史書（『ド

イツ史 10講』岩波新書）には次のように書かれている。 

「中世史家山田欣吾氏は、私たちが『フランク帝国』と呼ぶ『国家』が、同

時代の人々には『エクレシア（教会）』として理解されていた、という大変意味

深い指摘をされている。『教会』が『国家』を補強しているのではなく、『教会』

がそのまま『国家』なのである。『エクレシア』とはまことに『神の御国』（先

学三浦新七氏の名訳）であった。だからこそアルクインはカールを『全キリス

ト教徒の支配者にして父、国王にして祭司』と呼んだのであった。アルクイン

はカールに招かれてアーヘンを中心に学術を指導し、ラテン古典の保護・継承

（いわゆるカロリング朝ルネサンス）を推進した神学者だが、彼によれば皇帝

の任務は、『聖なるキリストのエクレシアを、神の慈悲に助けられつつ､外に向

かっては武力をもって異教徒の侵入と不信者の破壊から守り、内においては公

教的な信仰を固めることによって安泰ならしめること』であった。」 

その後、フランク帝国はフランスとドイツの地方に分裂し、962年にオットー

1 世の神聖ローマ帝国ができてから 500 年ほどの間には、「カノッサの屈辱」と

いう事件があり、これがヨーロッパの聖俗両権のせめぎ合いという特異な権力

のあり方を示す事例とされている。この事件の背後には叙任権闘争があり、更

なる背後にヨーロッパの封建制があった。その封建制では、世俗の権力者と人々

との関係は双務的な契約関係にあり、「破門」となれば社会的なすべての契約関

係が絶たれることになる。社会は宗教的な共同体でもあり、同じ宗教を信仰し

ていることは共同体の一員として当然の前提でもあった。時の王がカノッサの

雪の中で幾日も破門の解除を願わなければならなかったわけである。 

ヨーロッパ中世の国家や社会の性格を述べるうえで、封建制という用語がし

ばしば用いられてきた。これについては歴史書（『図説フランスの歴史』河出書

房新社）に詳しい。以下のようである。 

「封建制は大きく分けて二つの事象をあらわすものとして理解されてきた。

一つは、レーン制とも呼ばれる権力秩序の編成を対象とした法制史的理解で、

主君と家臣との関係が対象となる。もう一つは社会経済史における考えで、生

産のあり方の基本となる領主農民関係に着目し、領主制として封建制を理解す

る。ここでは法制史的側面を述べる。 

中世の君臣関係を考える場合、前提となるのが公権力の弱さである。領邦君

主による支配が進行しているとはいえ、彼らは領地を一元的に支配できるほど
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の官僚や軍事力を持っていなかった。この当時に実体的な軍事力を有していた

のは､城主や領主といったより下層のレベルであり、これらの者をより上位の権

力と結びつけたのが封建制（レーン制）であった。封建的主従関係には人的と

物的な両側面が存在している。人的側面である主従制は、ゲルマン人従士制を

起源とし、主君のもとに形成された戦士集団を指す。物的側面である恩貸地制

はローマに起源を有し、皇帝が臣下に「恩恵」として土地やその他の財物を下

賜する制度であった。この両制度が融合するのがメロヴィング朝の時代で､カー

ル・マルテルの時代に､イスラム勢力と対抗するために機動性の高い軍隊を編成

する必要が生じ、騎馬兵の大量編成が実施された。騎馬兵は歩兵に比べ、装備

と訓練に多額の費用がかかるために、教会や修道院の土地が没収され、家臣に

分配された。こうして、「封臣」と呼ばれる戦士層が形成されていったのである。 

レーン制においては、主君から家臣へ「封（土地や爵位など）」の授受がなさ

れ、その代償として家臣が主君に対して忠誠を誓い、軍役奉仕を行ったりした。

この場合、「封」が新たに与えられて主従関係が形成されるとともに、現実に地

域を支配している者の支配地が「封」として認められ､君臣関係が形成されるこ

ともあった。家臣にとっては自身の領地が安堵され、主君によってその保護が

約束されるという利点があり、主君はその地域に対して自身の権力を伸張する

ことができたのである。このような封建的な関係は日本とは異なり、ヨーロッ

パでは契約にもとづくものであり、両者の関係は双務的なものであった。その

ため、いずれかの義務が果たされない場合には、契約が解消される例も存在し

ている。 

中世における王権は、このような封建的主従関係の網の目の上に形成された

ものであった。つまり､国王自身は、本来は王の私領である王領地に対してはあ

る程度直接的な支配を行いえたが、その他の地域に関しては、領邦君主とのレ

ーン制による人的紐帯により間接的に支配しているだけであった。このため「臣

下の臣下は臣下ではない」という法諺が示すように、国王の支配が末端まで貫

徹していたわけではなかった。さらにイングランド国王がノルマンディ公とし

てはフランス国王の封臣であったように、封建的主従関係の網の目は複雑さを

極めていた。権力がさまざまな社会的な諸勢力により分有されることになり、

権力秩序は非中央集権的で不安定であった。」 

 

ルター前の時代には、中世ヨーロッパの「制度疲労」が起きていたと、本書

は言い得て妙とも思える言葉を使っているが、その背後には多方面にわたる多

くの問題があった。簡単に言えば、人口増加や生産力の拡大などによる世俗権

力の強大化があり、フランス王国による教皇側に対する厳しい対応（アビニヨ

ンの捕囚など）があって、その権威が揺らぎ、財政的にも教皇庁は苦しい状況

にあったようだ。 

もう一つ注目したいことは、宗教改革の長い過程においてプロテスタント諸

派が「自由」を獲得していったという本書の見方についてである。確かにバプ

テストを始めとする新プロテスタンティズムが自由の獲得にどれだけ奮闘した

かは分かる。しかし、権力側から見れば、一向に治まらない宗教的対立、血で

血を洗うような当時の状況では、社会の統合機能が衰え、「政治の解体」と言う
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べき事態になっていたようだ。権力側が「宗教などに付き合っていられない。

勝手にしろ。」というような気になったのではないかと思われる。マキャベリ的

なむき出しの強制力のみを重視するジャン・ボダンの「主権論」が出てくるの

も当然だ。宗教的自由は権力側からの対策でもあった。俗受けする「王権神授

説」で主権を正当化したのは皮肉であったが、主権国家によって平和がもたら

され､絶対主義体制の世界となる。そこでは「政教分離」が原則となった。 

なお、ボダンの「主権論」については前掲歴史書に次のような説明がある。 

「16 世紀は普遍的権威の衰退や印刷術の進歩などを背景として多くの国制理

論が発表された。その中心は王権の理論的考察だったが、それは、すべての権

力の源泉たる神と王と民（実際には統治能力を有する貴族）の関係をどう考え

るかという問題であった。一方で、神がまず民に権力を与え、民がみずからの

代表として王を選出したという論理が形成されたが、これは王権の制限につな

がる。この考えを進めたのが宗教戦争時の「暴君放伐論」で、国王が権力を乱

用した場合には、民はそれに抵抗する権利があるとされた。サン・バルテルミ

の虐殺後のプロテスタントがこの考えを強く主張することとなる。 

それに対して、16 世紀初頭より王権による集権化の理論として、神は王に権

力を直接与えており、それゆえに王は民を支配することができるとの考えも展

開された。宗教戦争期の混乱を鎮めるために、強力な王権を求めたポリティー

ク派がこのような考えを持ち、それを体系化したのが、1576 年に『国家論』を

出版したジャン・ボダンであった。ボダンは暴君放伐論を論駁するために、主

権概念を生み出した。彼は「国家とは…主権による正しい統治である」と定義

し、神から主権が与えられることで、国王は絶対的な権力を持つと主張した。

さらに、「主権とは国家の絶対的で恒久的な権力である」とし、主権を国王個人

の権力（国王大権）ではなく、公権力の源泉とした点も画期的であった。ボダ

ンの考えはルイ 13 世期のカルダン・ル・ブレやルイ 14 世期のボシュエへと受

け継がれるとともに、主権の担い手を替えることにより、翻って近代の国民主

権が成立するのである。」 

  

その「絶対主義」も矛盾をかかえており、秩序を取り戻し平和が実現すると、

それでは「主権」は何を自らの役割とするかを模索しなければならなくなった。 

宗教はここで、国民国家統合のアイデンティティとして再び政治上の重要な

課題となってくるという道をたどるということではないだろうか。   

完 


