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William Barlow

の

Gunpowder Plot説教について
‑ ジェームズ一世の国会演説との関連において ‑

高

橋

正

平

序
1605年11月50,ジェームズ一世を震撼させる事件が起こった。カトリック
教徒の一部過激派ジェズイットによる国会議事堂爆破事件である。事件は未遂
に終わったものの,この未遂事件がジェームズ一世を動揺させたのは明白だっ
たに。ジェームズ一世はスコットランド王であった1600年8月5日にも牢獄に
幽閉されたことがあり,わずか5年後に再度生命を狙われた。ジェームズ一世
はこの事件を機に国内のカトリック教徒に「忠誠の誓い」を課し,国内のカト
リック教徒を「王に忠実なカトリック教徒」と「反抗的なカトリック教徒」に
分類しようとした。川この「忠誠の誓い」論争は英国のみならず,ヨーロッパ
の国々をも巻き込む「書物戦争」を引き起こすことになった。ジェームズ一世
は,国内では火薬陰謀事件をきっかけとして法的手段によって「忠誠の誓い」
をカトリック教徒に課す一方で,説教家には火薬陰謀事件記念説教を行わせた。
それは事件の風化を防ぎ,併せて事件の残虐性,非合法性を説教という「マス
メディア」を通して広く国民に訴える作戦であった。火薬陰謀事件は国会会期
中の王を始めとし王妃,息子や国の要職にある者達の殺害を国会議事堂爆破も
ろとも狙った前代未聞の事件で.ジェームズ一世が最も恐れていた英国社会を
根底から混乱に陥れる事件であった。ジェームズ一世はそのような事件を一般
人に広く知らしめ,過激なジェズイットの危険な存在を国民に周知させるため
に説教家を積極的に利用した。なぜジェームズーnは説教家を利用したのか。
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それは説教家が世論の代弁者で,現在で言うならば報道関係者のような立場を
占めていたからである。 12‑マスコミが現代ほど発達していなかった十七世紀初
頭においては説教家の果たす役割は大きくかつ一般人への情報源としての影響
力は大きかった。ジェームズ一世がそのような説教家を利用しないわけはない。
彼は説教家に火薬陰謀事件記念説教を毎年事件のあった11月5日に行わせ,事
件の重大性を国民に知らしめることにした。その第‑の説教家は

Lancelot

Andrewesであった。彼は, Whitehallでジェームズ一世臨席の下ほぼ毎年
1606年から1618年まで合計10の火薬陰謀事件記念説教を行った

Lancelot

Andrewesはとりわけジェームズ一世により寵愛を受けた説教家で,いわばジェー
ムズ一世の御用説教家である。しかしAndrewes以前に火薬陰謀記念説教を
行った説教家がいた。それはWilliam Barlowである

Barlow

の説教を取

り上げる理由は二つある。一つは.火薬陰謀事件が発覚した4日後の1605年11
月9日にジェームズ一世は国会で火薬陰謀事件を批判する演説を行っているが,
その翌日11月10日にBarlowは, Paul's Crossで火薬陰謀記念説教を行って
いるからである。ジェームズ一世の国会演説の直後の説教でBarlow はいか
なる内容の説教を行っているのか。火薬陰謀記念説教事件にジェームズ一世の
国会演説がいかに影響を及ぼしているのかを考察するのが第‑の論点である。
二点日は, Barlowの火薬陰謀すり牛記念説教のレトリックを明らかにすること
である。ジェームズ一世期における説教の大きな特徴の一つは,説教家が聖書
の一郎を時代に「適応」することであった。筆者は,この問題についてはダン
の火薬陰謀記念説教̀3'を扱ったさい.ダンがいかにして聖書の一部を火薬陰謀
事件に「適応」しているかを論じたことがあるが,この聖書の「適応」が
Barlowの説教にも共通したレトリックであることを論じたい。本論ではこれ
ら二点からBarlowの火薬陰謀記念説教に考察を加えていきたい0
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1 ジェームズ一世の国会演説
‑Misericordia Dei supra omnia opera cius‑
ジェームズ一世は火薬陰謀事件の4日後の1605年11月9 E],国会で演説を行
い,火薬陰謀事件について自らの見解を表明した。そのなかでジェームズ一世
は事件の概要に触れ.国会梯破が未然に終わったことへの神への感謝を表し,
事件の残虐性を指摘し,王自らが事件発覚を未然に防いだと述べている。王は
事件を批判するのみならず王自身の王観,カトリック教徒への考えも述べられ
ており,以後の火薬陰謀記念説教を考慮に入れると興味深い演説となっている0
火薬陰謀事件直後の演説であるだけにジェームズ一世の事件からの無傷の救出
への思いが強く,王は演説のなかで特に「神の慈悲」のおかげで事件は未遂に
終わったと神への感謝の念を強調する。 「神の慈悲による危機からの救出」は
ジェームズ一世国会演説の基調である。ジェームズ一世は演説の目的について
以下のように明確に述べる。

So now my Subiect is to speake of a farre greater Thanksgiuing then
before I gaue to you, being to a farre greater person, which is to God,
for the great and miraculous Deliuery he hath at this time granted to
me, and to you all, and consequently to the whole body of this Estate.州

火薬陰謀事件発覚直前に判牛の全容が明らかになり,ジェームズ

する要人は生命を救われた。そのためにジェームズ一世は神への

し,以後毎年11月5日に火薬陰謀記念説教が行われるようジェーム

唆する。ジェームズ一世は,神の慈悲による陰謀事件からの救出

の感謝をまず第‑に挙げる。ジェームズ一世は旧約聖‑It
l=1のノアを例に挙げ,神
は「水」によって世界を破壊したが,新訳聖書の「ヨ‑ネの黙示録

「火」によって全世界を罰しようとしている。ノアの場合と同様

信仰を失わない者は破壊されず.浄化されるだけである。ジェー
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コットランド王であったときにも同様に生命の危機にさらされた Gowrie 兄
弟による軟禁事件を体験したが,王はその難を逃れたことがあった。ジェーム
ズ一世は二度にわたる陰謀事件による生命の危機を脱したわけであるが,なぜ
彼は二度も生命の危機を脱したか。それはジェームズ一世の神への深い信仰心
によると王は言いたいのである。ジェームズ一世はノアと同様信心深い人間で,
それ故に神は王を生命の危機から救ってくれたのである。ジェームズ一世はこ
のように神‑の深い信仰心を国会演説で強調し.王殺害を狙ったジェズイット
を批判する。そしてジェームズ一世は,王は地上における神の代理人であると
いう王撒神授説にも触れることを忘れない。神の代理人たる王を殺害すること
は神への反逆にも等しい許し難い行為である。ジェームズーLtIは火薬陰謀事件
に対する神の慈悲を前面に出し,神の慈悲によってこの事件は未然に防がれた
ことをまず第‑に強調する。次にジェームズ一世が述べるのは事件がいかに残
酷であったかである。

First, in the crueltie of the Plot it selfe, wherein cannot be enough
admired the horrible and fearefull crueltie of their device, which was not

onely for the destruction of my Person, nor of my Wife and postentie
onely, but of the whole body of the State in generall; wherein should'
neither haue bene spared, or distinction made of yong nor of old, of
great nor of small, of man nor of woman: The whole Nobihtie, the
whole reuerend Clergie, Bishops, and most part of the good Preachers,
the most part of the Knights and Gentrie;

この一節は火薬陰謀部件の残極性について触れるのみならず.国会の参列者を
も挙げている。国会議:ljを堂爆破計画は王,女王.子息,国家の要職にある者.
老若男女.上●王族,聖職者,主教,説教家.ナイト及びジェントリー,これらす
べてを梯破するものであった。実はBarlow

も参列者の一人であったのであ
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る。言うなればジェームズ一世王朝の中枢が一瞬のうちに殺害されるという大
事件であった。ジェームズ一世は殺害方法には人間,動物,それに「水」と
「火」があるが,そのなかでも「火」による殺害は最も凶暴かつ残酷であると
言い,火薬陰謀事件の残虐性を非難する。
次にジェームズ一世が論ずるのは事件の動機である。なぜジェズイットは王
殺害を狙い,国会議事堂爆破を計画したのか。ジェームズ一世からすれば事件
の動機は, 「ささいな理由と言えない理由」 (small, or rather no ground)
である。 {5首謀者が王のために破産したり不満を抱いている者であればこの事
件は復讐である。しかしジェームズ一世は彼らをそのような事態に至らせたこ
とはない。それは, 「単に宗教のみ」 (meerly and only Religion)r が引き起
こした事件であった。事件の首謀者Guy Fawkesによればカトリック教に対
する̀̀cruell Lawes"のためであった。英国内におけるカトリック教徒への弾
圧・抑圧が彼らをして王殺害という暴挙に走らせたのである。しかし.ジェー
ムズ一世からすればすべてのカトリック教徒を弾圧したわけではない。彼は国
内の平和・秩序維持のために一部反体制的な過激なカトリック教徒・ジェズイッ
トを取り締まっただけで,王に対して忠実なカトリック教徒まで弾圧したこと
はなかった。ジェームズ一世は火薬陰謀事件の原因となるようなことは何もし
ておらず,忠実なカトリック教徒に対しては寛容な態度をもって接していたの
である。ジェームズ一世がカトリック教徒を厳しく取り締まったとしたらそれ
は彼らが国内の秩序を乱すために他ならなかった。国内の秩序維持のためにジェー
ムズ一世が取った法的手段の一つが「忠誠の誓い」であったことは言うまでも
ない。ジェームズ一世王朝維持のためには国状安定は不可欠である。ところが
一部過激なジェズイットが国内を混乱に陥れようとしている。その第一一歩が火
薬陰謀事件であった。
第三にジェームズーtLrは火薬陰謀事件発覚の経緯について述べる。ジェーム
ズ一世は事件について記された出師を受けとり,即座にその真意を読みとった
のである。
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the

Letter

was

shewed

to

me

by

my

Secretary,

wherein

a

general!

obscure aduertisement was giuen of some dangerous blow at this time,
I did vpon the instant interpret and apprehend some darke phrases
therein,

contrary

to

tlle

ordinary

Grammer

construction

of

them,…to

be

meant by this horrible fornle of blowing vs all by Powder; And
tIureupon ordered that search to be made, whereby the matter was
discouered, and the man apprehended:胤

これは事件の首謀者の一人のFrancis Treshamが,親戚のMonteagle卿に
国会議事堂爆破陰謀の全容を知らせるメモを送り,それを

Monteagle

は

Salisbury伯爵に見せ,伯爵はその意味を読みとったが,メモの解読をジェー
ムズ一世に任せるために王にそのメモを見せたのである。意味のはっきりしな
い文面を即座に理解し.事件の真相を突き止めたのはジェームズ一世であった。
火薬陰謀事件を未然に防ぎ,ジェームズ一世王朝を破壊から守ったのは他なら
ぬジェームズ一世自身であった。このようにジェームズ一世は火薬陰謀事件に
ついてその残虐性,動機.及び事件の発覚者としての自らについて述べ,神の
慈悲を訴える。信心深い王に対して神は事件直前に慈悲を示し,王の生命を危
機から救ったのである。ジェームズ一世は"this his [God's] mercifull
Deliuery", "Thanksgiuing to God for his great Mercy", "deuine worke of
his Mercy叫9‑といった表現を拭説の中で幾度も使用し,事件発覚の背後には
神の慈悲があったことを強調する。そしてMiserlcordia Dei supra omnla
opera cuts,即ち. 「神の慈悲は神のすべての御禁を超える」と神の慈悲を讃
えるのである。ジェームズ一世が国会演説で何よりも強調したかったのは火薬
陰謀事件からの奇跡的な神による救出であり,それに対する神への感謝であっ
た。
次にジェームズ一世は火薬陰謀事件を後世長く国民の記憶に残るように毎年
陰謀事件があった11月5日に火薬陰謀記念説教が行われることを提案する。
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It resteth now that I should shortly informe you what is to bee
hereafter vpon the occasion of this horrble and strange accident. As for
your part that are my faithfull and louing Subiects of all degrees, I
know that your hearts are so burnt vp with zeale in this errant, and
your tongues so ready to vtter your duetifull affections, and'your hands
and feete so bent to concurre in the execution thereof, (for which as I
neede not to spurre you, so can I not but praise you for the same:)o

ジェームズ一世,臣民が火薬陰謀事件を非難する熱意に燃え,王に対する柔順
な愛惜を示すことを期待している。王への柔順な愛情とは火薬陰謀事件を非難
し.王を擁護することである。王の期待通り.以後毎年11月5日に火薬陰謀記
念説教が行われることになるが,これは過激なカトリック教徒の蛮行を国民に
知らしめ.事件が人々の記憶から消えることを極度に恐れたジェームズ一世が
採った策であった。これはまた,ジェームズーLu・の過激なジェズイットへの処
置が誤っていないことを示すことに他ならない。ジェームズ一世は国会演説で,
このように火薬陰謀事件の究明と事件を未然に防いでくれた神の慈悲への感謝,
事件の風化防止,カトリック教徒の実体を国民に周知させるペく毎年事件発覚
日に火薬陰謀記念説教の励行及び事件の真相究明と事件関係者への厳重な処罰
にも言及している。ジェームズ一世は演説の中で国会の目的として「神の栄光
と王と国民の確立及び富の促進」を挙げ,ジェームズ一世は国益に資すること
に神から命じられていると述べ.自らのカトリック教徒への政策に誤りはない
ことを強調する。そして聴衆に国内の潜在的な憩事の発見及び反逆者の桟柄な
行為鎖圧に励行するよう訴える。ジ.i‑ムズーLLfを迫害するのは同じ憩魔であ
り,彼を救助するのは同じ神である。そして.王の繁栄と隆盛が国家の繁栄と
一致するとも言う。王の繁栄なくして国家の繁栄はない。聴衆に国民の悪への
意思統一と恵の除去を放く訴えるジェームズーl世の演説にはスコットランドか
ら英国に来てわずか3年後に火薬陰謀事件に遡過したジェームズーtLfの強い決
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意が感じられるのである。

2

WHiam Barlowの火薬陰謀記念説教
ジェームズ一世の国会演説の翌日1605年11月10日, BarlowはPaul's Cross

で火薬陰謀記念説教を行う

Paul's Crossは.旧セントポール大聖堂の境内

に設置された屋外の説教壇で,著名な説教家が説教を行った場所である。
BarlowはLincolnの主教であったが,エリザベス女王からも支いこ入れられ,
ジェームズ一世即位後は王からの信頼を受け,ピューリタンとの会議の
Hampton Court Conferenceの報告記を書いたり,その他「忠誓の誓い」論
争でもジェームズーLtlを擁護したことでも知られるジェームズ一世寄りの体制
派説教家であった

BarlowはEssex伯の処刑に関して1601年に同じ

Paul's

CrossでEssex伯の罪の自白及び国家反逆罪への後悔告白をロンドン市民に
周知させるよう

Cesilから依頼を受け,説教した

Barlow

が11月10日に

Paul's Crossで火薬陰謀記念説教を行うに至った経緯はおそらく政府の要人
から火薬陰謀事件についての光相を一般の人々に明らかにするように依頼され
た結果であった Barlowはジェームズ一世の国会#i説直後にその余韻も覚め
やらぬうちに陰謀事件を非難する説教を行ったが,それはジェームズ一世の国
会演説の内容をくみ取ったジェームズ一世擁護見え見えの説教であった。
Barlowは,説教前日のジェームズ一世の国会演説の場に居合わせたが,その
説数はジェームズ一世の国会演説抜きでは考えられない説教である。以下
Barlowの説教をジェームズーtLtとの関連から見ていきたい0

(1) "Great Deliuerances giueth he vnto his King, and sileweth mercy to
his annointed Dauid and to his seede for euer.(Psalm 18.50)'

Barlowが説教に選んだ聖吾は詩編18篇50の「主はその王に大いなる勝利を
与え,その油そそがれた者に,ダビデとその子孫とに.とこしえにいつくしみ
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を加えられるでしょう」であった。この詩編の‑‑・節を説教の主題にした
Barlowの意図は明白である。つまり

Barlow

は詩編の内容を火薬陰謀事件

に適応するのである Barlowは,最初主とダビデの関係を述べ,次に主とジェー
ムズ一世.ジェームズ一世とダビデの関係に論を移していく。
始めに主とダビデの関係については,詩編18*343で「あなたは民の争いから
わたしを救い」とあるので,主はダビデを戦いから救出してくれたことがわか
る。詩編の作者がダビデであるかは定かでないが, Barlowは詩編の作者をダ
ビデと見なし.ダビデは主によって戦いから救出されたと考えている。
Barlow

にとって詩編は"Triumphing Song, after his [David's] many

rescues and victories" (B)‑である。詩編は主がダビデを救ってくれたこと
に対するダビデの勝利の歌であり.感謝の歌である。主とダビデとの特殊な関
係についてBarlowは次のように言う。

...it seemeth that God and Dauid had ent[e]red a couenant each with
other, Psalme 89.2. ratified on each parte with o[a]the, God for his
parte took his oath, Psalme 89.35. / haue sはJorn by my Holines, that J
will neuer faile Dauid:也

主は自らが選んだ者,ダビデ.と契約を結び.ダビデの「子孫をとこしえに堅
くし,あなたの王座を建てて.よろずに至らせる」と言ったように,ダビデと
主には特別な関係がある。冒頭に挙げた詩編18訂50はいわば主のダビデとの特
別な関係とダビデへの主の永遠の加護を再度確約している箇所である。ダビデ
の背後には常に主がおり,主がダビデを見放すことはありえない。ダビデにとっ
ては強力な主からの援護がいっもある。叫deliverances'と,複数形であること
から主の救いは一回切りではなく,幾度も続き, "for euer"である。実際ダ
ビデの場合多くの危機と同じくらいの主による救出があった。
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For the first, his [David's] Resceiu from the Beares pawe, the Lions
mwe, Saules iaueline, Goliaths speare, Achitophels counsell, Docgs
slaunder, Schemi his reuiling, the mouth of the sword, the murren of his
people, the multiplicitic of his sinne, the rebellion of his sonne.His an
euident

demonstration,…qJ

「熊の足」 「ライオンのあご」 「サウルの投げ槍」 「ゴリアテの槍」 「アヒトベル
の助言」 「ドクグの中似」 「シェミーの悪口」 「刀」 「人々の疫病」 「多数の彼の
罪」 「息子の反乱」とダビデは様々な危織に直面した。しかし,これらの危機
を主によって切り抜けることができたのである。これに対してダビデの「光栄」
は彼の危険と同じくらい多くあった。

For the seconds, his [David's] Honours were as many as daungers, the
favour with his Prince, the loue of the people, the designed heritage of
a Kingdome, the glorious wearing of a Crowne, the triumphant victories
ouer his enemies, the secure establishment of his Kingdome in his sonne
while he hued: these Salutes it pleased GOD to afforde him, and with
an oLaJthe to assure him; / will make him my first borne higher than
the Kinges of the earth:

王子からの寵愛,国民の愛,王国の継承.栄光の王就任,敵‑の勝利.怠子の
王国創立.これらすべてを神はダビデに与え,更には「神の長子‑ダビデをこ
の世の王よりも高い地位につける」との誓約をも神からダビデは得ているので
ある。ダビデには主からの数々の加護があり.主とダビデはいわば一心同体的
な関係にある。主からこれほどの加護を一身に受けたダビデにはもはや恐れる
ものは何もない。ダビデを主の長子にするという主の誓約はど力強い援護はな
い

Barlow

は.詩編を引川し.主とダビデとの特別な関係を述べ,いかに主
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が正しい者をすべての災いから助け出したかを強調する Barlowの意l裏】は詩
編をジェームズ一世に適応することであるが,聴衆としてのジェームズーill‑が
いかなる気持ちでBarlowの説教を間いていたかを察するのはそれほど困難
ではない。ジェームズ一世はBarlowの説教の内容は予想していた。ジェー
ムズ一世が特に好んだ詩編をBarlowは説教の題材に使用したが.それを王
自身に当てはめることをBarlowは彼に諜せられた任務であると思っていた。
詩篇18詰50を説教の題材に選んだことは,ジェームズ一世がダビデと同じ関係
にあることを意味する。ダビデと主との関係はそのままジェームズーLuと主の
m係になる。火薬陰謀事件から奇跡的に難を逃れたジェームズ一世はダビデと
なる。ジェームズ一世とダビデの粗密な類似性について Barlow は更に次の
ように言う。

It seemeth by his Maiesties speach yesterday, that his case &
hath

bin

the

same

with

the

Prophet

[David],

…For

no

soonei・

was

race
hee

concerned in the wombe, but presentlie he was hazarded, no sooner
dehuered from the wombe, but inuironed with daunger, and what perils
he hath passed euer since he was borne, need not to be related, they are
so manifest: dismissed from those parts with a dreadfull farewell of a
desperate Treacherie and entertained among vs with a Conspiracie
vnnaturaJl & daungerous: heere Crowned with Thornes, before he could
get on the Crowne of Golde.

ジェームズ一世とダビデの生涯を見るとジェームズ一世のiJt付J'・と家系は予言者
ダビデと酷似している。ダビデもジェームズ一世も誕生と同時に械々な危機に
遭遇し, 「黄金の冠」を身につける前に数々の「いばら」の冠を被らざるをえ
なかったほど幾多の困難・危機に直面した。そしてダビデが様々な危機から主
によって救出されたようにジェームズーLuも神の慈悲により様々な危機から救

24

William Barloは/のGunpowder Plot説教について

出された。上記の引用にはジェームズ一世がスコットランドのジェームズ六世
であったときのGowrie兄弟による軟禁三拝件についても言及しているが,そ
の軟禁事件と火薬陰謀事件からの脱出は主のジェームズ一世への特別な愛惜の
表れの結果でもあった。ジェームズ一世がいかなる困難・窮地にあっても主は
王を見捨てることなく,いっも援助の手を差し伸べてくれる。それほど主のジェー
ムズ一世への思いは強い。このようにジェームズ一世と主との密接な関係を背
宗にしてBarlow

は詩編をジェームズーLU・に適応することによって,ジェー

ムズ一世をダビデの再来と見なす.そしてキリストはダビデの息子であるとの
言い伝えがあったが

Barlowの図式で言えば,ジェームズ一世の息子がキ

リストになる.ジェ‑ムズー世にとってこれほどの賛辞・称幾はない。しかも
ジェームズ一世の体験はダビデの数々の苦しみに勝るとも劣らないものである。

All these of Dauids were great indeed, but compared to this of our
gracious King [James I]:(the last, I trust, for a worse there cannot be)
is but as a minium to a large, whether we consider therein, eyther the
Plot it selfe, or the Con‑comitc乃ce with it, or the Consequences of it.0

火薬陰謀事件はその計画,付随事情.結果からしてダビデ以上の苦しみを体現
した事件である。このようにBarlowは,詩篇18託50を火薬陰謀事件に適応
し,ダビデと同じそれ以上の困苦をジェームズ一世は体験したと言う。詩篇18
篇50は.その内容が火薬陰謀記事件に符号する

Barlowの火薬陰謀事件記念

説教は最初からBarlowの意図が読みとれる内容の説教である

Barlow

は.

ジ.i‑ムズー世をよく知っていた。特に!t紀Fでは何をジェームズ一世が好んで
いたかをBarlowはあらかじめ知っていた。それゆえにBarlow

は意図的に

詩篇を説教に選んだのである。また, Barlow は説教前日のジェームズー一世の
国会演説を[糾、ており.ジェームズーIitの火薬11&謀]w‑への態度を十分意識し
ていた。火薬陰謀事件がいかに残虐な郭件であったかをBarlow は述べるが,
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それはジェームズ一世の国会演説の内容に別しての発言である。
Barlow

は.ジェームズ一世をダビデと重ね合わせて扱うことを説教の重要

なテーマにした。しかし.それは余りにもジェームズ一世を意識した印象が強
すぎ,第三者には典型的なジェームズ一世m説教の感を与えかねない。ジェー
ムズ一世がPaul's Crossに居合わせたかどうかははっきりしないが,王がそ
の場にいたら身を乗り出し,十分満足して聞いたであろう。ジェームズ一世の
国会演説翌日の説教ということもあり, Barlowの冷静な火薬陰謀事件分析か
らくるバランスの取れた事件への批判というよりはむしろジェームズ一世をい
かに喜ばし,いかに王から気に入れられるかに苦心した説教となっている。火
薬陰謀記念説教の主題はあらかじめ聴衆にはわかりきったことであった。いか
にして事件とその首謀者を非難し,そしてジェームズ一世を賛美するかが説教
のテーマであった。その意味ではBarlowの説教は聴衆の予想通りの説教で
あった。しかし,内容が余りにも平凡であったために読者には強烈な印象は与
えてくれない。説教のレトリックといい,イメージといい,強烈さには欠くと
ころがある。しかし,これはPaul's Crossという説教壇からの説教であっ‑た
ことを考えると無理からぬことであった。なぜならばPaul's Crossの聴衆は
ほとんどが一般のロンドン市民であったと予想されるからである。一般市民を
相手に高尚な難解な説教はできない。彼らの知的レベルを考慮に入れると
Barlowの説教の意図も理解できないこともない。いかにわかりやすく事件の
全貌を聴衆に伝え,いかにしてジェームズーLu・を神格化することによって一般
聴衆のジェームズ一世への敬愛心を喚起させるかが説教家の大きな社会的使命
であったことを考慮に入れると Barlowの説教の意図も明らかになってくる。

(2)

"this

late

Tragi・comical

treason"

ジェームズ一世は火薬陰謀u後の国会演説で陰謀事件の残虐性に再三触れ,
事件は悲魔が引き起こした判′ト以上であるとその陰謀を非難していた。一国の
王を国会議事堂爆破と同時に殺tuLようという・判′トはイギリスの惟史には未だ
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かつて記録されたことはなかったと強い口調で陰謀実行犯を糾弾していた。
Barlowは,自らジェームズ一世の国会演説をIiuいた一人であったが,ジェー
ムズ一世の演説を汲み,出初に事件からの神の慈悲による救出を述べ,次に王
が力説していた事件の残虐性に写る Barlow によれば.火薬陰謀事件は,
"Cruelty", "Immane crueltie", "Brutish immnity".ーdiuehsh feritie"に

おいてその限度を超えている。否,事件には悪魔以上の残虐性がある。なぜな
らば悪魔は人の肉体の死にのみ満足するが,火薬陰謀犯は魂の死をも行うから
である。爆破事件は一瞬の内に実行されるから人々は自らの罪の悔い改めの余
裕がない。肉体と魂を同時に破壊する火薬陰謀部件はまさに患魔以上の仕業で.
それは"a Treason without Paralell", "a slaughter beyonde com‑
parison であり.過去の歴史や聖書を見てもそれに匹敵する残虐な事件はな
い。‑1事件の首謀者Guy Fawkesは生き残り.国会議事堂と肉体が天高く舞
い上がるのを見て.笑っていたかったと Barlowは言う。火薬陰謀事件は,
「国家のすべてを完全に破壊する矯正できない惨事であり,極めて忌まわしい
計画」B.なのである。火薬陰謀]叩トが国家の機能を完全に停止させるほどの壊滅
的な状況を国にもたらすことを評してBarlow は次のように言う。

.‖in

this

designe

[the

Gunpowder

Plot],.‥with

one

blast,

at

one

blow,

in

one twinkling of an eye, should haue bin crushed together, the
Gouernment, the Councell, the wisdome, the Religiori, the Learning, the
strength, the lustice, of the whole land.

"Gouernment" , "Councell" , " wisdome" , ̀̀Religion" , "Learning",
"strength" , "lustice"が一瞬のうちに吹き飛ばされ,国家は存亡の危機に
直面する

Barlowはこれらの必要性を聖書から擁護するが.何と言っても最

大の問湖は王を失うということである。王を失うことは何を意味するか。 「川
の源が止められれば.川は水が流れなくなる。同様に指導者が取り除かれれば
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その代理は何もできない」田ジェームズーLtf王朝にとって王を失うことは王朝
の消滅を意味する。このようにBarlowはジェームズ一世が英国にとって不
可欠な存在であることを強調する。英国の存続は偏にジェームズ一世にかかっ
ている。事件の残虐性を指摘し,その結果を憂慮し,併せてジェームズ一世王
朝の擁護の姿勢を強く打ち出すBarlowに我々はジェームズ一世を意識した
彼の発言に注目せざるをえない。
ジェームズ一世は国会演説でもうーっ重要な点に触れていた。それは陰謀事
件の発覚者としての王自身である。ジェームズ一世は,事件の全貌を記した謎
めいた書簡を部下から受けとり,即座にその謎を解読し,事件を未然に防いだ
と誇らしげに演説で述べていた。これはLancelot Andrewes

もその説教で言

及していた点であるが, Barlow も事件先覚者としてのジェームズ一世につい
て触れることを忘れはしない Barlowは以下のように言う。

And blowne out should they haue bin, vnless the father of lightes had
caused light to shine out of darknesse, by discouering and reueahng this
worke of darknesse: so that we may truely now conclude with Dauid,
Psal.97.11‥..Light is sprung vp for the Righteous, and loy vnto them
that are true hearted.印

暗闇から輝き出た光は正しい人,ジェームズ一世のために現れ, 「暗闇の仕業」
を発見し,明らかにするのである。ジェームズ一世は「光の父」から陰謀事件
を解明すべく現れた神の代理人である。そしてダビデの「光は正しい人のため
に現れ,蕃びは心の正しい者のためにあらわれる」を引用するが,ジェームズ
一世はダビデ同様「正しき人」 「心の正しい者」と同列に置かれる Barlowの
ジェームズ一世神格化は更に続き,ジェームズーLtfの父が火薬で爆破された事
件を思い出し,ジェームズ一世は[川fJ'を読むや"some fiery Engine"1があ
るかもしれないと直感的に思いっいたのである。そして, Barlow は, IT.には
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「神のごとき霊感」ロが付与されているとさえ言い切るのである

Barlow

の

ジェームズ一世への追従的賛辞は詩編のジェームズーtLfへの更なる適応によっ
て一層強くなる。

Hath GOD done great thinges for vs. Psalm, 126.3? Let vs with the
Prophet [David] aunswere him in the same kinde, and say; Wee will
giue

grea=hankes

unto

the

Lorde.

Dooth

hee…powre

out

his

benefites

vpon vs, Psalm.68.19? Let vs aga'me...powre out our heartes before him,
for God is our hope, psalme 62.8. Doth hee giue vs cause to triumph, it
is our parts as Dauid here to aunswere him....

主はダビデに「大いなること」をなしてくれたと同様ダビデと同じ境遇にあっ
たジェームズ一世にも主は「大いなること」を成し遂げてくれたので主に対し
「大きな感謝」を捧げなければならない。ダビデが主に答えたようにイギリス
国民も主に対して答えるのが「我々の責務」である。ではイギリス国民は何を
しなければならないのか。それは詩編でダビデが行ったことで, (1)勝利の言責
で主による救出を高らかに宣言すること(2)貧者に勝利の施しをすること(3)
心からのお祈りを主に捧げること(4)勝利の食事をし,並々ならぬ宴を催すこ
と,である。これは"straunge deliuerance"の際に「神の民」ユダヤ人が自
ら行ったことである。田Barlowは,ダビデをジェームズ一世に再現させるよ
うとしているが, Barlowのジェ‑ムズー世を意識した態度に我々はいささか
驚きの念を禁じ得ない。ジェームズ一世はダビデのようにいわば火薬陰謀事件
という「死」から役活したのである。 「死」からの復活,それは当然キリスト
とつながってくる。ジェームズ一世はキリストととも重ね合わされてくる。

Dead in the Cabinet of the Conspirators, dead in the intention of the
Villaine in the Vault, dead in the preparation of false‑hearted rebels,
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but...hee is aliue againe, escaping from manie daungers, Hee liued,...to
bee brought in vnto vs, from Hebron vnto Jerusalem, from the Northerne
climat

to

these

Southerne

parte,

now...hee

is

aliue

vnto

vs.‥from

the

very gates of death, from the Iawes of the deuourer, from the lowest
pit.'

ジェームズーL汁は陰謀者の小室で死に,地下納骨場での悪漢共の計画の中で死
に,偽りの心の反逆者の準備のなかで死んだも同然であった。しかし,彼は奇
跡的にその難を逃れた。そのジェームズ一世がェルサレム帰還まで称々の危機
に遡過したダビデとオーバーラップされてくる。ジェームズ一世は「死の門」
「むさぼり食う人のあご」 「最も深き地獄」からJw還した人である。ここでは,
ジェームズ一世は生命の危機を脱したキリストとも重ね合わされてくる。
Barlow

は,瑚破の危機を脱したジェームズ一世が,王自身が満足し.国家が

喜ぶまで,敵を困惑させ,福吉を維持し,神の栄光へと至るまで英国民と共に
生き,国民を支配することを願う。ジェームズ一世は英国及び英国民に平和と
神の祝福をもたらすのである。それはまた英国の繁栄にも至る。国家の長とし
てのジェームズ一世に英国及び英国民のすべてが依存している。これほどまで
の賛辞をジェ‑ムズー世に捧げたBarlowは最後に説教の冒頚に挙げた詩編の
一節の「主の王(his King)」の「王」と「油注がれたダビデ」の「抽注がれ
た(annointed)」に言及する。

…I

might

truely

haue

taken

occasion,

to

haue

silewed

how

these

titles

[his King and his annointed] doe agree to our dread Soueraigne [James
I], both that hee is a King, and that he is a Gods King, as having in
him all the partes that may concurr either in a king, or in a good King,
to

whom

that

title,

first

attributed

to

Dauid,…the

light

of

Israel,

principally appertaineth, as one from whose resplendent bnghtnesse, al
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the kingdomes of Christendom may receiue their light.節

「王または良さ王に集中する才能」を有するジェームズ一世はまさに王であり.
「神の王」である Barlowは, 「神の王」 「油そそがれた者」という呼び方が
ジェームズ一世に一致していると言う。なぜかと言えばジェームズ一世は「王」
であり,しかも「帥こ選ばれた王」であるからである。しかもジェームズ一世
には良さ王に集中しているすべての才能があり.しかも「イスラエルの光」と
いう呼称がふさわしく,キリスト教界のすべての王国がその光を受けるまばゆ
いばかりの輝きを有している。 「イスラエルの光」は元々はダビデを意味する
が, Barlowそれをジェームズ一世にあてはめている。神から選ばれ,神から
油を注がれたダビデはまたジェームズ一世となってくる。ジェームズ一世もダ
ビデ同様神から選ばれ,神権を現tLfで行使する神の代理人なのである。
Barlowは,ジェームズ一世の王権神授説を背抽こダビデの再来としてのジェー
ムズ一世を祢賛する。ダビデが様々な才能に恵まれていたように,ジェームズ
一世も"pregnant wit", "ready apprehension", "sound Judgement",
"present dispatch", "impregnable memory"を備えている。ジェームズ一
世はいわばキリスト教界の希望の星である。神から油注がれたジェームズ一世
は神聖な存在である

Barlowの説教には徹底したジェームズ一世賛辞.称賛

が続き,それがすべてダビデとの比較からなされる

Barlow

にとって.いか

に詩編から火薬陰謀判牛を糾弾し,いかにして詩編の作者と言われたダビデを
ジェームズ一世に適応するかが最大の関心事であった。それはジェームズ一世
が詩編を特に愛好し,自らダビデ再来と考えたジェームズ一世の気持ちを十分
に汲み取った結果でもあった。ジ.i‑ムズー世は,国会演説ではダビデについ
てはそれほど言及していないが,彼の著作には詩編を扱ったものが多く,詩編
の英訳も試みたほど詩編には特別な感情を抱いていた

Barlowの火薬陰謀記

念説教はいわばダビデ再来としてのジェームズ一世称賛なのである。聖譜tをあ
る時代の特別な人物.劉生に適応する方法は当時にあっては目新しいことでは
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なかった。以後多くの説教家が火薬陰謀記念説教を行うが,それはすべて聖部
の一部を火薬陰謀事件に適応する手法を採っているのである。特に Lancelot
Andrewes は10編の火薬陰謀記念説教をジェームズーffi臨席の下 Whiehall
で行うが.それらはすべて聖書の一節を火薬陰謀事件に適応する手法によって
いる。火薬陰謀記念説教を行う説教家は以後火薬陰謀事件にふさわしい一節を
聖書から探し出すことになるが,いずれの説教家も同じ手法で火薬陰謀記念説
教を行うので火薬陰謀記念説教はいささかマンネリの感も与えなくはない。妾
を返せばいかにしてジェームズ一世の意向に沿って説教を行うかが説教家のw
心事となってくるのであって.火薬陰謀記念説教は一種の「儀式」じみた説教
となっていく。
Barlowは,ジェームズ一世の国会演説の翌日急速火薬陰謀事件非難の説教
を行った

Barlowは,ジェームズ一世の国会演説を十分意識し,詩編の一節

をジェームズ一世に適応することによってジェームズ一世を喜ばせようとした。
神の慈悲,事件の残虐性.三脚牛先覚者としてのジェームズ一世,王の神聖を王
の演説と歩調を合わせるごとく忠実に踏襲している。そして旧約聖書のダビデ
をジェームズ一世と重ね合わせ,ジ.i‑ムズー世を十七世紀おけるダビデとし
て賛美している

Barlowの説教は.徹底したジェームズ一世賛美であり.狗

前説教家としての責務を

Barlow

は十分に果たすことになる。そして,

Barlowの説教方法が以後の火薬陰謀記念説教のモデルとなっていく。以後の
説教家はいかにして詩編の一節を火薬陰謀事件に適応するかに懸命とならざる
をえない。説教の成否はひとえに聖書の一節がいかに火薬陰謀事件と合致する
か,いかにしてジェームズ一世を褒め称えるかにかかっている。'その意味で火
薬陰謀記念説教に関わる説教家は「聖書探し」に奔走せざるをえなくなってく
る。ジェームズ一世自身も詩編を好み,自らをダビデと評し,また評されたこ
とがあった。自他共に許すダビデ再来であったわけである。時代の大事件に際
し,あるいは,大人物を聖邦の?J*件や人物と重ね合わせて考えることは,当時
にあっては珍しいことではない。聖うIIにすべての行動の脱純を兄いだし,それ
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によって人々を説得し,人々に安堵を与える。ジェームズ一世後益々その勢力
を増すピューリタンも当u‑itに彼らの行動の規範を兄いだしていたことを考えれ
ば,聖書の時代への適応がいかに一般化していたかが容易に理解できよう。御
前説教家という立場上, Barlowがジェームズ一世に時には追従と思われても
致し方のない必要以上の賛辞を送ることは避けることのできないことだった。
それに,説教家はその成否によって以後の地位が王から確約されるということ
もBarlowは十分悲識していた

Barlow

は,この後ジェームズ一世が国内

のカトリック教徒に課した「忠晋の誓い」論争に加わり,過激なカトリック教
徒を批判することになるが,それは火薬陰謀記念説教同様王への追従で満ちた
書であった.。そのためカトリック教会側からの反論を受けるが,その
Barlowの反論の欠点を追正したのがダンのr偽殉教者」羽であったことを考
慮すると, Barlowに王への追従的な姿勢が見られるのは当然のことであった。
いずれにせよ, BarlowのPaul's Crossでの説教は手法と主題において以後
の火薬陰謀記念説教の先駆けとなっているという点では無視できない説教となっ
ている。
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