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はじめに

　1605年11月5日にイギリス国民を驚愕せしめたジェームズ一世（James I）暗
殺図った国会爆破事件，いわゆる火薬陰謀事件が起こった。事件に激怒した
ジェームズ一世は以後毎年事件日の11月5日に火薬陰謀事件記念説教を行わせ
た。説教の目的は，事件の風化を防ぎ，合わせて事件を計画したジェズイット
がいかに危険な教団であるかを国民に知らせ，同時にジェームズ一世王朝を強
化することであった。その最初の説教はランスロット・アンドルーズ（Lancelot 
Andrewes）によって1606年11月5日に行われ，以後現在にまで続いている。事件
から39年後の1644年11月5日には上・下院で4編の火薬陰謀事件説教が行われ
た （１）。上院では午前にウィリアム・スパーストウ（William Spurstowe），午後に
ストリクランド(John Strickland)がそれぞれ説教を行った。下院ではバージェス
（Anthony Burges）とハール（Charles Herle）が説教を行っている。これら4人は
すべてピューリタンである。1644年11月と言えば1642年8月に国王軍と議会軍
との内乱勃発以来2年が経過した年であった。両軍の勝敗の行方が定かではな
いなかでの火薬陰謀事件説教である。私はストリクランドの説教については既
に論じたことがある。その説教はピューリタン革命を強く意識した説教であ
る。本論ではスパーストウの説教だけを論ずるが，その際我々は次の二点につ
いて注意しなければならない。第一点は説教でスパーストウが火薬陰謀事件を
どのように扱っているかである。第二点は進行中のピューリタン革命の観点か
らスパーストウの説教を論ずることである。11月5日の火薬陰謀事件日の説教
であるのでスパーストウはどうしても火薬陰謀事件を扱わなければならない
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が，その論調はそれまでの事件批判の繰り返しの感が強い。スパーストウの説
教がその力強さを増すのは彼がピューリタン革命に言及するときである。本論
では最初にスパーストウが火薬陰謀事件をどのように批判しているかを考察
し，次に1644年11月5日までの議会軍と国王軍との戦いを考慮に入れながら，ス
パーストウの説教の真の狙いは火薬陰謀事件を論ずるよりはむしろピューリタ
ン革命で議会軍を援護することにあったことを明確にしたい。スパーストウの
説教は言うなれば一つの「テキスト」であり，それはまたスパーストウの「声」
でもある。スパーストウの説教という「テキスト」から彼の「声」を読み解く
ことにより，17世紀のイギリスが直面していた問題点の解明にあたる。

１．「イギリスのすぐれた裁き」と「神のすぐれた慈悲の悪用」

　スパーストウの火薬陰謀事件への熱意の希薄さは彼が説教に選んだ以下の
「エズラ記」9章13-14節にも見られる。

And [Thou (the Lord)] hast given us such a deliverance as this: should we againe 
breake thy Commandements, and joyne in affinity with the People of these 
abominations? wouldst thou not be angry with us till thou hadst consumed us, so that 
there should be no remnant nor escaping? （２）

この一節はバビロン捕囚から帰還した捕囚民がユダを復興するにあたり指導的
役割を果たしたエズラについての一節である。エルサレム到着後エズラはイス
ラエル国家の純粋性を取り戻すためにユダヤ人と異民族の女性との雑婚の解消
に努めた。ユダヤ人が異民族との結婚により先祖伝来の律法を破り，神に対し
て罪を犯したが，主はユダヤ人に罰を下さず，彼らを生き続けせてくれた。こ
れが「救出」である。火薬陰謀事件後の記念説教で説教家が採った説教方法は
説教の冒頭に挙げた聖書の一部を火薬陰謀事件に「適応」し，聖書によって事
件を糾弾することであった。上記の「エズラ記」を火薬陰謀事件に適応すれば
どうなるか。主によるユダヤ人「救出」は，火薬陰謀事件では主によるジェー
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ムズ一世「救出」となる。従来の説教家，特に英国国教会説教家は火薬陰謀事
件説教で事件からのジェームズ一世の奇跡的救出を賞賛し，それに類似する一
節をほとんど旧約聖書から選んだ。そしてユダヤ人が彼らの救出を主による彼
らへの特別な慈悲の結果であると考えたのと同様にイギリス人もジェームズ一
世救出は神のイギリスへの特別な慈悲の結果であると考えた。ところが「エズ
ラ記」の救出には劇的な緊迫した救出は描かれていない。このことはスパース
トウが火薬陰謀事件におけるジェームズ一世救出をとりわけ重視していないこ
とを示していると思われる。ここで問題になってくるのは，スパーストウは火
薬陰謀事件をどのようにとらえているかである。それは彼の説教のタイトルを
見れば理解できる。ス パ ー ストウの説教のタイトルは “ENGLANDS EMINENT 
JUDGMENTS, caus’d by the Abuse of GODS EMINENT MERCIES” で あ る （３）。
「イギリスのすぐれた裁き」，「神のすぐれた慈悲の悪用」とは何を意味するので
あろうか。これはスパーストウが「エズラ記」から得た以下の “doctrine”（教
訓）から知ることができる。

　That the abuse of eminent mercies and deliverances, provokes God to inflict 
eminent judgements, and many times a total and finall ruine. （４）

神は「すぐれた慈悲と救出」を与えるが，それらを悪用すると神から「すぐれ
た裁き」を受けることになり，神が「すべての最終的な破滅」をもたらす。こ
れが「エズラ記」から得られる「教訓」である。スパーストウの説教のタイト
ルは「神のすぐれた慈悲の悪用によって引き起こされるイギリスのすぐれた裁
き」である。スパーストウは「エズラ記」の一節からイギリスへ論点を移して
いる。説教のタイトルを火薬陰謀事件との関連で考えると「神のすぐれた慈悲
の悪用」はジェズイットによる国会爆破未遂事件であり，「イギリスのすぐれた
裁き」とはその事件を未遂に防いだジェームズ一世の裁きである。このタイト
ルから判断すると我々はスパーストウによるジェズイット及びその背後にいる
カトリック教会批判とジェームズ一世賞賛を期待するが，説教は事件とカト
リック教会批判だけに終わり，ジェームズ一世賞賛は見られない。本来ならば
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「イギリスのすぐれた裁き」は「ジェームズ一世のすぐれた裁き」となるべきで
あるが，スパーストウはジェームズ一世という表現を避けている。いずれにせ
よ「エズラ記」の火薬陰謀事件への適応は強力なインパクトを与えない。従来
の火薬陰謀事件で扱われる聖書の一節はもっと劇的であった。それに比べると
「エズラ記」におけるユダヤ人救出は劇的さを欠いていると言わねばならない。
それよりも問題なのはスパーストウがなぜジェームズ一世の名を出さないのか
である。この疑問はスパーストウの説教の意図は火薬陰謀事件やジェームズ一
世を論ずることよりも他にあるのではないかという疑問をわれわれに抱かせ
る。ここで忘れてならないのはスパーストウの説教は断食日説教（fast sermon）
であるということである （５）。断食日説教は，神が永続的にイギリスに対して恩
寵を示してくれるように神に懇願する説教で，ピューリタン革命が勃発して以
来頻繁に行われた説教である。その説教はピューリタン革命に際し議会軍が勝
利のために神の援助を訴えるが，そのためにピューリタンは断食を行い，神に
対してへりくだりの態度を示すことを人々に要求した。この断食日説教の背景
を考えるとスパーストウの説教は火薬陰謀事件日説教でありながら実は火薬陰
謀事件を論じるのではなくピューリタン革命を念頭においている説教であるこ
とがわかる。一見するとピューリタン革命とは無縁な印象を与えるスパースト
ウの説教はピューリタン革命と密接に関係している説教なのである。説教の序
文でスパーストウは神と教会はこれまで以上に上院議員の援助を必要としてお
り，彼の説教の趣旨は神と教会の援助へと上院議員を指導することであると述
べている （６）。これはチャールズ一世支持の国王軍を念頭においての発言であ
る。つまりピューリタンが革命に勝利し，チャールズ一世を打倒するためには
上院議員の更なる協力が必要であることへの訴えなのである。では，神と教会
を守るには具体的には何をなすべきか。それは以下の3点である。
　
　（１）神から受けた偉大なすぐれた慈悲を感謝して認めること。
　（２）神から与えられた慈悲と救出を神への感謝なしで悪用しないこと。
　（３）神からの慈悲と救出の悪用は神からの厳しい罰を招くことの容認 （７）。
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ここで重要なのは神の慈悲への感謝である。神の慈悲を忘れなければ神はわれ
われを救済し，逆に神の慈悲を悪用すれば神の罰がわれわれに下る。これは
「エズラ記」においても火薬陰謀事件においても見られたことである。「神のす
ぐれた慈悲」という表現は説教の至る所に頻出するが，なぜかスパーストウは
ジェームズ一世への神のすぐれた慈悲を論ずることはない。これは，スパース
トウが火薬陰謀事件説教で賞賛の対象となるべきはずのジェームズ一世には格
別関心がなかったことを示している。ジェームズ一世への関心欠如と共に我々
の興味を引くのはスパーストウの火薬陰謀事件についての記述である。その記
述を見てもスパーストウの事件への関心の度合いの薄さが理解できる。

２．スパーストウの火薬陰謀事件観

　スパーストウは説教で火薬陰謀事件については多くを語らない。その火薬陰
謀事件説教は火薬陰謀事件を扱いながらも彼の事件そのものへの糾弾には疑問
が感じられる。それはスパーストウの火薬陰謀事件観はそれまでの事件に対す
る見方を踏襲している印象を与えるからである。例えばスパーストウは，火薬
陰謀事件について次のように言う。

It [The deliverance of King James I] is a deliverance upon the head of which may be 
truly written: such as the present age may admire; such as posterity will scarce 
believe; such as story cannot parallel. And therefore ought the memory of it to be 
deare unto every one, that would not so farre gratifie the Papists, as by the forgetting 
of Gods goodnesse, to silence and bury this their wickednesse, which should stand 
upon record to their perpetuall infamy. Doe but looke a little into the blacknesse of the 
conspiracy, and you shall thereby best discerne the transcendency of the deliverance; 
that serving unto it as darke and muddy colours unto God, which are oftentimes the 
best ground to lay it upon. （８）

スパーストウの火薬陰謀事件への見方に格別独自な見解は見られない。事件か
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らのジェームズ一世脱出への感嘆，歴史上類を見ない事件，事件の邪悪さ，陰
謀の陰険さ等が記されているが，これらの表現に新しさはない。スパーストウ
は従来の火薬陰謀事件に関連する語句を使用して事件を批判しているにすぎな
い。最も奇異なのは，スパーストウが火薬陰謀事件について “the Gunpowder 
Plot” という語句を一度も使用していないということである。上記の引用では 
“the conspiracy” が火薬陰謀事件を表しており，スパーストウは幾度か説教でそ
の表現を使用するが，“the Gunpowder Plot” という表現は説教には見られない。
これには何か特別な理由があるのであろうか。スパーストウは更に次のように
火薬陰謀事件について言葉を続ける。  

Was there ever any wickednesse in all the ages that are past, which by the help of story 
we may come to the knowledge of, that did equall this, in cruelty, malice, and 
revenge? Or can you thinke that generations to come, are ever like to travell with such 
a monstrous conception and birth as this was? may we not truely say of it, what the 
Historian spake in another case:...That if it had not been recorded in our own annals; 
posterity might have thought it to have been rather fabulous, then true? （９）

この一節も上記の一節と内容的には変わらない。“wickedenesse”，“cruelty, 
malice, and revenge” において火薬陰謀事件に匹敵する事件はなく，年代記に記
録されなかったら後世は事件を “fabulous” と考えたであろうほど空前絶後な事
件であるとスパーストウは言うが，これらの表現も使い古された表現である。
スパーストウはこの他にも “this bloody conspiracy （10） ”とか “this wickednesse is 
never like to finde an exact parallel. （11） ” とか述べて事件の凶悪さを指摘する。もし
スパーストウの火薬陰謀事件観に何か新しさがあるとすればそれはスパースト
ウが事件を獅子の洞窟に投げ込まれたダニエルと比較している点である。ス
パーストウがダニエルと火薬陰謀事件を比較したのは火薬陰謀事件がダニエル
の事件よりもはるかに凶悪な事件であることを訴えたいためであった。たとえ
ばスパーストウは両者を比較して次のように言う。
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Daniels danger sprang out of Babylon: from a combination of Princes, and great ones, 
that had there plotted his ruine. so did our danger arise from Rome, which is spirituall 
Babylon: （12）

ダニエルの事件は個人が引き起こした事件であるが，火薬陰謀事件はそれより
もはるかに規模が大きく，事件の背後にはローマ・カトリック教会が潜んでい
た国家的な事件であった。スパーストウの火薬陰謀事件批判はまた，カトリッ
ク教会への批判ともなり，事件の残虐さよりも組織的なカトリック教会が事件
の犯罪に加担していることを糾弾している。だからスパーストウは次のように
言うのである。

...this[the Gunpowder Plot]was the designe of those who stile themselves of the order 
of Jesus, and wouldst be esteemed religious above others; and this is the thng which 
accents their wickedness, they act murther under the vizard of holinesse, which makes 
their iniquity to be Scarlet, what ever colour their coats were of. （13）

火薬陰謀事件は他の人よりも宗教心に厚いと思われているジェズイット教団に
企てられ，彼らは神聖という仮面の下で殺人を犯している。このようにスパー
ストウは火薬陰謀事件をダニエルの事件と比較し，ダニエルの事件を凌ぐ火薬
陰謀事件の凶悪さを強調する。この比較はこれまでになかった比較で火薬陰謀
事件の残忍性を訴えようとしている。更に事件の背後にいるローマカトリック
教会批判へとスパーストウは論を移すが，そこには “the  Gunpowder Plot” なる
表現も事件の被害者ジェームズ一世の名も出てこない。“the  matchlesse 
salvation and deliverance” （14）が「この日（11月5日）」に神によって国全体に与え
られ，そこに神の “superlative and transcendent mercies” （15） が現れたとスパースト
ウは言う。事件がイギリスの歴史上類を見ない凶悪な事件で，そこには神の慈
悲が表れたという考えは事件直後の国会演説で事件を批判した際のジェームズ
一世の表現で （16），以後ジェームズ一世支持の英国国教会派説教家達は事件の凶
悪さと神の慈悲を繰り返している。スパーストウの事件の見方は従来の事件観
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に従っていると言える。 事件計画者の “wickedness” （17）， 事件の “conspiracy” （18），人
間の理解を超えたジェームズ一世救出（the transcendency of the deliverance） （19），
事件計画者の “cruelty”, “malice”, “revenge” （20）という語句が見られるが，これら
はすべてそれまでの説教家によって使用されている語句である。また，事件の
計画者であるジェズイットが所属するカトリック教を批判することも説教の定
番であるが，スパーストウもカトリック教徒への批判を忘れはしない。しか
し，その批判はそれまでによく知られた常套的な批判となっている。例えばス
パーストウは，ローマ教皇について「教皇の君主への世俗的支配権，すべての
誓いと忠誠のきずなを解消する教皇の権限，教皇の不可謬性，救済に絶対的に
必要である教皇への服従等しかし国家や国民への反逆と反乱を煽り立てる教
皇」 （21）と言い，俗化した教皇権を批判している。あるいはカトリック教会の「迷
信的行為と偶像崇拝」 （22）についても言及するが，これらはカトリック教会批判
の際には必ずと言ってもよいほど使用された表現である。火薬陰謀事件の凶悪
性批判とカトリック教会批判は説教のお決まりのテーマの一つであったが，ス
パーストウの両者への批判に目新しさはない。ただ従来の批判を踏襲している
感が強い。スパーストウが火薬陰謀事件をそれほど重視していないことはその
説教の手順を見ても理解できる。従来の英国国教会説教家による火薬陰謀事件
説教は以下の手順に従っていた。　
　（１）火薬陰謀事件と類似した事件の聖書からの選択
　（２）事件の凶悪さ
　（３）ジェームズ一世の奇跡的な事件からの救出
　（４）説教に選んだ聖書の一節の事件への適応
　（５）事件を未然に防いだジェームズ一世への賞賛
　（６）ジェームズ一世救出にさいし神への感謝
スパーストウの説教の手順を見るとこの手順を踏まえているのは（１）（２）（６）
である。しかも（６）はほんのわずかしか触れられていない。最も重要な点は，
すでに指摘したようにジェームズ一世の個人名が全く現れていないということ
である。（３）のジェームズ一世の奇跡的な「救出」についてもスパーストウは
言及するがジェームズ一世の名前は見られない。既に引用したジェームズ一世
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の救出に言及した “It [the deliverance of James I] is a deliverance upon the head of 
which may be truely written:” （23）での “the head” とは誰を指すのかは明白である。
それは英国国教会派説教ならば “King James” と書いたであろうが，スパースト
ウはそれを避けている。しかもその回避は意図的である。あるいは既に指摘し
た説教のタイトルにもジェームズ一世という表現を避けられている。これはス
パーストウがピューリタンであることを考えれば容易に理解できるであろう。
ピューリタン革命の目的は絶対王制に固執するチャールズ一世の打倒である。
父のジェームズ一世同様王権神授説を頑なに信じ，絶対王制死守に奔走する
チャールズ一世は共和制を説くピューリタンの理念に反する人物である。
チャールズ一世打倒により新しい社会建設を目指すピューリタンにとって
ジェームズ一世は賞賛の対象とはなりえない。ジェームズ一世賞賛欠如は
ピューリタン説教家に共通したもので，スパーストウが説教を行った日の午後
に上院で火薬陰謀事件説教を行ったストリクランドも説教のなかで事件へは2
回しか言及せず，ジェームズ一世には一度も言及していない。スパーストウの
説教の中にジェームズ一世の名前が見られないことと関連するのは説教に選ん
だ聖書の一節の事件への「適応」である。説教に選んだ「エズラ記」9章13-14
節での「救出」は罪を犯したユダヤ人を主が生き続けさせていることである。と
ころがスパーストウは「エズラ記」を火薬陰謀事件に適応していない。「救出」は
「エズラ記」の場合は異民族と結婚したユダヤ人の主による「救出」であるが，火
薬陰謀事件では主によるジェームズ一世「救出」である。ところがユダヤ人救
出がジェームズ一世救出へと適応されるとジェームズ一世は神の選民ユダヤ人
となり，ジェームズ一世の神格化を容認することになる。火薬陰謀事件に相当
する事件はユダヤ人と異民族の結婚である。その雑婚を解消するエズラは
ジェームズ一世となる。火薬陰謀事件実行者のジェズイットに相当する人物は
「憎むべきわざを行う民」であるが，この民にはジェズイットのような物理的凶
悪さはない。彼らの主への裏切りは精神的な凶悪さである。このように「エズ
ラ記」を火薬陰謀事件に適応するとピューリタンにとっていくつかの不都合が
生じかねない。何よりもその適応はジェームズ一世の神格化を助長することに
なる恐れがある。だからスパーストウはあえて「エズラ記」の一節を火薬陰謀
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事件へ適応することには慎重だったのである。スパーストウの説教は火薬陰謀
事件記念説教であったがその論点は「エズラ記」を基にして火薬陰謀事件を論
じることではなかった。火薬陰謀事件の主役はジェームズ一世であり，ピュー
リタンとしてのスパーストウはジェームズ一世賞賛になる恐れのある火薬陰謀
事件をまともに取り上げることはできなかった。それならばスパーストウの説
教の真の意図はどこにあったのであろうか。われわれはスパーストウの説教が
行われた1644年11月5日以前のピューリタンを取り巻く情勢を考慮する必要が
ある。その情勢を理解して初めてスパーストウの説教の真意が明らかになる。

３．火薬陰謀事件説教とピューリタン革命

　スパーストウの説教は表面的には火薬陰謀事件記念説教であり，それは当然
のことながら事件への非難が中心となるべき説教である。しかし，この説教は
単なる従来の火薬陰謀事件説教で終わることはない。説教の真意を理解するた
めに我々はこの説教が行われた1644年11月5日以前のイギリス社会に眼を向け
なければならない。そうすればスパーストウの説教は単なる火薬陰謀事件説教
ではないことが明らかになる。1644年11月5日までにピューリタン革命は2年を
経過していたが，スパーストウの説教はピューリタン革命時におけるピューリ
タン議会軍と国王軍との戦いを抜きにしては考えられない説教である。両軍の
戦いを説教から排除することはこの説教が有する真の狙いを見逃すことにな
る。とすると問題となるのはスパーストウの説教のタイトルである。説教のタ
イトルは “ENGLANDS EMINENT JUDGMENTS, caus’d BY the abuse of GODS 
EMINENT MERCIES” であるが，それには二つの意味があると考えられる。火
薬陰謀事件説教として見た場合「イギリスのすぐれた裁き」は火薬陰謀事件が
未然に防がれたことを意味する。「神のすぐれた慈悲の悪用」の「神のすぐれた
慈悲」は，イギリスがこれまで神から受けてきた慈悲を意味するし，その「悪
用」とはジェズイットによる火薬陰謀事件である。1644年11月5日以前のピュー
リタン議会軍と国王軍との内乱との関係からタイトルを解釈すると「イギリス
のすぐれた裁き」は国王軍との戦いを通しての議会軍の王制打倒決断の裁きで
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ある。「神のすぐれた慈悲の悪用」の「神のすぐれた慈悲」はこれまでイギリス
を支えてくれた神の慈悲であり，その「悪用」とはチャールズ一世の恣意的な
専制政治である。このようにスパーストウの説教には二つの意味が考えられる
が，問題は説教には議会軍と国王軍との戦いに言及する箇所があるのかであ
る。これについては一見すると見落としがちであるが，説教を注意深く読むと
スパーストウは革命に言及していることが理解できる。例えばスパーストウは
次のように言っている。

True it is, God hath given us of late some revivings, which we may justly looke upon 
as earnests & pledges of future mercy; （24）

スパーストウは「神がわれわれに最近いくつかの復活を与えてくれたことは真
実である。それをわれわれは当然のことながら未来の慈悲の前兆と保証と見な
すことができる」と言うが，「最近」とはいつのことであるのか。「いくつかの
復活」とは何を意味しているのか。この一節は議会軍と国王軍との戦いに言及
している一節である。1644年11月5日以前に両軍が戦った「最近」とは10月27日
である。「いくつかの復活」は敗色濃厚な国王軍との戦いからの議会軍の復活で
ある。10月27日には議会軍と国王軍との戦いがニューベリーで行われている。
その戦いはコーンウォールでの勝利後引き揚げるチャールズ一世軍を議会軍が
ニューベリーで阻止しようとした戦いであった。議会軍は国王軍の二倍の勢力
を有しながらも指揮統一を欠き，議会軍司令官マンチェスター伯（Earl of 
Manchester）は国王軍追撃を強硬に主張したクロムウェウル（Cromwell）の要
望に耳を傾けず，最終的に国王軍へ決定的な攻撃を加えることをしなかった。
いわゆる第二次ニューベリーの戦いである （25）。厳密に言えばこの戦いは「いく
つかの復活」の一つとは言えないだろうがスパーストウには議会軍の士気を鼓
舞するためにあえて「いくつかの復活」の一つとしている。1644年には他にも
議会軍と国王軍との戦いが繰り返されたが，厳密な意味で「いくつかの復活」
の一つに近い戦いは1644年7月17日のヨークでの戦いである。それはヨークで
国王軍が議会軍に降伏し，その結果として議会軍が北部での勝利を得ることに
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なった戦いである。ヨークの戦いが「いくつかの復活」に符合する戦いである
が，「最近」という表現からは遠い。とすればスパーストウは第二次ニューベ
リーの戦いを「いくつかの復活」と考えていたことは疑いえない。この他にも
内乱に言及していると思われる箇所がいくつか見られる。例えば，以下でス
パーストウは “so Noble a work” というが，それが「革命」であることは明白で
ある。

　This I speake, Right Honourable, that you whom God hath called to be principall 
instruments in so Noble a worke, as the laying of the first stone of a blessed 
reformation, would not give over, and sit down discouraged, when you meet with 
opposition and scorne from such, who are apt to deride the meannese and simplicity of 
Gods Ordinances,....（26）

「祝福された改革」はピューリタン革命であり，「反対と嘲笑」はチャールズ一
世派からのピューリタンに対する「反対と嘲笑」である。スパーストウは「揺
るがぬ決意をもって神の大義のために立ち上がる」 （27）ことを上院議員に訴えて
いる。説教の序文には以下の言葉がある。

...those whose eyes God hath opened to judge right, they see that those men are both 
the best and greatest, whom God is pleased to betrust with the richest opportunities of 
worke and service. With such blessings, Right Honourable, God at this time hath 
abundantly enriched you above others, who stand continually engaged in such 
publique service,...O therefore be entreated to imploy and lay out your selves for God 
and his Church, which stands more in need of your helpe and assistance then ever （28） ;

“worke and service” は1644年11月5日を考慮に入れると “worke” はピューリタン
革命への言及であり，革命に従事することは神への奉仕（service）ともなって
くる。同様に “publique service” も革命を通しての公衆への奉仕である。スパー
ストウは上院議員に対して更なる革命への支援を訴えている。次の引用文でス
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パーストウは「上院議員は，神の真実を高慢な横柄な敵の不純な足によって踏
みつけさせた」 （29）と言うが，「高慢な横柄な敵の不純な足」，「神の真理に反抗し
た人たち」がチャールズ一世派を指していることは言うまでもない。

...for his [God’s] truth [you=the Lords] have not beene valient; but have suffered it to 
be trampled upon by the impure feet of proud and scornfull enemies, having neither a 
tongue to plead for it, nor heart to oppose the insolencies of such, who have risen up 
against it. O therefore lose not the honour of so precious an opportunity as God hath 
put into your hands, by any sinfull lukewarmness, and remission of your affection and 
love to God ; （30）

これはこれまで劣勢であった国王軍との戦いに対して強い意志と神への愛を
もって臨むようにというスパーストウの訴えである。スパーストウの説教では
国王軍との戦いが強く意識されている。以下での “the fist of wickednesse” と
“the Sword of justice” には注目する必要がある。

...if they [men] dare to smite with the fist of wickednesse, doe you dare to smite with 
the Sword of justice; （31）

「悪のこぶし」で強打するのは国王軍で，「正義の刃」で強打するのは議会軍で
ある。ピューリタン革命は「悪」と「正義」の戦いであり，スパーストウから
すれば「正義」が「悪」に屈することはありえない。次のスパーストウの言葉
は明らかに内乱を念頭においた発言である。

     O therefore if in these sad and distracted times, you ever looke to be partakers of 
any ample testimonies of Gods favour, to share in any eminent mercy and salvation 
from heaven above others; indeavour to winde up your faith to an high pitch: beleeve 
above hope, against hope; above discouragements against discouragements:...let faith 
say, God is still one and the same, as able to helpe as ever, as willing to helpe as ever. 
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And when you can thus honour God with your faith, God will certainly recompense 
you with the fulnesse of his mercy. （32）

「これらの嘆かわしい狂気のような時代」とは国王軍との内乱の時代である。し
かし，ピューリタン議会軍はそれでも神からの慈悲と救済に与っており，ス
パーストウは信仰によって神を賛美すれば神の慈悲による報いがあることを強
調する。これは国王軍とは違い，議会軍には神への信仰による神からの援護が
あることを言っているのである。この神の援護があれば国王軍との戦いで議会
軍が敗れるはずはない。また “extremities are the onely foyle to set off Gods power 
and love in their full lustre:” とスパーストウは言うが （33），この「難局」は言うま
でもなく内乱であり，内乱にあっても神はその愛と力によって議会軍を擁護し
てくれることをスパーストウは訴えるのである。あるいは “Former expeiences 
of Gods rich goodness unto us are alwaies to be improved to our support in present 
difficulties.” （34）での「現在の苦境」は1644年11月5日現在においてピューリタン
が直面している苦境である。また “our own counsels were as a darke cloud that 
gave no light.” （35）も出口の見えないピューリタンの国王軍との戦いへの言及であ
る。また，上院議員に対しての「社会全体の改革において際立て」 （36）での「社
会全体の改革」はピューリタン革命である。その「社会全体の改革」について
スパーストウは次のように言う。

It’[public reformation]s a worke which in its perfection, is full of glory, and beauty; 
but in its beginning and infancy, full of difficulty: a worke whose top-stone is brought 
forth with shoutings; but its foundation laid with discouragement and opposition; and 
therefore requires such a measure of zeal and affection in all who are builders,... （37）

　
社会改革の初めにおける阻止と反対はチャールズ一世派からピューリタンに対
するもので，「建設者」はピューリタンである。ここでの「社会改革」はピュー
リタン革命であることは言うまでもない。それは，革命はその初めにおいては
困難を伴うがあきらめずに最後まで戦えというスパーストウのピューリタンへ
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の激励となっている。「崇高な仕事」であるピューリタン革命に際し，他人の暴
力や激怒を恐れるなともスパーストウは言うが，「他人の暴力や激怒」は国王軍
からのものである。「改革」については次の表現もある。

...in these reforming times be eminently zealous, and full of courage in every 
concernment of God, and his Church. （38）

「これらの改革の時代」はピューリタン革命の時代で，スパーストウは革命にお
いて勇気ある行動を訴える。また，以下ではピューリタン内部の独立派以外の
様々な宗派が現れた結果，ピューリタン内部での意思統一が困難となり，
ピューリタンの団結心が弱体化することへの危惧の念をスパーストウは表明し
ている。

...be eminently in your [the Lords’] zeale for reformation, in suppressing of those 
monstrous births of opinions which every day multiply, to the shaking of the faith of 
the weake, to the perverting of such as were hopefull, and the strengthning of the 
hands of others in their iniquities. （39）

また，“how will division in judgements and ends, in such a Body as yours[the Lords’] 
quicklyprove prejudiciall not to your selves onely, but to the whole Kingdome for 
whose good you are now met? ” （40）でもスパーストウはピューリタン内部での「分
裂」が革命の将来へ悪影響を及ぼすことを指摘している。また，上院議員の団
結心を訴え，内乱で混乱するイギリスの現状を “a reeling and tottering 
Kingdome” （41）と表しているが，「ふらつく，よろめく王国」はまさしく国王軍
との戦いで決着のつかない1644年11月5日現在のイギリスの状態である。戦い
の行方が不透明な1644年11月5日現在において議会軍に一致団結をもって国王
軍と戦うようにとスパーストウは訴える。

...so you [the Lords], though the glory of your House [of the Lords] be not so great as 
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formerly, nor your number so many; may yet, if you aime all at one common White, 
and make the publique good, without respect to private interests, to be the results of 
your counsell, effect more and greater things for Gods glory, and the Kingdomes 
happinesse, then ever yet have been done. （42）

「一つの共通の白」とは国王軍打破であり，「公共の利益」とはチャールズ一世
王朝崩壊後のイギリス国民全体の「利益」である。
　このようにスパーストウの説教の随所にピューリタン革命への言及が見られ
る。スパーストウにとって火薬陰謀事件の主役たるジェームズ一世は眼中にな
い。彼の関心はただ一つ，いかにして進行中の革命でピューリタンを勝利に導
くかである。当日午後の説教ではストリクランドは議会軍と国王軍との戦場に
も言及し，ピューリタン革命でのピューリタンの勝利を確約した。それは
ピューリタンには絶えず神の加護があるという主張に依っていた。スパースト
ウの説教でも彼は盛んに「神のすぐれた慈悲」や「神の祝福」を繰り返し，神
の慈悲や祝福によって議会軍は革命において勝利すると上院議員に確約してい
るのである。火薬陰謀事件を論じるときのスパーストウに熱意は感じられない
が，国王軍との戦いを論ずるときのスパーストウはピューリタンとして激しい
熱情を見せる。スパーストウの説教の冒頭に掲げた「エズラ記」における「救
出」は革命における窮状からの議会軍の「救出」をも示唆する「救出」でもあ
る。

むすび 

　スパーストウの火薬陰謀事件説教は単なる火薬陰謀事件説教ではなく，説教
が行われた1644年11月5日現在のピューリタンが直面している国王軍との戦い
をも考慮に入れなければならない説教である。スパーストウにとって火薬陰謀
事件だけを扱うことはできない。なぜなら火薬陰謀事件だけを扱えばその説教
は事件を計画したジェズイット糾弾で終わることはなく，事件の最大の被害者
となるはずだったジェームズ一世賞賛の説教となるからであった。スパースト
ウは確かに説教で火薬陰謀事件の凶悪性や事件の背後にいたカトリック教会を
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批判しているが，その批判は従来の批判の反復にすぎない。スパーストウの説
教の真の狙いはピューリタン革命においてピューリタンを鼓舞することであっ
た。1644年11月5日までの国王軍との戦いがいかなる状況にあったかがスパー
ストウの火薬陰謀事件の重要な背景となっている。それまで国王軍との戦況は
必ずしも議会軍に有利に展開してはいなかった。ピューリタンが「聖戦」とみ
なした国王軍との戦いは先行き不透明な様相を呈していた。翌1645年6月14日
のネスビーの戦いでクロムウェルが国王軍から決定的な勝利を得て内乱は終結
に向かうが，1644年11月5日までは議会軍，国王軍のいずれが勝利を得るのかは
まだ不透明であった。そのような背景を考慮するとスパーストウは火薬陰謀事
件説教を従来と同じ火薬陰謀事件説教としては済ませなくなっていた。なぜス
パーストウが11月5日に火薬陰謀事件説教を行ったのかは定かではない。事件
の凶悪さ，事件実行者の残忍さを聴衆に訴えてもそれは強烈なインパクトを与
えない。上院議員も火薬陰謀事件だけについての説教を期待していたわけでは
ないだろう。火薬陰謀事件をのみ論ずれば当然のことながら事件の主役の
ジェームズ一世への賞賛も論じなければならない。火薬陰謀事件からスパース
トウが得たものは事件への神の関与，神の慈悲である。その神の慈悲が国王軍
との戦いでも現れ，それが最終的には議会軍を勝利へ導くことをスパーストウ
は聴衆に確約しているのである。火薬陰謀事件とピューリタン革命を結びつけ
ているのが神の慈悲である。スパーストウの説教は火薬陰謀事件を扱いながら
も実は革命での議会軍を強力に援護する説教であった。ともすれば議会軍は国
王軍に敗れるかもしれない。その不安を払拭する必要がスパーストウにはあっ
た。先行き不透明の国王軍との戦いに際し議会軍の勝利の確信を聴衆は望んで
いた。スパーストウの説教の真の狙いは革命の勝利の確信を聴衆に与えること
にあった。スパーストウの説教の後，午後には同じピューリタンのストリクラ
ンドが上院で火薬陰謀事件説教を行った。下院でも同じ日にやはり二人の
ピューリタンが火薬陰謀事件説教を行っていた。つまり同一日に4人のピュー
リタンが火薬陰謀事件説教を行っていたのである。なぜ4人ものピューリタン
が同一テーマで説教を行ったのか。その経緯は推測の域を越えないが，国王軍
との戦いの行き詰まりの打開を図ったピューリタンが，戦いはピューリタンに
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とって決して不利な状況にあるのではなく，むしろ勝利へと進んでいることを
上・下院の議員に訴えたかったからに他ならない。国王軍との戦いはピューリ
タンにとっては死活問題であった。今流に言えばアジ的説教の感もなきにしに
あらずのスパーストウの説教であるが，見方によってはスパーストウがピュー
リタン革命勝利への執念を国王軍に見せつけている説教でもあった。

注

茨　4編 の 説 教 と は  William Spurstowe, Englands Eminent Judgements, Caus’d by the 
Abuse of Gods Eminent Mercies (London, 1644), John Strickland, Immanuel, or The 
Church Triumphing in God with Us (London, 1644), Anthony Burges, Romes Cruelty 
and Apostacie (London, 1645), Charles Herle, Davids Reserve and Rescue (London, 
1645) で あ る。こ れ ら4編 の 説 教 は Robin Jeffs ed., Fast Serrmons to Parliament 
(London: Cornmarket Press, 1971) , Volume 14に収録されている。Strickland の説教
については高橋正平 「ピューリタンと火薬陰謀事件説教― John Strickland の火薬
陰謀事件説教における “God’s presence” と “Deliverance ―”『人文科学研究』（第127
輯，平成22年11月），pp. 29-64で論じている。

芋　こ の 一 節 は William Spurstowe, Englands Eminent Judgements, Caus’d by the 
Abuse of Gods Eminent Mercies (London, 1644), p.1 に引用されている。

鰯　このタイトルの綴りは元々の綴りで，Fast Serrmons to Parliamen では上記の
綴りとなっている。
允　Spurstowe, p. 15.
印　“fast sermon” については Christopher Hill, The English Bible and the Seventeenth-
 Century Revolution (London: Penguin Books, 1993), pp. 79-108や Hugh Ross Trevor-
Roper, Religion, the Reformation, and Social Change (London: Macmillan, 1967), 
Chapter 6 で 詳 し く 論 じ ら れ て い る。ま た，Hill, The Collected Essays of 
Christopher Hill, Vol. 2 の “Religion and Politics in 17th  Century England” でも “fast 
sermon” について言及している。

咽　Spurstowe, The Epistle Dedicatory. 
員　Ibid., p. 2.
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