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性格不一致の離婚とその起源：
ミルトン離婚論と現代離婚観の宗教性

鈴　木　繁　夫

１　罰則の有責主義から救済の破綻主義へ
　離婚によって当事者の名誉が汚されたり、当事者の人格が疑われたりするといった見

方は、21 世紀初頭の先進国では急速に消えつつある。現代社会で生活する上において、

目の前にいる人に離婚歴があるかどうかは、かつてと比べればそれほど大きな関心事で

はなくなっている。

　まず離婚件数からいえば、2013 年には日本でも離婚率は年間で 1.9 件（人口千人あた

り）で、英国の 2.0 件に肉薄する離婚大国になりつつあり、婚姻件数と離婚件数を比較

すると、おおまかにみてもカップルの三組に一組は離婚していることになる。1 

　これは、自分の周囲に離婚歴をもった人がいないほうが不思議といえる数である。離

婚に対する許容度についても、英国、日本ともに、「離婚は正しい（認められる）」とす

るものが現在では 65% を超えているが、これは 1990 年の 30% 強という数字と比べると、

21 世紀に入り二倍にもふくれあがっていることになる。2 

　これほどまでに離婚率が高くなり、また離婚への許容度も上がっている大きな社会的

背景はどこにあるのだろう。そのひとつは、夫婦個人の意志や欲望への加重な尊重であ

ろう。1960 年代以降、夫婦が単独でかけがいのないひとつのグループとして、公共領域

から隔離されていくと同時に、情緒的満足が得られる安らぎの場として認識されるよう

になっていった。都市化が進み地縁から切り離され、個人は共同体からの縛りを、精神

的にもその振る舞いにおいても受けにくくなり、個人が第一義的に帰属する社会集団も、

会社組織のような効率と機能を重んじる場となり、自らの能力の値打ちがたえず問われ

また問うていくことが慣習化していった。また地縁からの自由という状況に加え、20 世

紀末に実現した高度消費社会は、私たちの欲望を瞬時に満足させる社会インフラを提供

し、多額の金銭を所有しウェブへの豊富な知識があれば、欲望の満足度は限りなく高い

度合いで上がっていくようになっている。そこでは自己責任という言葉がプラスの意味

で日常的に流通するようになり、共同体の因習的なメンタリティの桎梏から解放された

個人が、自らの意志に従って、自分自身の欲望を満足させるべく、効率的で自分の能力

にあった人生を送ることが幸福なのだという価値観が支配的になってきた。

　しかし個人の意志や欲望への加重な尊重が可能となり是認される、そうした背景を支

える構造はといえば、社会という本来であるなら二様な世界のうちのその一様が、そぎ
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落とされた形といえる。社会の二様性とは、聖と俗、ハレの時とケの時であり、二様性

の支柱となっているのは、前者を司る宗教と後者に関わる国家である。二様のうちの一

様のそぎ落としとは、宗教が国家から閉め出され、社会という場においてもその支配領

域を狭め、私たちの意識から時間的には薄められ、空間的にも後退するということであ

る。

　この一様化を英国に焦点を絞り、結婚・離婚という社会儀礼に沿っていうなら、英国国

教会の会員数の激減（全人口のわずか 2%）、教義に従った教会での挙式への無関心（出

生児 88% は幼児洗礼を受けない）、婚姻届の不提出による事実婚の増加、教義の規定遵

守よりも司法的合法性を重んじる離婚手続ということになる。3 人々の心のよりどころ

としてあるのは、キリスト教の神という超越的存在ではもはやなく、個人の意志と欲望

という内面的なものに著しく傾斜している。こうした心性を＜世俗化＞という用語でく

くり、超越的なものに眼を向けず、ひたすら「ケの時」を生きる実践的人間を＜都市世

俗人＞としてえぐり出したのは、神学者ハーヴィー・コックスであった。4 

　コックスの指摘は、1965 年、20 世紀中葉においてであったが、60 年代当時ですらも、

トーマス・モアの娘（カトリック）がルター派の男性との結婚を断固反対された 16 世紀

中葉と変わらず、宗派をまたいだ結婚は難しかった。しかし、コックスの描き出した人

間像は 20 世紀末には先進国世界に浸透し、21 世紀初頭には大衆レベルでもすんなりと

受け入れられ、実現化している。自分の行為について神の摂理や運命の支配といったよ

うな議論を持ち出さず、不可視の神の世界（聖・ハレ）ではなく現世（俗・ケ）にのみ

関心は向かい、世界は神秘的なものによって閉じられた世界ではなく、自分の手でどこ

までも開拓可能な場であり、超自然的なものは常軌を逸したオカルトとして忌避する。

聖と俗の二極が生活世界を支配するという 20 世紀中葉まで続いてきた歴史は、ここにお

いて俗が一元的に生活世界を取り仕切るようになり、＜都市世俗人＞こそが良識のある

社会人となってしまっている。

　＜都市世俗人＞が社会趨勢として圧倒的多数を占めるようになったことに連動して、

国の政治そのものも個人の意志・欲望を、全面的といってよいほどに尊重し、個人の意

志・欲望の肥大化に沿うような方向で動いていった。その典型が、1996 年に成立した英

国の家族法法（Family Law Act）である。ここにおいて、夫婦の一方が「内省と熟慮」

の末に、「不治的に破綻し、終了しつつある婚姻」（第一編第一条（C）および第二編第三

条（1）（a））だと判断し、「当該婚姻は破綻したと確信する陳述が、夫婦の一方または双

方によって」（第二編第五条（1）（a））裁判所でなされた場合、裁判所は、申し立てた当

事者の意志と望みを十分に確認する手続きを経て、離婚解消の命令を出せるようになっ

た。5 この法により、夫婦間のどちらか一方が、結婚継続が何らかの理由で困難である

と判断した場合には、離婚することが可能になった。
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　この改正が行われる以前の最新の離婚法（1969 年離婚法改正法）では、夫婦のどちら

かに婚姻関係を継続させることも回復させることも困難とするような有責行為があるこ

とが離婚の条件となっていた。6 離婚事由として該当する有責行為は、姦通や遺棄・失

踪などの精神的にも肉体的にも苦痛をもたらすような行為で、ここでの前提は、離婚す

るためには原因責任が必要ということであり、法が依って立つ基本的信念は離婚は有責

配偶者に対する制裁とする考え方であった。離婚するには有責行為が犯され、それが証

明されなくてはならないことを、法学では有責主義というが、私たちがこれから問題に

する 17 世紀においても、いやそれ以前も離婚と有責主義とは切り離すことのできない双

胴の観念であった。

　ところが、この何世紀にもわたって信奉されてきた観念を 1996 年家族法法が覆した

のだ。そこで定められた離婚法では、配偶者の一方が「不治的に破綻し、終了しつつあ

る婚姻」だと判断すれば離婚が可能という道を開くことによって、配偶者に該当するよ

うな客観的な有責行為がない場合でも、主観的にこの結婚は破綻していると感じれば離

婚できることになった。日常の言葉で言えば、たんに相手が嫌いになった、あるいは相

手と性格が合わないので生活が続けられないと感じたということだけで、離婚ができる

ようになった。有責行為なしには離婚認定不可とする伝統的観念がここにおいて完全に 

覆され、破綻しているという実感があれば十分な離婚原因とする破綻主義が採用され

た。離婚は有責への制裁ではなく、不幸な結婚への救済措置として位置づけられるよう

になったのだ。

　有責主義から破綻主義、制裁から救済への乗り換えは、時代の趨勢にかなう合理的な

変更であるように日本では受け取られる傾向にあるが、EU では必ずしも肯定的に捉え

られていない。7 英国に先立ち、破綻主義へとドイツは 1976 年、フランスは 1975 年（た

だし一過的に 1792 年）に転換しているとはいえ、別居期間の規定などが入り、破綻主義

が積極的に是認されているわけではない。8 個人の意志・欲望への尊重が西欧の趨勢で

あるとするなら、また近代化はその精神上の性格として、宗教的なものからの離脱と特

徴付けられるとするなら、破綻主義による離婚救済へすんなりとシフトしてもよいはず

だが、それができていないのだ。その理由は、破綻主義への全面的な転向は、世俗のみ

への忠実な追従となり、それは国家基盤を揺るがす元になるという危惧が潜んでいるか

らだが、それだけではなく、宗教的なものに依拠しない制度設計の難しさを表している

とも考えられる。なぜなら、そもそも離婚が有責行為なしには不可能というのは聖書に

由来する考え方だからだ。

　聖書において、「人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見

いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。」

（「申命記」24 章 1 節）となっている。ここでいう「恥ずべきこと」とは姦通などの性的
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な交わりをさしているというのが標準解釈になっている。9 有責行為を妻が犯した場合

には、夫は妻を離婚ができることが規定されている。これを受けて教会法では、たとえ

ば「妻が姦淫を犯したという証人がいる場合、妻が夫の和解を求めても、妻を追い出す

ことができる」とある。10 ただし教会法は、新約聖書に立脚しており、教会法を支える

共同体としてのカトリック教会は、ユダヤ教から脱皮し、ユダヤ教よりも優れた唯一の

宗教と自負していたから、「申命記」に記載されているような旧約聖書の律法をそのまま

踏襲してはいない。教会法は、別居のみを認め、旧約聖書の「申命記」とは異なって離

婚することそのものを許さない。これは、カトリック教会と教義がきわめて近い 19 世紀

中葉までの英国国教会の基本的立場であり、国教徒が従うべき規範となっていた。11 

　別居することは許しても離婚は許さない、したがって一度結婚したなら離婚はできな

いという条規は、新約聖書が起源になっている。イエスは、離婚は何らかの事情があれ

ば認められるのか、そうでないかを問われ、

「あなたたちは読んだことがないのか。創造主は初めから人を男と女とにお造りになった。」

そして、こうも言われた。「それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体とな

る。だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。従って、神が結び合わせてくださっ

たものを、人は離してはならない。」（「マタイ福音書」19 章 5-6 節）

イエスは、神が人を男と女に創造し、「男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体とな

る」（「創世記」2 章 24 節）という人間の原初のあり方にさかのぼり、神が一体としたの

だから、それを人間の力で引き裂く、つまり離婚することはできないと教えている。こ

れが別居はできても離婚はできないことの法源である。離婚できないということは再婚

はありえないわけだから、『ジェーン・エア』に見られるように、離婚する行為に出た

人、別居し事実婚している人に対して、英国では執拗と思われるほどの嫌悪を示し、ま

たこういう行為をする際には、ヘンリー八世やジョージ四世の例からわかるように、現

在からすると神経質なまでに過敏になっている。

　こうしてみると有責主義から破綻主義への転向は、考え方の単なる乗り換えといった

レベルのことではなく、旧約・新約聖書のそのどちらにも根ざした考え方、つまり有責

行為があれば離婚が可能という考え方と、有責行為があっても離婚はできないという考

え方の、その双方にそぐわない方向に踏み出す涜聖的意味合いをもっているのだ。もう

少し広い文脈でいえば、超越的なる神という存在があり、人間を含めた宇宙を神が創造

し、被造物としての人間は神の意にかなうような生活を送ることが幸せという価値観そ

のものを括弧に入れて、その価値観を肯定するか否定するかの判断をいったん中止し、配

偶者間の感情的な関係に重心を置き、二人の関係としてどうするか決めるという人間感
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情優位に転向するということなのだ。逆にいえば、離婚しない条件とは、配偶者が家庭

において情緒的満足を得ており、夫婦・家族関係に特段の不満を抱かず、不満があって

もそれなりに処理されている状態ということになったのだ。この新しい事態を、レヴィ

＝ストロースの言い方を借りて、聖と俗という二様の構造からいうなら、未開人の神話

的思惟からすっかり抜け出しきったと信じて疑わない、進歩的な人間こそが破綻主義の

離婚を素直に受けとめられる近代人ということになる。

２　源制としての結婚規定と心の一致というミルトン離婚論
　しかし、宗教がらみの有責主義から転向して、人間の意志・欲望の尊重をまるで人間

への尊厳とするかのような破綻主義に傾倒することは、社会の二様のうちの俗なること

への礼讃になるのだろうか。マックス・ヴェーバーは、資本主義というきわめて俗なる

経済史上の現象の誕生には、射利心といった俗なるインセンティブや、商業発展を促す

外的環境があったからではなく、カルヴィニズムの預定説があったからであり、預定説

こそ資本主義形成に必要な人間の精神的構えを形成したと指摘した。資本主義という一

見すると俗なるものは、プロテスタンティズムという聖と切り離せないことを解き明か

している。俗なるものが生成するための萌芽や養分として、聖なるものがあったように、

破綻主義への転向も、俗が聖を駆逐したことの結果として起こったのではなく、宗教的

視点において説明しえるのではないだろうか。事実、破綻主義を英国において最初に唱

道したのは、ピューリタンの信仰篤きジョン・ミルトンであった。

　ミルトンは生涯にわたり三度の結婚を経験しているが、初婚（1642 年）の経験は衝撃

的であった。結婚後わずか数ヶ月で妻が実家に戻り、ミルトンの元には帰らないという

妻による遺棄体験があった。12 この体験におそらく触発されて、ミルトンは『離婚の教

義と規律』（1643 年）を執筆し、それに続いてわずか二年のうちに、他に三冊の離婚擁

護論を出版する。これら四冊の離婚論の論調は、揺れることなく一つの明確な信念で貫

かれている。

　神が原初において人間に結婚を命じたとき、その目的は「男と女とが適切に楽しく交

わり、その交わりによって、男は孤独な生活という害悪にたいして慰めをえ、元気づけ

られるため」（『教義と規律』235）であるはずという。13 魂のレベルにおける深い知的

な交流、一緒にいて楽しいという感情的交流、体感の疎通、性器性交のエクスタシーま

でも含んだ広い意味の慰めが夫婦の交わりとして、結婚には保証されているというのだ。

そしてそのような広義の交わりを妨げる最大のものは、「妻に何か恥ずべきことを見いだ

し、気に入らなくなった」（前出「申命記」）こと、「恥辱、つまり心の不一致」（『教義と

規律』244）だという。「申命記」に離婚理由として挙げられていた「恥辱」が、姦淫を

犯すという有責行為ではなく、「心の不一致」という感情的破綻だと、ミルトンは解釈す
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るのだ。

　性格が不一致であるなら離婚は許されるというミルトンの主張は、カトリック圏では

いうまでもなく英国国教会においても公に事実上初めて聞かされる意見であった。すで

に引用したイエスの言葉からもわかるように、離婚に先立ってあるはずの結婚は神の絆

によって結びあわされたものなので、それを人間の力によって切り離すことはできな 

い。離婚ができるのは結婚の絆がそもそも無効であった場合のことである。二人の肉体、

人格、同意などが絆を結ぶにふさわしくないような場合にだけ、結婚式は挙げても結婚

そのものを成り立たせる要件を欠いていたとして結婚は不成立なので、結婚式は無効と

され、離婚（結婚していないのだから離婚はありえないが、便宜的にこの場合も離婚と

いう言葉を使う）ができた。こういうカトリックの伝統的聖書解釈からすれば、結婚の

要件を満たし、結婚式を挙げ、結婚生活を送りながら、生活をしてみたところ性格が不

一致だと判明したので、その場合には性格不一致を理由に離婚可などという議論―も

うこれは神が結びつけた絆への信じがたい冒涜であった。事実、ミルトンは、「離婚主

義者」としてレッテルを貼られ、「放埒、珍奇、危険」（『判断』436）だと取りざたされ

た。14 

　ここで誤解してはならないのは、ミルトンのこうした主張は、なんとなくこう感じる

からという雑感に基づいた意見ではないことだ。結婚－離婚にまつわる聖書のテクスト

の解釈を歴史的にも同時代的にも追いながら、宗教的にも知的にも格闘した末に出てき

た結論だ。それは一言でいえば、なぜ離婚は禁止されているのかというその起源にまで

さかのぼり、「性格」が不一致で、結婚が「安らぎの場」でないなら、離婚は可能という

起源を、新たに構築する行為であった。

　『離婚の教義と規律』の冒頭部分で最初に単刀直入に論じられるのは、離婚とは宗教

的にはどういうことなのかという教義でもなければ、離婚はどういう場合にできるかと

いった規律でもない。結婚の目的は何かということである。

　ミルトンは、聖書が語る原初の時点に遡及して、「聖書的真実」はこれだと突きつけ

る。結婚には起源があり、起源における状態は、結婚の本質的な目的をも説明しうるの

だと考えている。結婚を「神が初めて命じた」時点まで歴史をさかのぼれば、結婚とは

そもそもどういう「目的」で神が人間に定めたのかが自明になる。起源の時点とは、神

が最初の人間アダムの創造を終えた時点だ。自明になる起源の時点を顕微鏡でみるよう

にもっと詳しく特定してみると、ミルトンによれば、「孤独な生活」への「慰め」が確

立した時点である。それは、「人が独りでいるのは良くない。彼に合う助ける者を造ろ

う。」（「創世記」2 章 18 節）という言葉が発せられた瞬間だ。この瞬間こそが、起源点

なのだ。

　ミルトンはこの聖句を「婚姻の第一義の制定」（prime institution of matrimony 『四弦』
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587）、「神聖な制定」（divine institution 『四弦』612）、「神の制定」（God’s institution 『四

弦』598）、あるいはただたんに「制定」（institution 『四弦』663）などとよび、結婚につ

いての議論をするときに、読者との間の符牒ででもあるかのように、「制定」という言

葉を頻発させている。15 ミルトンの論敵が、ミルトン離婚論の議論支柱は「申命記」の

モーゼ法（24 章 1 節）にあると述べたことに対して、ミルトンは起源点は「申命記」で

はなく、この制定だときちんとことわっている（『矯正』744）。

　制定の原語インスティテーションとは制度や組織などを設けることだが、その語源は、

ある限られた空間の内部（in）になにかを打ち立てる（statuo）ことである。人間の世界

という内部において、結婚という制度とその目的を根源的にこの聖句は打ち立てている

のだ。結婚の根源的本質は、創造の「原
ウ ル

＝始源」（ur）における制定のなかに保存されて

いる。だからこの聖句は、たんになにかを「制定」するというよりは、それに続くあら

ゆる結婚とその目的を規定している「源制」といえる。

　この源制が指し示している「独りでいる」とは、「女なしに独り」（『四弦』595）でい

る男の状態をさしている。また源制が語っている「彼に合う助ける者」と呼応するよう

に、アダムは「わたしの骨の骨／わたしの肉の肉」と述べている。「骨」も「肉」もエバ

がアダムの肉体から造られたことだけに限定して、アダムが考え述べているわけではな

い。「骨」も「肉」も、「神がアダムに授けたくださった配偶者との適合が本物であるこ

と」（『四弦』602）、女との間に肉体（「自
ネイチャー

然性」）から精神（「人
シ ヴ ィ ル

間性」）にいたる広い領

域における相性をいいあらわしている。人間アダムが最初に発した「骨」と「肉」とい

う言葉は、神の言葉に的確に応答をしていると考えるのだ。

　的確な応答はここにとどまらず、神の言葉同士の間にも反映しているとミルトンは考

える。「男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる」（「創世記」2 章 24 節）。男

は、父母とは別な人間である女と結びつく、それも「精神と性分がともに一致」（『四弦』

605）した女と結びつくことを指していると考えるべきなのだ。そしてそれこそが結婚が

成り立っているかどうかのリトマス試験紙になる。妻との間に肉体的に交わりがあるか

どうか、そういう交わりをもたせるだけの魅力が女としてあるのかどうか、妻として子

を産めるか、子孫をどれだけ残せるのかといったことは、夫婦間において「一致」があ

るかどうか、「和合」が実現しているかどうかという事実の前には、二義的な意味しかも

ちえない。

　結婚における肉体の交わりにくわえて、孤独の癒し、和合といった精神的交わりまで

も射程にいれるという視点は、結婚が何のためにどうして始まったのかを記述する聖書

の聖句をきちんと読解すれば当然のことなのだ。

結婚あるいは婚姻は、……神にとっては受けいれやすい軛をともにすること、一緒になる
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ことです。そうなることで二人そろっては友好と正直のうちに暮らし、一方が他方を助け、

あるいは慰め、娼婦や不浄をことごとく避け、神を畏れる子供たちを育てるのです。それ

はこうもいえます。神の定めにしたがってカップルになることで、二つの人格がひとつの

肉になり、ひとつは二つに割れることはないのだと。16 

これはミルトンの離婚論からの引用ではない。ミルトンに先だって40年以上も前に出版

されたピューリタン、ロバート・クリーヴァーによる家庭論のなかの一節である。「一

緒」は孤独の癒し、「友好」は和合、精神的一体は「二つの人格がひとつの肉」と対応し

ているから、出典を伏せればミルトンの議論として十分に通用する。

　「一体」という言葉に充填されているのは、夫婦双方の心が「一致する」（『四弦』594, 

600, 605）ことによって、それぞれの「寂しさ」や「理性的燃え」（『四弦』597-598）が

癒されるという意味なのだ。このような意見なら、多少のニュアンスの違いやアクセント

の置き方が異なってはいても、ルター、カルヴァンからグローティウスに至るまで、つ

まりほとんどのプロテスタント神学者たちは賛同することができた。事実、ミルトンが

離婚論のなかで高く評価している神学者ファーギウスも積極的に肯定している。ファー

ギウスは肉的なことだけに意味を限定することを、彼の口調としては珍しくやや辛辣に

批判している。

この箇所の「肉」は、どこかの馬鹿者たち［カトリック］が註解をしているように、肉体

的結合［性交］のことなどではなく、もっとずっと狭い意味で、生を共にすること、生の

仲
ソ キ エ

間関
タ ー ス

係があることなのです。あらゆることのなかでも、生とは、二人にとっては、まさ

に相
コムムーニオー

互参加、同
コーンソルティウム

胞交流（consortium）なのです。17 

「一体」は、肉体のみならず精神の領域までをもカバーすると解釈するのは、ミルトンの

独断ではないのだ。この二つの聖句は精神の次元までいわば格上げされている。そして

この意味を梃子にして、今度はひるがえって、結婚をしているなら、夫婦の心がいつも

和合し、夫の孤独はたえず癒されるはずであるという効果が、結婚にかならずともなっ

ているはずだということになる。そのネガとして、和合がなく孤独が癒されないなら、

そうした結婚生活はどれほど悲惨かが強調される。ピューリタンの第一世代に属するヘ

ンリー・スミスは、すでにミルトンが生まれる前、クリーヴァーと同じ頃に、心の一致、

持続的愛の和合を述べながら、和合がない場合に生じる悲惨の大きさについて言及する。

結婚はラテン語でコンユンギウムといいますが、その意味は、一緒につながれる、共に結

びつくということです。つまり、心が共に結びつき、また愛が変わらずにつながれること
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なのです。ですから外見や名目だけでは結婚とはなりません。そんな結婚は、腹中の二匹

のまむしのように同じ屋根の下に暮らすことになり、きっといつかどちらかが相手に嫌気

をさすことになるでしょう。18 

またピューリタン牧師ロジャーズも、まったく同じ考え方をしている。

夫婦の心も気持ちも二人が一つの肉になるという、どんな一致にもおよばぬ一致へと、互

いに同意しているのです。……心の同感がえられない場合には、死骸と共に鎖につながれ

ているようなものです。19 

結婚は内面においても保障されていなくてはならず、内面の状態とは心が一致している

ということなのだ。そして内心が一致していないことがどんなに悲惨かは、まむし、病

気、場合によっては腐臭漂う死骸と接触する気味悪さ（ミルトンも同一の比喩を離婚論

で使っている）にも等しいと理解されている。

３　契約神学の前提と疑似宗教的離婚教義
　ミルトンのスタンスは、これまで大半の人々が結婚の起源を誤って読んでいるがゆえ

に生まれた離婚不可という通念を破り、正しい起源の捉え方を提示しつつ、従来の誤っ

た通念に代わる正しい結婚観・離婚観を教えることに向かっている。

　ミルトンの離婚論は、時代の風潮という空気からなんとなく生まれる感情の発露では

なく、基準となるテクストを読み、テクストを構成する言葉をたどりながら、そこに書

かれているあるがままの内容を読みとろうとする姿勢から導きだされた結論といってよ

いだろう。ミルトンは、伝統的解釈に対して、解釈の元となるテクストにさかのぼり、

そこに隠されている真理を探りあてようとする、プロテスタントに特徴的な聖書主義者

なのだ。伝統的解釈を裏側から支えている硬直しきった空気を思想的にときほぐし相対

化し、結婚－離婚への本質に向かって自覚的に掘り進める誠実な信徒なのだ。これは、

ミルトンが、教会の権威がそう教えるのだからそれは正しいと黙従的に受容する信仰態

度（黙従的信仰［fides implicita］）から決別し、教会の教理について自発的に考え明白

な理解にもとづく信仰（明示的信仰［fides explicita］）をもっていることを示す素晴らし

い証拠ということになる。離婚論のなかで、ミルトンの語り口がどことなく攻撃的、そ

して時には挑発的であるのは、硬直し陰湿な慣習や伝統の落とし穴にはまっている人々

を覚醒してようとしてのことである。居心地がよい安全地帯に無自覚のうちに逃げこむ

ことをミルトンは許さないのだ。

　このような読み方を支えている一翼は、人間は一個の責任ある理性をもった主体とし
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て、神の恩寵契約のもとで道徳的完成を目指し、救いへと至ることができるとする契約

神学の発想が前提になっている。契約神学というのは、救いについて人間の側から徹底

的な無力を説いたカルヴィニズムの預定説を修正したもので、イングランドのピューリ

タンたち、なかでも独立派として括られる信徒たちが依拠した教義である。20 神はアダ

ムとその末裔たちに、道徳法を遵守するのと引き替えに永遠の生命を約束したが、アダ

ムは禁断の木の実を食べて、遵守という業による契約を反故にしてしまった。この後に、

神はアブラハムと新たな契約を結ぶが、その契約内容は、人間は堕落したとはいえ、道

徳的完成にいたるための理性と意志がいまだに備わっているのだから、おのおのが神へ

の「明示的信仰」を持つということであった。滅びの預定は含まれておらず、救いは人

間の側の不断の信仰にかかり、人は神に積極的に関わっていくような生が必要とされる。

人間は原罪を背負っているにもかかわらず、人間の側の信仰により救いへの道が開かれ

ており、その道が開かれているからこそ神の眼からみて正しい生を送らねばならないの

だ。21 その意味で、次のミルトンの結婚の定義は、まさしく契約神学を結婚という生に

当てはめた場合の本来のすがたを言い当てている。「結婚とは、ひとつの契約であり、ま

さにその存在意義は、同居が強制されることでも義務を型どおりに果たすことでもなく、

偽らざる愛と平和にあります」（『教義と規律』 254）。

　契約神学では人間の側の主体性の確立に加え、他の一翼として、わざわざ人間と契約

を結んだ神の意志には根本的に恩寵があり、その恩寵は旧約の時代にも及んでいるはず

だから、律法も恩寵の契約の中に包まれていると考える。22 契約神学は、旧約における

律法と新約における福音との間に、ルターが考えたような対立と矛盾を見ない。福音に

よって律法は破棄されたのではなく、律法は福音の立場から理解されることによって、

キリスト者の生活を導く法となりうると考える。その意味で『教義と規律』の表表紙の

タイトルが「離婚の教義と規律：聖愛
4 4

の規準にしたがって」（傍点筆者）というのもう 

なずける。聖愛の規準とは、福音の立場そのものであるからだ。

　ここで福音の眼差しは停止しない。既成事実に聖書的真実をぶつけて、聖書的真実を

ぐいぐいと既成事実にねじ込んでいき、既成事実の歪みを正すことが、明示的信仰を

持った人間には必要なのだ。これには不安がともなう。ちょうどソクラテスのように、

既成の学説集団から狂気扱いされ、政治集団からは社会秩序破壊者としてレッテルを貼

られ、最後には毒杯を呑むことを余儀なくされられるかもしれないからだ。しかしだか

らといって「不安のなかへとさらにいっそう踏みこんでいくことを好まない」（『四弦』

583）状態は、放置されるべきではない。思考停止に陥っている識者たちが、事実上、「知

らんぷりをしたり、文字がわからないために憶測したり」（『四弦』584）しているなら、

誰かが聖書的真実を現行の事実に届かせるアクチュアルな発言をしなくてはならない。

　福音の立場から見た聖書的真実は、釈義という文字の空間にとどまっているのではな
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く、伝統的価値観に呑みこまれている日常生活をどう改定していくかに連なっていく。

人生の個々のケースにとって適切な指導と援助とを聖書は与えてくれるので、日常生活

の様々な場面で経験する個々の事態に対して、神の意志が明白に啓示されている聖句を

当てはめていく。この実践において、人は神の意志に責任ある主体として応答する人格

となり、神の意志に身を捧げて生きる人間となる。この主体的応答を繰り返すことが、

ヴェーバーのいう「救いの確証」を授かることにつながっていく。

　「重要な社会制度のほとんどすべては宗教から生まれた。……社会の観念には宗教の

魂が宿っている」と喝破したのはエミール・ドゥルケームだが、破綻主義という離婚へ

のきわめて新しく思われる観念も、実は契約神学とそれにもとづく聖書釈義がその根源

にあるのだ。23 世俗化した社会のなかで生きる私たちには、そうした宗教教義が見えな

くなっているのにすぎない。さらにドゥルケームは、「宗教現象は、信念と儀礼という

二つの根本的な範疇に分類されるのが普通である」とも述べて、宗教が社会制度として

実在化するとき、制度の参加者はその制度に固有の「信念」という意見・考え方を共有

し、また同時にその信念にそった規
き く

矩にしたがう「儀礼」が執り行われると指摘してい 

る。24 この宗教社会学を家族という社会制度に発展的に応用したランダル・コリンズは、

恋人・夫婦を二者からなる ｢ 聖なるカルト小集団 ｣ として位置づける。恋人・夫婦のカッ

プルが「ある種のミニ宗教［団体］」といえるのは、カップルは他者を排除し、カップル

内において相手は崇敬対象として理想化されて、両者の間だけで通用する儀礼が執り行

われると見なされるからである。25 この宗教教団の教義はといえば、愛の真の対象は世

界のなかでただ一人しかおらず、その愛がある限りその人はどのような物質的な障壁や

精神的な重圧があろうと、すべてに耐え、必ず克服するという信念である。26 そうした

愛を「二人の導き手」（ミルトン『失楽園』12 巻 647 行）として「安息の場」（同）を維

持するのである。つまり『失楽園』にあるような「摂理」ではなく「愛」が、教会では

なく「二者関係」が「安息の場」としてあるという、俗なる聖所が結婚生活なのだ。

　くすしくも 20 世紀末に日本で行われた「国民生活選好度調査」（1997 年）によると、

結婚の利点として男女を問わず圧倒的多数で「選好」されたのは、「精神的安らぎの場が

得られる」という選択肢であった。結婚相手に望む条件として同じく圧倒的多数で支持

されているのは、「性格が合う」であった。27 そして最新の司法統計年報によれば、離

婚申し立て事由のトップは、男性・女性ともに「性格が合わない」になっている。28 ミ

ルトンは結婚生活を「精神的安らぎの場」として考えていたし、「性格が合」わないと判

明したら離婚はできると述べている。ミルトンは20世紀末の成熟した社会のなかで人々

が結婚と離婚について考えていることを 400 年近く前に先取りしていたことになる。し

かし彼の主張は個人の意志・欲望への尊重からではなく、妻は助け手であるという福音

に依拠した聖書的真実に基づいているからである。その主張を伝統的考え方に抗いミル
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トンが繰り返し公言したのは、黙従的信仰をもつ子供ではなく、明示的な信仰をもった

成人の信者だからであった。

　ではミルトンの主張は当時、受け入れられたのだろうか。答えは否である。『教義と規

律』にたいして、匿名氏による反論の書が出版されたが、その冒頭部分には次のような

警告が書かれている。

結婚に起こりがちな不満が生じると、あの意見［性格不一致による離婚可］を取り入れた

り根拠にしたりして、ふらふらした心や気変りしやすい男ならば、それを理由にやってし

まいがちな結婚身分の破棄、結婚身分の乱用をする。29 

このような気まぐれな離婚は、契約神学にたち、責任ある主体として神に向き合ってい

る人間からすれば、想定外のことである。しかし現在はまさにそのような状況にある。

個々人は商品であり、結婚は配偶者という商品を買う行為、結婚生活はセックス、見か

け、幸福という三つの財が消費される場となり、夫婦愛のボルテージは、限界効用逓減

の法則と同じく、年数を経ると共に下がると説明され、「何しろ、人生は一度きり。この

まま好きでもない相手と一緒にとどまっていたら自分が可愛そうです。」と諭されてい

る。30 ここに渦巻いているのは、救いの確かさを超越的なものに求めない、個人の欲望

充足を全面肯定する幸福主義であり、結婚という場において経済的にも心理的にも成功

が収められなければ離婚をという功利主義の勧めである。しかしこうしたきわめて世俗

的発想の淵源には、破綻主義容認の契約神学があり、こうした妥算の勧めの背後には、

二人のミニ宗教という教義が潜んでいるのだ。
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