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排除、増幅、虚証：ミルトン離婚論の神聖修辞学

鈴　木　繁　夫

1．独創性と権威
　「申命記」（24:1）から「マラキ書」（2:16）へ、「マラキ書」から「箴言」（30:21, 23）へ

と、性格の不一致を事由とした離婚は可能という主張を証明すべく、ミルトンの解釈は

縦断していく。1 とはいえ、「箴言」の聖句が「申命記」の聖句と対応しうると明示する

言葉は、あの膨大なテクスト群からなる聖書においてどこにも存在していない。

　現代の私達が手にするような完備された語
コンコーダンス

句索引がなかったこの時代にあっては、聖

書に関する解釈者たちの記憶力、そしてまたその記憶力を用いて聖書内はもちろんのこ

と、教父たちなどの他の権威の語句を相互に関連させる連想力は、今の私達には及びつ

かないほど優れていた。新約聖書に書かれている事柄は、すでに旧約聖書内で不完全な

影の形であらかじめ予想され記述されているという予表論が聖書の解釈法の一つとして

確立していたことからもわかるように、聖書を縦断して異なった書内間の語句を結びつ

け、対比させるという解釈の構えは、思考慣習として定着していた。2 こうした結びつ

けと対比は、新約聖書と旧約聖書とをまたがって行われるだけなく、旧約内の各書間で

も行われていた。したがってミルトンが示す「申命記」の聖句と「箴言」の聖句を結び

つけることは、なんら異様なことではない。しかし、ミルトンの執筆時からやや遅れて

の出版となる、17 世紀における聖書註解の集大成『聖なる批評』では、「箴言」の箇所

を「申命記」の件の箇所と結びつけている解釈者は一人としていない。3 とするとミル

トンの連想力はここで一般解釈から外れたかなり恣意的な結びつけをしていると考えら

れてもしかたがない。言い換えるなら、ミルトンは原典に基づいた精確な解釈、「聖書の

み」（sola scriptura）という解釈原理にしたがいつつも、通例から逸脱する目を見張らせ

るような解釈を離婚論のなかでしているといいうるのだ。それをミルトン自身にいわせ

れば、自らの解釈は「自然にも理性」（『教義と規律』245）にもかなっているのであり、

ミルトンの解釈に耳目を驚かされるような人は、「慣習」と「伝統」（『教義と規律』221, 

『判断』439）にがんじがらめになっているのだという。4 しかも自分の意見はプロテス

タントの有識者によって指示されうるはずのものだともいう。

　16 世紀後葉から 17 世紀前葉にかけては、聖書解釈をめぐって互いに意見交換し、争

点や立場の違いを明確にさせるグループ意識をもった聖書解釈共同体といってもよい教

説集団が活発に息づいていた。5 この共同体を成り立たせていた道具は、出版物という、
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いつまでも文字の形として残り、名目上は誰でも手にしうるハードなものと、講解や討

論という音声によるその場かぎりで消えていってしまうソフトなものとの二つからなっ

ていた。6 この共同体に参加するための明確に規定された資格というものはもちろんな

かったが、語る個人がある主張を活字なり音声なりにするとき、そこには論理性、明快

さ、興味深さといった表現力が要求されたし、他人の生産物を知的に理解するだけの思

考力と、広く生き生きした関心がなくてはならなかった。

　こうした暗黙規定に拘束されながら、聖書にかんする理解を保存したり生産したりす

る集団仲間は名目上は互いに平等な関係にはいるが、メンバー一人ひとりの述懐や著述

は独自の創造である。そして取捨選択が働き、同じ集団内のメンバーによって共有され

るものは正当化される。この共同体は、秘密結社のように語る個人の数が制限されてい

るわけでもなければ、結社内同士でだけ述懐・著述が流通するわけではない。共同体の

なかで共有されている聖書解釈は、ひとつの真理という資格ないしは真理の指標として、

共同体の外にいる一般の人たちへと広め普及させていかなくてはならないし、生活に直

結している政治体制にもそれなりの影響力をもつ必要がある。こうした拡散志向を聖書

共同体が自らの運動のベクトルとして抱えこんでいるということは、語る主体がその著

述の真理や正当性のお墨付きを共同体から暗黙のうちに発行してもらう瞬間に、フー

コーのいう「排除のシステム」が作動し出すということである。7

2．排除から排除される講解と預言者の特権
　フーコーは（1）語ることへの禁止、（2）狂気の分割と拒否、（3）真理の意志という三

つの軸をあげ、それらが相互にどう作用して「排除のシステム」が機能しているのかを

説明している。ここでいう排除とは、たとえばミルトンの時代にあった星室庁が出版の

取り締まりを行い、王政や国教会を批判する文書の出版禁止を行ったといったように、

何かをさせないで圧殺するということではない。もう少し抽象的に言い換えれば、自分

ではない誰かがいて、その人が外部から自分に対して「～させない」という禁止を下し、

自分もその人もともに加わっているとされる共同体から、自分が行おうとしている活動

をさせないというレベルのことではない。

　私は自分が所属する社会の中で流通している言葉を使いながら、その社会内で常識と

して通用する考え方を書きまたは語るときに、確かに私がペンを握って紙に書きつけ、

私が自分の肉声で話している。しかしその私の書物や私のスピーチは共同体で流通しう

る言説（ディスクール）をなぞっているだけであって、私は書き語るという主体的な行

為をしているようであっても、実は言説によって語らされている。言説のなかにおとな

しく留まっているように人々の振る舞いを水路化する力は強固で、その強固さを生み出

しているのは、いま述べた三つの軸の相互作用による「排除のシステム」が作動してい



65

排除、増幅、虚証：ミルトン離婚論の神聖修辞学

るからだという。8

　聖書解釈共同体とは、従来のカトリック聖書解釈への徹底した不信を共同体参加要件

のひとつとみなし、共同体内の解釈は信であるという確定断言をして、不信にたいする

自らの信を正統と暗黙のうちに了解し、新共同体王国を築きあげる。共同体意識が共有

されるかぎりにおいて、共同体のメンバーは互いに言葉を交わしながら、それまで欠如

していた真の解釈がまぶしく光る真実の光景を描きだすことになる。その光景は、共同

体が標的とする聖書世界には自分たちの解釈が通用するような真なる安定した姿が存在

すると無邪気にも信じることによってささえられている。解釈共同体と実際にあったは

ずとされる聖書世界との境界線はこうして抹消され、今後永遠に融合しうるかのようだ。

「しうる」のではなく、「しうるかのようだ」とわざわざことわるのは、共同体の誰一人

として過去の聖書世界を直視目撃した者はいないからである。共同体内の人々は、その

共同体の内部で語られる解釈を忠実に表象・再現前化しながら、その現前化された世界

こそが、過去にあった聖書世界だと確信してみるほかはないからである。

　共同体は、一方において偽りの解釈共同体・カトリックによって蹂躙されてきた聖書世

界の事実への強烈な憧憬を抱きながら、他方において自分たちの言葉で聖書世界の事実

を語りうることを確信しているのだ。聖書世界の事実の記述は自分たちの言葉によって

表象され再現されうると暗黙のうちに固く信じている。聖書の事実は言葉によって再興

される記憶として解釈共同体のなかに封じこめられるという信は、共同体には聖書の神

的事実を示すにふさわしい自然な言葉はありえないという疑いを原則として生まない。

ここでは人工的な言葉で歴史的事実の大枠をなぞってみる程度のことしか、もしやでき

ないのではという疑念は浮かびあがってこない。解釈共同体が、先行し歴史に刻まれて

いるはず聖書的事実にたいしてもたざるをえない劣性は、共同体の解釈こそが真という

確信の下に忘れられてしまう。すなわち、デリダのいう始源回復の不可能性に対する繊

細な意識も、それを受け入れようとする気質も欠けているのだ。9

　聖書事実を再現化する被造物の業であるものを、聖書事実そのものと置き換えようと

する「暴力」がここにはある。10 この暴力は、比喩として出来事を語らざるをえないこと

がひとつの病であるという意味において、あるいは出来事に必ずなんらかの意義を求め

たくなり、出来事に意味づけすることなしに不安がつのることが病であるという意味に

おいて、病である。11 病の風土のなかにあって、聖書のなかでもっとも先行して起こっ

ていると思われる事実を規準にして、後続する聖書のなかの出来事を説明していったと

ころで、共同体の掟である不信と信、信と事実との連鎖を促進しているだけであって、

共同体の正統性から逸脱する行為ではない。ミルトンが四離婚論でやったことはまさに

この正統路線の踏襲と完璧化、言い換えるなら「排除のシステム」の強化なのだ。そし

てミルトンが語っている主張の真偽はともかく、ミルトンはほぼ確実に聖書解釈共同体
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のメンバーと同じく、この病に冒されている。だからこそ、ルター、カルヴァンはいう

におよばず、ブツァー、ファーギウス、グローティウスなどが、こちらがたじろがずに

はおられないほどの膨大な量の言葉を聖書に注ぎこんでいるのと同様に、ミルトンは離

婚というひとつの論点をめぐって約 12 万語も費やしたのだった。

　こうしてみると、（1）から（3）の軸は言論弾圧などという単純なことではなく、まし

てや状況に応じて語ってよいことと語ってはいけないことがあるなどという礼儀をいっ

ているのではない。「代補」という用語を使いデリダが執拗に描き出そうとしたように、

そもそも人間はある状況なり主張なりを語り書こうとしても、それらのことを 100％あ

ますところなく描出する能力は持ち合わせていない。12 それに加えて「排除のシステム」

により、私には自由で創造的な表象・再現前化をする権利が剥奪されているというのだ。

能力を欠き、権利が付与されえないということは、誰かが真理を究極的に握り、それを

振りかざすことは、その人の幻想にもとづいた虚構にすぎないことになる。とすれば、

教皇の無謬性というのは戯画にしかならない。しかし歴史は、それが戯画であるどころ

か、宗教裁判や宗教戦争において拷問、火刑、大殺戮といった残虐さを生んでいったこ

とを教えている。

　私たちの今の議論において肝心なのは、真理を語りうる権威とは「代補」からしても

「排除のシステム」から考えても虚構であるにもかかわらず、共同体のなかで語る主体と

しての「権威者・私」の特権的権利が確保されてしまうことだ。そしていったん権威が

確保されると、私以外の誰かが私が真理とすることに逆らうようなことを語ることがで

きず、その真理の網の目にかかるような言葉のみが聞かれるべきであるという事態が生

じることだ。この事態によって生じる言葉、思考、物事の秩序感にたいする圧力は、さ

きほど述べたように暴力といってもよい。暴力というのが言い過ぎだと感じるとすれば、

それは不可視のうちに作用を及ぼす排除がもたらしている固有の抑圧への感覚が麻痺し

ているためだろう。

　ではミルトンには自らが権威化してしまうことがもつ誤謬への恐怖なり不安への自覚

があっただろうか。悪魔に向かってインク壺を投げつけ義と悪とを峻別し続けたルター

や、三位一体説を聖書の記述にしたがって否定したセルウェトゥスを追い詰めて火刑に

処したカルヴァンにしてもそうだが、カトリックという 1500 年以上も続く西欧キリスト

教会の絶対的な権威に対抗するには、自説の正しさに対するよほど強固な内的な確信が

なくては不可能であった。13 ミルトンの場合には、王が教会の首長という政教一体型の

英国国教会というおよそ 100 年続いている権威を向こうに回すことになったから、「権威

者・私」の特権性を帯びることへの恐怖や不安があったなどとは、その堂々とした言論

からは感じられない。14

　しかも、ミルトンは、ルター、カルヴァンと同様に、社会に向って正義を説き正義を
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貫徹させるべく活動する古典の弁論家ではなかったし、その弁論家たちを模倣すること

に強い意欲をもち、実際にそれができるのだと自負心を抱いたルネッサンス・イタリア

の修辞学者とも異なっていた。15 ルターとカルヴァンの著作の圧倒的部分が、書斎で紙

と向き合いながら書かれたものではなく、会場や教会に集った信奉者に向って発せられ

た講解を集めたものであることを知れば、彼らは第一義的には弁論家でも修辞学者でも、

ましてや神秘家でもなく、正しい信仰を教える講解者であったことがわかる。

　中世の神学者とは異なり、16 世紀以降のプロテスタント講解者たちは弁論家・修辞

学者とはテクストの解釈方法が決定的に異なっている。論理や修辞上の関心からテクス

トと向き合うのではなく、神によって人間に授与された神聖なテクストをある特定の教

義を鍵として解明するものである。ミルトンは教会で説教こそ行っていなかったが、離

婚論を含めてミルトンの書いた散文の著作は、その肉声が伝わってくる講解の文体であ

る。16 書く人間としてミルトンの構えは基本的には講解者のそれであった。そして自ら

を「人間的なものを越えているある力、優れて気高い忠告に動かされている受動的な道

具」（『判断』433）だと述べている。また自らを「光を照らす聖霊」（『教義と規律』340）

の助けをかりながら進む勇者としてのイメージで語っている。これらはいずれもイスラ

エルの預言者を彷彿とさせるものであり、自分自身がもはや個人の資格で語っているの

ではなく、誤信の人々を正道へと戻すために神の道具として遣わされた公人として述べ

ているということである。それだけではない。ミルトンは、あの出エジプトの民を導き

約束の地を獲得したヨシュア（『アレオパジェティカ』556）のイメージで自らの発言を

かたどっている。17 ミルトンは自らの著作をやがては人々を本来のあるべき場へと着地

させるための道具として、読者に提示しているのだ。講解者にして預言者と自らを比す

ることで、無謬の特権的地位をミルトンは確保している。こうして「排除のシステム」

から名目上は自由となり、言説にではなく神によって真理を正しく精確に「語らされて

いる」地点に自らを置き、確信に満ちて発言をしていく。

3．増幅、借用、そして歪曲
　第一離婚論である『離婚の教義と規律』は検閲の対象となったが、第二離婚論『離婚

にかんするマーティン・ブツァーによる判断』は検閲を通り出版許可がおりている。後

者は前者の意見と類似している箇所を翻訳したもの（とミルトンは公言しているの）だ

から、後者の出版許可がおりるなら、前者の出版許可もおりなくてはおかしい。にもか

かわらず第一離婚論には聖職者からの批判が集中した。これはイングランドの聖職者た

ちの「無知」（『判断』479）がいかにひどいものであるをあらわす以外のなにものでない

と、ミルトンは声高に語る。とはいえミルトンはブツァーの権威を借りて、批判者たち

の「無知」を口にすることで、実は自分の議論はすでにブツァーに先取りされており、
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ミルトンの主張の独自性を揺さぶることになってしまう。もしも自分の主張はすでに他

の有識者が指摘しているといってしまえば、自らのオリジナリティーは抹消されてしま

う。もしも誰もいっていないというと、自説の信憑性はただテクストのみから導き出さ

れなくてはならなくなり、感覚的には 1000 年以上も共有されてきたテクストが誤読の

連続であったということを読者に突きつけることになってしまう。創造的に「語る」の

か、追従して「語らされる」のかという二極は、「排除のシステム」の一つの顔だが、そ

れがここで顕現する。

　ところがこの時代にはユニークさと剽窃とは、今の私たちのように神経質に明解に区

別されることがなかった。 今の私たちは、作品を作りだすことは創作であり、その作品

は創作者に帰属する所有物として認知してしまうように習慣づけられている。それに対

してルネッサンス期では作品は、修辞学の「増幅」（amplificatio）によって生まれるの

であって、ひとつの作品はその前身である別な作品を元にしてできあがっていることが

透けて見えていてもかまわなかった。18

　ここで『マーティン・ブツァーによる判断』の表紙をみていただきたい。「離婚の教

義と規律を復古させている近著［つまりミルトン『離婚の教義と規律』］の内容がマー

ティン・ブツァーという権威によって保証され正当化されている」こととある。発展で

はなく追認がミルトンにとっての関心事なのだ。そして同じ主張であることをいうこと

によって、それがほかならぬ真理であると読者に伝えたいのだ。ミルトンはこの表紙で

述べていることを、序文のなかでも同じく述

べている。「『離婚の教義と規律』のなかでこ

の真理の発見［離婚は姦淫以外による理由で

も可能］を最初に企てたときに、私が頼りとし

たのは、誰かがすでに照らし出している光で

も導きでもなく、聖書という無謬の土台を自

分の導き手とすることでした」（『判断』433）。

　ミルトンはブツァーを参照しつつ『離婚の

教義と規律』を書いたのではないといってい

るのだ。「聖書のみ」（sola scriptura）に寄り

かかりながら自らの結婚・離婚の議論を展開

していった。そして聖書以外は原則として参

照しなかった。にもかかわらずブツァーとい

う権威と同じ意見に到達した。宗教改革者の

権威が誤るはずはないから、ミルトンの聖書

の読みが正しかったことを追認することにな
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る。それはひいてはたとえ「大
パ リ ウ ム

司教肩衣も司
ミ

教
ト

冠
ラ

」（『教義と規律』281）ももっていない

俗人であっても、既存の教会制度内の聖職者たちよりも、「教養あるキリスト者」である

ならば、聖書を正しく読めるということである。しかもイングランドの聖職者には独自

と思えるようなミルトンの議論をサポートしてくれる権威は、ブツァーだけではないと

ミルトンは言葉を続けていく。

　『教義と規律』では一貫して二人の神学者の注釈とその読解が、夫婦間の心的不一致は

離婚許可の事由となるというミルトン自身の議論を根底から支えているものとして提示

されている。一人は、約 100 年前のケンブリッジ大学教授ファーギウス、そしてもう一

人はミルトンとほぼ同時代人であり、ファーギウスと同様にミルトンはもちろんのこと

他の人々によっても高く評価されているグローティウスである。そのほかにもそれほど

大々的にではないが、16 世紀末に活躍したフランスのテオドール・ベザ、ミルトンの同

時代人でカルヴィニストである神学者たち、すなわちドイツのダウィド・パレウス、フ

ランスのアンドレ・リヴェ、イングランドのウィリアム・パーキンズなどの名前があげ

られている。

　ミルトンは自らの離婚論のユニークさはむしろなぜ今まで、性格不一致による離婚は

可という真理が気づかれなかったのかというように、真理であるかどうかの信憑性では

なく、真理の自明性がなぜ歪曲されているかに焦点をあてる。多くの権威からの追認

は、今ミルトン自身が活字にして発表していることが真理であることの自明性の追証で

あり、その真理に反するような離婚事由がこれまで真理だと信じられていたことへの疑

念の印である。19

　「権威からの引用」（『四弦』582）が真理の自明性の担保であるなら、その引用は正確

でなければならない。ちょうど妻についての源制（「創世記」2:18）が創造時の出来事を

表象・再現前化していると堅く信じているように、ミルトンが自らの言葉によって言い

表そうとしていることは、権威者たちがその著作のなかで語ろうとしていたことをミル

トン自身が表象・再現前化することが絶対要件である。権威者の言葉はそのほとんどが

ラテン語で書かれているから、英語で書いているミルトンがそのまま原文を自著のなか

に引用することはできず、英訳という形を取らざるをえない。そしてここでいう原典の

表象・再現前化とは忠実な翻訳になっているかどうかというレベルもさることながら、

著者の意図を正しくくみ、その意図のまま再現しているどうかにもかかわっている。も

しそうでないとするなら、権威者を引用してえられるはずの担保は粉飾決算書や偽証書

を捏ち上げるための偽金になってしまう。

　もはやたんなる世俗一著作家ではなく預言者と自己規定するミルトンが、「権威からの

引用」として偽の担保を読者につかませるわけはないというのが、ミルトンの読者なら

思い描いてしまうことである。ところがミルトンの引用を克明にたどると、そこには原
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意の大きなよじれ、ミルトンの文章という地のなかで権威者のもともとの言葉が持って

いる図柄が歪曲されていることが浮かびあがってくる。ミルトンによる引用には自己主

張を有効にしたいばかりに、なにか特定の思想やものごとに執着しているがために、権

威者の意図を引き裂く離反現象がみられるのだ。

　ミルトンは四つの離婚論のなかで、離婚の条件をめぐって源制とすりあわせをし、聖

書的結婚観を打ち出し、そこから結婚観のネガとしての聖書的離婚観をあぶり出し、最

終的には結婚・離婚観の統一的な全体像を読者に提示している。20 その論証過程におい

て、ミルトンは自らの主張を支える個々の理由付けを与えていくが、それら理由付けが

独断ではないことを示すために、ミルトンが属する言論空間においてすでに権威として

認知され、聖書思想を学び知るときの指針となっている神学者や説教家たちも、まった

く同じ理由付けをしているといってたたみかけ、読者を説得している。

　ここにおいてミルトンは共同体の他のメンバーとはひとつだけ掟を異にしていたよう

だ。掟とは、原文とその原文を解釈する注解者の文章とがまたたく間に交換していく場

所を、解釈者その人自身がその自著のなかで提供するということだ。ミルトンは聖書原

文と、解釈者としての自分の文章とが鏡のように対応し、原文の意味を自分の文章中に

読者の前に現前化させ、原意を再現せるという作業を行なっている態度を貫いている。

その意味ではこの掟の忠実な守護者である。しかしミルトンが聖書原文と他の解釈者の

文章との対応関係を自分の文章中で的確に再現化しているかという点になると、むしろ

そこには意図的なねつ造、自分の解釈に都合のよいような曲解というよじれが影のよう

につきまとっている。影のようにというのは、四離婚論のなかで一度たりともミルトン

は、性格の不一致が離婚事由になりうるという主張を聖書解釈共同体の誰かが特定の箇

所でいっているとは述べていないにもかかわらず、ミルトンは一貫して、解釈者たちが

そう述べているかのような書き方をしているからである。それを可能にしているのは、

ミルトンがそれら権威者の言葉をミルトン自らの理由付けと合致している箇所だけをき

れいに切り抜き、合致していない箇所はきれいにそぎ落とすという間引き法を行なって

いるからだ。

　切り抜き・そぎ落としというミルトンによる作為的なカットアップを見抜くには、逐

一、原典にあたり、原典をミルトンがどのように抜き出しているかを照合するという、

参照と照合という作業を繰り返すほかにはない。この作業を繰り返すことで、ミルトン

にとって都合の悪い箇所をどのようにミルトンが削除していったかがわかり、その都合

の悪い箇所を集めていけば、ミルトンが自らの主張を奏でるときに、どういう見方や解

釈方法がミルトンにとって邪魔であったのかがわかる。
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4．挙証と虚証の相克
　独創性を確保しながら再解釈の正統性を裏づける役割を担わされたのは、ルターやカ

ルヴァンのようなプロテスタント第一世代にとっては初代教父であったが、プロテスタ

ント運動が西ヨーロッパ文化圏で根づき、しかも活版印刷という大量コピー生産の追い

風を受けた聖書解釈共同体のメンバーにとっては、それは同時代人のなかでも「学殖豊

かな」「解釈者」であった。そのような評価を得ている人を引用することが、自らの主張

の正統性を裏づける。21 権威からの追認を得ることで、自らが主張する内容がどんなに

読者の耳に奇妙に響くことがあっても、その主張は誤っておらず正当であるという方向

へと誘導する。

　ミルトンは、聖書解釈共同体のなかでも「学殖豊かな」「解釈者」たちを自らの議論

の論拠の追認者とすることで、正統性と正当性という二つのものを手に入れることにな

る。ここでもう一度思い起こさなくてはならないのは、そういう共同体に依拠していた

はずのミルトンのこの著作が、同じくその共同体に属しているはずのプロテスタントか

ら非難攻撃されたということだ。22 非難は、啓蒙化されていない、教会法に固執するカ

トリックからのものであるなら納得のしようもあるが、イングランド国教会にたいして

ミルトンと同じく改革を促している宗教上の連帯者の側からやってきている。というこ

とは、ミルトンの主張は一見するとこの共同体の共有財である聖書解釈の知見を忠実に

踏襲しているようでありながら、忠実さは実際には表層にとどまっていて、共同体の共

通理解から大きくはずれることをやっているのではないかと推測できる。

　四離婚論を読み通した読者には意外と思われるかもしれないが、「離婚にかんして［私

と］同意見である」（『判断』434）ファーギウスも、「同じ根拠に裏打ちされた同意見」

（『判断』436）というブツァーも、性格の不一致ゆえの離婚を認めていると述べている

引用箇所はミルトンの四離婚論のどこを探してもない。しかも皮肉なことに、ファーギ

ウスはルターやカルヴァンと同じく、むしろキリスト教徒であるがゆえに、もはやユダ

ヤ教の宗教的未熟さを脱皮しているという認識から、離婚規定をキリストの言葉通りに

「姦淫」事由にのみよるとすると考えている。

　ミルトンが引用し自ら英訳している、ミルトンの主張するファーギウスとはこうだ。

　　 神の法は人間の弱さを助けるために離婚を許していた。というのもやむなく離婚す

る者は、誰一人として独りでは生きていけないからだ。キリストが自らの民に離婚

を否定したからといって、この法が失効することにはならない。そのような完成に

到達せず改心していない者にとって、それはいったい何であったのか。弱さに手当

てすべく与えられた救済は軽んじたままであってはならない。「離婚した者と結婚す

る者は、姦淫を犯す」とキリストがいうとき、離婚になにかたくらみがあって離婚
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した者と解釈されるべきである。（『教義と規律』243）

この引用に先立つ、『教義と規律』の序文なかで、すでにミルトンは離婚できないため

に「助け」られずに苦しむ人間の現状を訴え、またこの引用の後ではモーゼの離婚法は

「弱い」人間を「助ける」ためにあるのだと、しつこい程までに言及している。だからこ

の引用の冒頭は、人間は罪を背負った弱い存在であり、その弱い存在を助けるために神

は離婚を定めていると読めてしまう。そしてキリストの離婚否定は、まるで「離婚にな

にかたくらみがあって離婚した者」だけに向けて発せられた言葉であって、弱い存在で

ある人間全体にたいしてのメッセージではないかのようである。キリストが離婚を否定

したのはごく一部の悪意にもとづく離婚者たちにであって、キリストはそもそも人間の

弱さに配慮する聖愛を基調として律法の完成をおこなったのだから、万人に離婚を禁止

するはずはない。だからモーゼの離婚法が「失効することにはならない」と読めてしま

う。

　ところがミルトンによるファーギウスの要約は、ファーギウスの原文と照らし合わせ

るとかなりの省略があることがわかる。それだけではなく、要約文の前にも後にも「そ

の人に離縁状を書いた」という聖句をめぐるかなり長文の注解を、ファーギウスは付け

ている。23 ミルトンによって意図的に省略されている部分まで補うと、ここでファーギ

ウスがいっているのは、旧約時代のユダヤ人と新約時代におけるキリスト教徒の対比に

もとづく離婚禁止（許可ではない）である。

　　 神の法［律法］は人間［ユダヤ人］の弱さを助けるために離婚を許しています。キ

リストが証言しているように、独身の生活を送ることは誰にでもできるわけではあ

りません［「マタイ福音書」19:12］。キリストが離縁状を認めず、その民には［離婚

を］許していないこと［「マタイ福音書」19:8］とは、なんら矛盾しません。なぜ

なら主の霊によって罪なきものへと呼び戻された人々［キリスト教徒］は、神とそ

して神のみ業によって結婚をするからです。うざい妻に寛容にも耐え、そういう妻

は父なる神の意志によっているのだと信じ、苦しみを進んで受けると夫は告白する

のです。このことがどうして、努力してあの完成の域にいまだに進んでいない群衆

［モーゼ時代のユダヤ人］に向けられるでしょうか。24

旧約時代においては、夫は離婚することが許されていたが、それは人間としての完成の

域に到達していない幼稚なユダヤ人のためのものであって、新約の今の時代においても

ユダヤ人は幼稚なままなのでささいな理由からも離縁状を書いて離婚をしている。しか

し律法ではなく恩寵の下に生きるキリスト教徒は大人であって、姦淫以外の事由で離婚
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することをあえてしない。かりに夫婦関係に適切な喜びが見いだせないとしても、それ

は神からの試練として耐えるなり、相手への寛容心を育てるための神の教育だとして甘

んじて受けいれるのだ。

　ミルトンによるファーギウスの言葉の意図的な言い落としは、偽りの対応関係を捏造

する。この捏造がグローティウスからの長文を引用している箇所でも行われていること

は、ほぼ推測がつくだろう。ミルトンはこの神学者が離婚事由は姦淫のみではないといっ

ているだけではなく、次の引用にあるように、ミルトンが離婚論の中で主張しているよ

うに、聖愛の原則（lex charitatis）にしたがって結婚は相互扶助のためにあるのだとい

う。

　　 グローティウスは、こう答えています。結婚は肉の交わりのためだけにではなく、

相互の助けと生きることへの慰めのために制定されたのです。私たちの救い主の御

命令の本質を真面目に注視するなら、最初から最後まで聖愛に貫かれていることが

解るでしょう。聖愛の意図とは、私たちは自分自身に残虐でないように、他人には

善良であるべきだということです。（『教義と規律』330）

これではまるで碩学グローティウスが聖愛の原則にしたがって、破綻した夫婦の離婚を

勧めているように読めてしまう。しかしこれも、ファーギウスと同様にミルトンが意図

的に文脈を置き換え、自説に合致するように切り貼りしているから起こっていることで

ある。グローティウスが実際に述べているのは、離婚してはならないということだ。

　　 ただ聖愛の原則のみが、……妻をいかなる理由であれ、些細な理由であれ追い出す

ことを禁じているのです。……ですから、離婚はどのような理由であれ、正しく適

切な行為とはみなされえないのです。25

グローティウスは結婚破綻の原因が、多くの当時の論者と同じく、基本的には短気や気

まぐれといった妻の弱さにあると考えており、そこに弱者に対する愛を勧める聖愛の原

則をあてはめて、夫は忍耐するようにと諭している。そして妻は弱者であるからこそな

おさら夫は妻と離婚して妻を放置してはならないということになる。

　ファーギウス、グローティウスと並んで、ブツァーも、ミルトンが主張するようにミ

ルトンと同一意見なのだろうか。もちろん答えは否である。理論構成はもちろんのこと、

離婚可能の意見への道筋もまったく異なっているし、そもそも性格の不一致なら離婚す

べきだなどとはブツァーは述べていない。26

　ブツァーの理論とは、この世界は皇帝とキリストのそれぞれの国が二重にかぶりなが
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ら存在しており、皇帝は統治権を教皇ではなくキリストから直接委譲されているのであ

り、改悛し神の善意に身を捧げているキリストの国の人々の警告に耳を傾けなくてはな

らないというものである。そのような世界にあって、キリストの言葉もパウロの指示も、

世俗世界において何が正しいかの規準を示しているのではなく、キリストの国の人々と

いういわば選民が神との関係においてどう振る舞うべきかの教えなのである。さてそこ

で姦淫以外の理由で離婚してはならないとは、世俗の国民に向かってではなくキリスト

の国民へのメッセージであり、離婚自体は神の自然に反することなのだ。

　しかし「不浄なこと」を見つけたら離婚してもよいというモーゼ法は今の時代にあっ

ても生きているとブツァーは考えている。ただしそれは世俗の国民についてのことであ

る。そしてここで安直に誤解してはならないのは、離婚を申し出るのは夫婦本人である

にしても、申し出たからといって離婚がそのまま成立するのではないということだ。申

し出を受理するのは当然のことながらキリストの国の民にかかわる教会ではなく世俗権

力であり、離婚許可不許可の審査も世俗権力のもとにいる判事が行う。「不浄なこと」を

見つけた場合に離婚可かどうかの判断は、夫ではなく為政者に任されている。それも夫

による妻への憎しみによって妻が殺されないという緊急避難としてである。

　ところがこの文脈を忘れて、ミルトンの翻訳によるブツァーの次のような一節を読ん

だ場合、心の不一致があるなら離婚は可能というように読めてしまう。

　　 主がその民に許しているばかりか、熱烈にはっきりと命じているは、自分の気持ち

が自分の妻を本物の結婚愛によって愛するようにと仕向けられない人は、妻が別な

人と結婚できるように、妻を追いだすことができるということだ。主は自分の民が

結婚契約においてその聖性と誠実とを遵守することを望まれていたのだ。（『判断』

454-455）。

ミルトンはこのように訳しているが、ここでミルトンがどのような省略を加え、言い換

えをしているかは、原文にあたると浮かび上がってくる。ブツァーは実はこのように述

べている。

　　 神の法によるこうした証言からわかるのは、主はその民においてあらゆる契約、な

かでもとくに結婚の契約のもつ神聖さ、そしてとりわけその契約への敬虔な尊重を

活性化させることを望まれていたので、心がかたくなな夫がその妻と離縁すること、

先妻がまだ生きているのに別な男がその離縁された妻と結婚することを主は許可し

たばかりか、結婚愛をもって自分の妻を抱いて愛するようにと自分の心を動かすこ

とを望まない夫なら誰であれ、別な女と結婚するために現妻を捨てることを厳格に
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きっぱりと教えている。27

「結婚愛をもって自分の妻を抱いて愛する」ことを望まない夫は「現妻を捨てる」と神は

教えているというなら、まさしくこれは夫婦間に心の一致がないなら離婚してもよいと

いうミルトンの主張、そのままに読めてしまう。しかし、この文章がおかれている文脈

からはそういう主張への賛同はでてこない。まずこの引用箇所で、どういう夫が「結婚

愛をもって自分の妻を抱いて愛する」ことへと自分の心を傾けられないかといえば、神

との良好な関係を保てない「心がかたくな」（「マタイ福音書」19:8）な男のだ。そういう

男は当然のことながら、人格が優れていることの対極にあって、自分の一時的気まぐれ

から妻にたいして暴力をふるい、きつくなぶることに良心の呵責を感じない。そういう

夫のもとにいる妻は、夫から嫌われた場合に最終的にどうなるかは火を見るよりも明ら

かだろう。そこで、妻を平気で殺せる夫たちの支配から逃れるための手段として離婚と

いう手当てがモーゼ法によって提供されているのだ。神にしがみつくことをしない夫た

ちによる肉体的あるいは精神的暴力からの避難場としての離婚なのだ。しかもそうやっ

て離婚されても、妻に資力がない場合には、離婚することは妻は死ねというに等しい宣

告になってしまう。夫による間接殺人がおこらないように、「別な男がその離縁された妻

と結婚すること」というセイフティー・ネットが張られている。一度結婚すれば、再婚

は決してしてはならないというのであれば、追い出される妻は離婚後は独身のままでい

ることが強要され、とくに女性の場合には低賃金の仕事で生計を立てていかなくてはな

らなくなる。ところが離婚後の再婚が許され、それも前夫、前妻が生きているのか死亡

しているかに関係なく再婚可というのであれば、離婚後の経済的不安からはとりあえず

解放される。それほど神は民が不当な仕打ちによって見捨てられないように配慮したの

である。そういう配慮をそもそも神が働かせるのも、結婚の契約が「心のかたくな」な

夫によってその「神聖さ」が汚され、「敬虔な尊重」をもって守られないことを望んでい

ないからだ。

　したがってブツァーの解説によれば、結婚の契約は聖なるもので信仰の聖性に匹敵し

ており、結婚愛は本物でなくてならないので、結婚愛がまやかしであるときには結婚契

約そのものが形骸化しているから、契約そのものが成り立っておらず、不成立の結婚状

態を続けることは結婚への冒涜、神への不遜行為になってしまうという。この地点まで

ブツァーはミルトンと同じだといえる。だが、そういう冒涜・不遜をやらかすのは、「心

がかたくなな夫」なのだ。離婚する夫はその本性がキリストの国の民にふさわしくない

歪みをもっているから、これはキリストの国の民ではなく世俗の国民なのであり、そう

いう堕落した国民にキリスト者としてのモラルを守るように要求しても無理なので、神

は離婚を許しているといっているのだ。離婚は本来すべきではなく、それをするような
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夫の人格は本来不適格という判断なのだ。

　この地点においてブツァーはミルトンと 180 度反対の方向を向いている。結婚愛にふ

さわしく妻との人間関係がたもてないその原因は、夫の不適格人格のゆえであり、ミル

トンが暗黙のうちに前提としているような、夫の側で心から妻を好きになろうとしても

性格・気質・好みが違いすぎてどうしても好きになれず感情的対立が起こるといったよ

うな理由による離婚ではないのだ。

　さて離婚論においてミルトンの出典について探求したのは、半世紀以上も前の碩学エ

ドワード・ウィリアムズだ。28 私達がみてきたファーギウス、グローティウス、そして

ブツァーに対するこのようなミルトンによる原典の再現化に、たとえば「グローティウ

スの原典が請け合って述べていると思われている以上にすこし前向きな調子で、グロー

ティウスが主張しているようにミルトンは書いている」とこの研究者は述べている。29 

これは一文学研究者による慎重な発言としてなら許されるかもしれない。しかしミルト

ンの議論が政策として実現され、それによって多くの人たちが影響を被るといったこと

まで真摯に受けとめるなら、ミルトンは原典を虚
0

証しているのだから、ウィリアムズの

評価は不適切といえるだろう。

　すでに述べたように、ミルトンは自らの発言を預言者のそれになぞらえて、自分の言

葉を読者へと送りだしている。それは神の言葉を人間の言葉に変換するという作業にた

とえていることであり、ミルトンの言葉は神の言葉への忠実度へのこだわりと忠実度の

質を保証しているということでもある。忠実度の品位が高いのであるなら、権威とされ

る人々の文章を自分の文章のなかで引用するときには、権威者の原意にそって忠実に再

現化しなくてはならない。しかしミルトンがここでやっていることは、文章の原意に圧

力を加えて自らの主張に合致するような表象へと変形していくことである。

　文意へ圧力をかけて自らの主張に都合のよいような図柄と見せかけるというシミレー

ショニズムは、自説だけでは読者を説得するには不十分という緊張感から生まれたもの

かもしれない。しかしこの推定は、自らを預言者にたとえていることからすれば、表面

的にはありえない。また結婚が、愚かな教会法学者の誤った解釈によって結婚本来の目

的をはずれても離婚できないという現状へのシニシズムから、何でもありの引用方法を

して都合のよいような改変をしているという推測も、やはり当人が預言者意識にかられ

ていることから考えてありえない。

　権威からの引用をするのは、ある意見が自らの独断ではなく、その意見が権威者と同

じ出自であることを臭わせて、衆目が一致してよいはずというお墨付きをえるためだ。

ある人物を権威と認めている人たちが、その人を権威とするのは、権威者の言論が指し

示している思想全体に共鳴しているからであって、権威者の言論の切れ端に賛同してい

るからではない。ところがミルトンが権威者の言葉として引用するときには、その人物
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の思想全体にまで目を配りながら、思想全体にリンクした一分枝の表現として引用をし

ない。ミルトンが離婚論執筆しているときの離婚言論空間のなかには、リンクしていな

いひとつひとつの意見が無数に散らばっており、たまたまミルトン自身の意見と表面的

には重なりあうようなものだけをその空間のなかから拾い出すか、作為的に事実上の改

変を加えて、自らの意見を間違いなき正当性を帯びたものとして読者に見せるのだ。だ

からこそミルトンの作為は原典をあたらない人間には通用してしまう。これが預言者と

自負するミルトンの挙
0

証方法にしたがった聖書講解なのだ。
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