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（白大学法政策研究所、2010年３月）

小島　信泰（創価大学）

（はじめに）

　本書は厳密な実定法学の方法を基本に据え、イングランド法制史や政教関係

史といった広い視野を背景にして執筆された、わが国に前例を見ない画期的な

業績である。今後おそらく、英国法学、宗教法学、西洋法制史学などの諸分野

から注目され、将来の研究のための一つの拠り所として位置付けられるものと

思われる。

　本書は、「はじめに」、「目次」を加えて400頁を超える研究書であり、「序説 

イギリスにおけるイングランド国教会の所在」に始まり、「第１部 イングラン

ド法制史からみた国家と教会の関係」、「第２部 国家統治機構におけるイング

ランド国教会の所在」、「第３部 イギリスにおける国教会制度と政教関係」の

３部で構成されている１）。各部とも、数多くのイギリスの議会制定法、国教会

法に依拠して論が進められ、かつ現代イギリスの最新の研究書やイングランド

国教会をはじめとする公式サイトなどがカバーされているので、このような小

さな書評でその全体像を紹介することなどとてもできそうにない。加えて、日

英比較宗教制度の研究を現在行っているとはいえ２）、日本法制史を専門とする

評者にとっては、本書の書評の任はあまりに重すぎる。そこで、本稿において

は、本書の大まかな構成と内容を紹介した上で、評者の関心のある問題をいく

つか論じるに留まることをお許しいただきたい。

　いまはただ本書の価値を矮小化してはいまいか恐れるが、少しでも斯界に裨

益する書評を目指して執筆に当たったことをもって、著者のお許しを乞うもの

書　評
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である。

（１）本書の構成と内容

「序説 イギリスにおけるイングランド国教会の所在」

　序説は以下の13節で構成されている。

１、「国教会体制」で主役となったプロテスタント教会

２、イングランド国教会の誕生

３、アングリカン教会の信仰の特質

４、イングランドにおける「国教会体制」の意味

５、イングランド国教会体制と信仰審査法

６、イングランド国教会法の法源

７、教会と登録所による出生〔洗礼〕・婚姻・死亡〔埋葬〕の記録保存

８、宗教礼拝施設および宗教婚施設の認証・登録制度

９、信仰団体と登録制度

10、議会制定法による特定教派の教会財産の維持・管理

11、脱国教会体制への動向

12、単一国家の枠内での地域主権確立か、連邦国家への途か

13、多彩な信仰団体が共生する今日のイギリス社会

　「序説」では、「プロテスタント３大原理とアングリカン教会の信仰の特質」、

「イングランド国教会法の法源の種類」、「イングランド・ウェールズにおける

BMD 記録の登録保存制度の変容」などの20 に及ぶ図表が作成され、国教会の

教理、教会法の法源、国教会諸制度の全体像について手際よく紹介されてい

る。

　著者は本書冒頭の「はじめに」で、「本書は、法律学に傾注するかたちで分

析結果をまとめたものである。史学や政治学専攻者が奏でる主観的な推論や稚

拙な政治論などをできるだけ回避するように心がけた。また、本書は宗教書で

はない。」と記されているが、本書は法律学の枠内に収まるものではなく、500
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年に及ぼうとするイングランド国教会の歴史を知る上で必要な教理や政教関係

まで丁寧に解説している。もっともこうした諸問題についての理解がなくして

は、そもそもイングランド国教会法を正しく理解することはできない、という

ことを著者は当然のこととして示したと言うべきかもしれない。

　また、同じく「はじめに」では、「法律書である証をたてるために、法律学

の書物や資料、さらには実定的な法規範や教会規範、先例などを丹念に分析す

ることに努めた。」とも記されている。個々の具体的な紹介は紙面の関係上で

きないが、こうした事項については、「序説」に限らず、全編において図表や

脚注で事細かに論じられている。

　目次に明らかなように、「序説」では多岐にわたる論述が展開されている

が、ここでは本書の前提を成す理解として著者が述べられた、「国教会体制

（establishment）」ということの意味と国教会をめぐる最近のイギリス社会の

動向について記すに留めたい。

　著者は「国教会体制」の意味を、①世俗の議会（Parliament）が、イング

ランド国教会総会議（General Synod）が定める国教会法（Measure）を統

制できる。②国家が、国教会の大主教その他主要な聖職者を任命できる。③

26人の大主教や主教が世俗議会上院、すなわち貴族院（House of Lords）に

聖職貴族（Lords Spiritual）として議席を有している。④国王〔女王〕がイ

ングランド国教会の「最高指導者〔至高の裁治者、至高の首長〕」であり、か

つ、プロテスタント信仰の守護者（defender of the Faith）である、という

４点として整理している。このような国教会体制であることの結果として、イ

ングランドやスコットランドの国教会法に関して言えば、例えば国教会の自律

規範であるカノン（Canon）あるいは教会法（internal[domestic]church[e

cclesiastical]law[norm]）は同時に“国家法〔国法〕”でもあるということに

なるのである。これに対して、同じキリスト教であっても、非国教会派プロ

テスタントやカトリックのようなキリスト教派の自律規範であるカノンない

し教会法は“国家法〔国法〕”ではないということになる。この「国教会体制

（establishment）」については、成立の背景と歴史的な変容が第１部で、現代

のイギリス統治機構における位置が第２部で、そして政教関係の視点からみた
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諸問題が第３部で論じられることになる。

　かつて歴史の中で絶対視された「国教会体制（establishment）」は、信教

の自由という大きな流れの中で次第に退行していったが、「序説」ではその最

初の契機となったのが、1689年の「寛容法（Toleration Act 1689）」の制定で

あり、これによって国教徒と非国教徒との対立の時代は“寛容（toleration）”

の時代へと変化したことが論じられている。さらに、いまのイギリス社会に

おいては、“寛容”の時代を脱して“多様化（pluralism）”の時代へと大き

く変容しているという。著者は、この動きを後押ししたのが1950年の「ヨー

ロッパ人権条約（ECHR ＝ European Convention on Human Rights and 

Fundamental Freedoms）」の批准であり、その国内法化措置である1998年の

「人権法（HRA ＝ Human Rights Act 1998）」や2006年の「平等法（Equality 

Act 2006）」などの制定であるとし、こうした動向によりイングランド国教会

が今後どのように変容していくのか現在注目されていると論じられている。

「第１部 イングランド法制史からみた国家と教会の関係」

　「第１部」は以下の７章で構成されている。

Ⅰ、イギリス史にみる国家と教会と法の変容

Ⅱ、今日のイングランド国教会の組織

Ⅲ、イングランド国教会の裁治の仕組み

Ⅳ、イングランド国教会中央の機関

Ⅴ、イングランド国教会の教区の議決・執行機関

Ⅵ、イングランド国教会の財政基盤と財政運営

Ⅶ、イングランド国教会の聖職者職位とその任職手続

　「第１部」では、「イングランド王即位年・教会関連議会制定法／国教会法・

史実などに関する基本情報」、「教会改革議会が制定した主要な法律一覧」、「イ

ングランド国教会の組織」などの50 に及ぶ図表が作成され、イングランド法

制史における国家と教会との関係が、イングランド国教会の組織、裁治、財政
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などの観点から論述されている。

　ここではノルマン朝から現在のウインザー朝に至るまでのイギリスの王朝の

変遷が、様々な史実や主要な宗教関連法令とともに概説されているので、読者

はイギリス王朝史、イングランド法制史、イングランド国教会史の全体像をこ

れら三者の関係性とともに理解することが可能である。「第１部」だけで136頁

に亙る論述がなされているので、以下にはいくつかの歴史的事実や宗教関連法

令を紹介するに留まらざるを得ない。

　著者は、イングランド国教会成立以前の教会法制と世俗法制の関係から説き

起こし、ヘンリー８世（Henry Ⅷ）による国教会の誕生とその後の歴史を丁

寧に論じている。特に「国教会体制（establishment）」の確立とその変容に

ついては、国教会法典（Canon）、議会制定法（Acts of Parliament）、国教

会法（Measure）がつくられていった歴史を追うことによって解明されてい

る。その際、時代とともに進展したいわゆる世俗化を背景として、国教会が保

有した教会裁判権が段階的に世俗の国王裁判所に移行していく過程が論じられ

ている。この点は法制度的観点から「国教会体制」の変容を知る上での重要な

メルクマールなので、後に本稿の「（２）若干のコメント」で触れることにし

たい。

　第１部では、ヘンリー８世の没後、イングランド国教会の『祈祷書（The 

Book of Common Prayer）』（1549年）を編纂した国教会大主教トマス・ク

ランマー（Thomas Cranmer）が登場したエドワード６世（Edward Ⅵ）の

治世における国教会の確立から、メアリー１世（Mary Ⅰ）によるカトリッ

クへの復帰、エリザベス１世（Elizabeth Ⅰ）による国教会の再興、そして

ピューリタン革命、王政復古、名誉革命を経て立憲君主制が成立する過程を明

らかにしてから、今日のイングランド国教会について論じられている。

　ヘンリー８世からエリザベス１世の時代までの重要な議会制定法および勅

令としては、1533年の「上訴制限法（Act in Restraint of Appeals 1533）」、

1534年の「国王至上法（Act of Supremacy 1558）」（後に1558年に再び制

定）、1558年の「礼拝統一法（Act of Uniformity 1558）」および1553年の「宗

教条項（The Articles of Religion 1553, 通称・四二箇条）」（1563年に改訂、
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通称・三九箇条）などが紹介されている。

　イングランド国教会は神学的には、エリザベス１世の治世に掲げられた、保

守的なローマ・カトリシズムと急進的なカルヴァン主義との“中庸の道

（Via Media, middle road）”を歩んできたが、国教会の組織については、こ

のうちの保守的なローマ・カトリック教会の聖職位階制・監督制〔主教制

（hierarchy, Episcopal pattern）〕が取り入れられていることが論じられ、

図表として、「イングランド国教会の聖職位階制・監督制の組織全体のイメー

ジ」や「イングランド国教会の主教区図」などが紹介されている。これらは、

複雑な現代のイングランド国教会の組織を理解する上で大変役に立つ。

　イングランド国教会の裁治の仕組みについては、聖職者会議（Convocations）、

会議制（synod）、大主教評議会（Archbishop's Council）について、イン

グランド国教会の中央機関としては、チャーチコミッショナー（Church 

Commissioner）、イングランド国教会記録センター（Church of England 

Record Centre）について説明されている。

　イングランド国教会の統治組織としては、カンタベリーとヨークの二つの

大主教管区（Province）の下に主教区（Dioceses）があり、さらにその下

に教区（Parish）があることはよく知られているが、著者はこれら教区の議

決・執行機関について詳細に調べてから、国教会の財政基盤と財政運営、およ

び国教会を構成する聖職者の職位とその任職手続まで論じている。聖職者の

任職について著者は、1986年の「執事（女性の叙任）〔国教会〕法（Deacons

〈Ordination of Women〉Measure 1986）」の施行により女性を執事の職位

に叙任〔聖職按手〕することが認められ、1993年の「司祭（女性の叙任）〔国

教会〕法（Priests〈Ordination of Women〉Measure 1993）」の施行によ

り女性を司祭の職位に叙任〔聖職按手〕することが認められたことを述べてい

る。この事実は、イングランド国教会が保守的なローマ・カトリシズムとは違

う組織を形成していることを示している。ただし、著者は、主教の職位は依然

として男性が独占するかたちになっていることを前記の1993年法の１条２項を

根拠に指摘している。高位聖職者の任職については、そもそも「国教会体制」

とは、“国王〔女王〕が大主教や主教のような高位の聖職を任命できることに
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ある”が、今日の聖俗分離を求める社会の動きとも相まって複雑な問題が起き

ている。これに関して著者は、2007年７月に当時のブラウン首相が主教候補に

かかる関与権の放棄を言明したことを紹介されている。

「第２部 国家統治機構におけるイングランド国教会の所在」

　「第２部」は以下の４章で構成されている。

Ⅰ、世俗立法とイングランド国教会立法

Ⅱ、世俗司法とイングランド国教会司法～世俗裁判所と教会裁判所

Ⅲ、イングランド国教会特別許可所と特別許可管轄の仕組み

Ⅳ、広がるイングランド国教会審判手続〔準司法手続〕の活用

　「第２部」では、「イングランド国教会法の立法過程の概要」、「2005年憲法改

革法の概要」、「主な分野における紛争処理手続の特徴」などの31 に及ぶ図表

が作成され、イングランド国教会の立法、司法、審判手続などについて論述さ

れている。

　近代においていわゆる議会制定法（Acts of Parliament）は、イングラン

ド国教会の自律を保証する役割を担っていったが、その劇的な役割を果たし

たのが1919年の「イングランド国教会総会（権限）法（Church of England 

Assembly〈Powers〉Act 1919）」〔 通 称「1919年 授 権 法（Enabling Acts 

1919）」〕の制定である。著者は、この議会制定法のもとイングランド国教会は

自らの裁治権を行使する機関である国教会総会議（General synod, 1969年ま

では Church Assembly）において自律的な立法権を行使できる態勢にあり、

この国教会総会議が定めた「法」、すなわち国教会法は「Measure」と呼ば

れ、イギリス議会両院の教会委員会（Ecclesiastical Committees）で審査の

うえ、上下両院で承認され、かつ女王の裁可（Royal Assent）をもらえると

国家法（law of land）として発効することを述べている。なお、国教会総会

議は、主教院（House of Bishops）、牧師院（House of Clergy）および平

信徒院（House of Laity）の３つの院（houses）からなるイングランド国教
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会の最高の意思決定機関であり、因みにここで定められ世俗議会を通過した国

教会法は、1992年以降2008年までの期間では23 を数えるという。

　世俗裁判所と教会裁判所との関係については、著者は、イングランド国教会

が独自の司法管轄を維持し、カノン・国教会法・議会制定法などを典拠に、自

らの教会司法を通じて、世俗裁判所と住み分けしながら裁判管轄を分かち合う

かたちになっていることを指摘している。これに関して著者は、現代に至るま

での歴史を論じているので、その概要について触れておきたい。

　ウイリアム１世（William Ⅰ）は、教会裁判所を世俗裁判所から独立させ

たが、これにより双方の裁判所の所管が政治問題化したので、教会裁判所の

管轄する固有の分野が定まるには数百年の時を要した。最終的に教会裁判所

に認められたのは、聖職者と教会の執務に関する事項（Official Matters）

と教会冒涜罪（blasphemy）のような宗教に関わる犯罪および①結婚生

活（marriage）と非嫡出子（bastardy）、②不動産遺言（will）や動産遺言

（testaments）の検認（probate）、③動産の相続などのいわゆる“家事”領

域といった民事の「宗教上の事項」（religious matters）に対する裁判権で

あった。

　イングランド国教会誕生後は、国王が形式上あらゆる事件に対する正当な

最高裁判官となったが、その下でイングランド国教会裁判所が主に管轄した

のは教理（doctrine）、礼拝式文（ritual）、儀式（ceremonial）に関する

ものであった。著者は、その後の国教会司法における聖俗分離の段階的拡大

についても４期に分けて説明している。すなわち、第１期：1840年の「教会

戒規法（Church Discipline Act 1840）」制定以降の時期、第２期：1855年

の「教会裁判所法（Ecclesiastical Courts Act 1855）」制定以降の時期、第

３期：1963年の「教会裁判管轄〔国教会〕法（Ecclesiastical Jurisdiction 

Measure 1963）」制定以降の時期、第４期：2003年の「聖職者戒規〔国教会〕

法（Clergy Discipline Measure 2003）」制定以降の時期である。

　すなわち、第１期では、1840年の「教会戒規法」の制定により、主教裁判

所が持っていた教会聖職者（clerks）の犯罪に関する裁判管轄権も、名誉棄

損（defamation）や一定の契約事件に関する管轄を含め、世俗裁判所に移さ
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れた。第２期では、1855年の「教会裁判所法」をはじめとする議会法の制定に

より、教会裁判所の任務は国教会の教理・礼拝式文・儀式に関する事項、聖職

者の戒規違反（discipline）や特別許可事案（faculty cases）に限定された。

第３期および第４期では、それぞれ1963年の「教会裁判管轄法」、2003年の「聖

職者戒規法」が制定され、下級聖職者の紛争処理や処罰に世俗裁判所が関与

するようになり、２つの大主教裁判所と43 の主教裁判所によって構成される、

今日の教会裁判所制度の基礎が固められた。

　「第２部」ではさらに、①「特別許可所（Faculty Office）」と②「特別許可

管轄（faculty jurisdiction）」について論じられている。「特別許可所」とは、

「特別許可裁判所（Court of Faculties）」とも呼ばれるが、本来、法が認めて

いない行為を特別に許可する（faculty, dispensations）権能を有する機関の

ことである。「特別許可管轄」とは、墓地や教会堂などのような聖別された土

地やその定着物を教会裁治権者（ordinary）が特別に管轄することであると

いう。

　最後に、国教会審判手続〔準司法手続〕の活用として、牧会の整理、聖職者

の戒規違反、「牧会上の不和」にかかる紛争処理、牧師（聖職給）推挙権者の

不服申し立て、聖堂の維持管理およ差止命令・原状回復命令における紛争処理

手続などについて詳細に論じられている。

「第３部 イギリスにおける国教会制度と政教関係」

　「第３部」は以下の４章で構成されている。

Ⅰ、もう一つの国教会としてのスコットランド教会の所在

Ⅱ、国教会体制のもとでの教会法と国家法との関係

Ⅲ、現代イギリスの教会司法と世俗司法との接点

Ⅳ、国教会に対する人権法の影響

　「第３部」では、「今日のスコットランド教会の特質」、「総会委員会の紛争処

理手続の概要」、「イギリスにおける聖俗分離を計るための信仰団体の類別」な
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どの16 に及ぶ図表が作成され、スコットランド教会の概要、教会法と国家法

との関係、教会司法と世俗司法との接点などについて論述されている。

　スコットランド教会については、もう一つの国教会としての政教関係や裁

治制度および長老制の教会としての組織や司法などが論じられている。そ

の特質としては、イングランド国教会とは違ってスコットランド教会の総

会（General Assembly）が制定した法（Acts）が発効するには世俗議会の

承認を要しないことや1921年にイギリス議会が定めた「スコットランド教会

法（Church of Scotland acts 1921）」により聖の部分・宗教事項（spiritual 

matters）については完全な自律が承認されたことを挙げることができる。

　教会法と国家法との関係については、日本やアメリカ、フランスのような聖

俗分離原則が徹底された国とは違って、世俗議会が国教会のための議会制定法

をつくるのみならず、国教会自身が法をつくり、その法を世俗議会が承認すれ

ば国家法たる性格を持つので、イギリスの国教会体制とは、別格の教会の教会

法と国家法が融合する仕組みと見て取ることができるという。

　教会司法と世俗司法との接点については、国教会の裁判所は国家法に準拠し

て設けられた国の裁判所としての性格を有し、もし教会裁判所の手続が自然的

正義に反すると見られる場合には、世俗裁判所が教会裁判所に介入することも

できると著者は指摘している。

　最後に、国教会に対する人権法の影響に注目して、最近の国教会の動向につ

いて論じることによって本書は締め括られている。イギリスでは、国教会制度

のもとにあって非国教徒の信教の自由は消極的に宗教的寛容の枠内で認められ

るという伝統が続いてきたが、こうした伝統に影響を及ぼしたのが、本書の

「序論」でも紹介された1950年のヨーロッパ人権条約の批准であり、イギリス

国内法である1998年の「人権法」や2006年の「平等法」などの制定である。

　 ここで問題となるのが、イングランド国教会が「公的機関（public 

authorities）」に該当するかどうかということである。なぜかならば、この

「公的機関」に対して、「ヨーロッパ人権条約」やイギリスの「人権法」はそれ

らが保証する自由や権利を侵害する行為を禁止するからである。著者は、イ

ングランド国教会は法人格を有しないが、チャーチコミッショナー（Church 



211石村耕治著『イングランド国教会法の研究』

Commissioners）や主教区（dioceses）などの国教会を構成する各種機関は

法人格を取得していることに注目して、イングランド国教会を概括的に「公的

機関」と見て一律に人権法の適用対象とするのではなく、国教会を構成する各

種機関ごとに判断すべきであるという研究者の見解があることを紹介してい

る。

　今日のイギリス宗教法の分析では、人権法関連法令の適用拡大の流れを見逃

すことができないが、逆に宗教上の自由権や教会の自律がないがしろにされて

いるという声も強いという。しかし、著者は、こうしたイギリス社会では、教

会冒涜罪（blasphemy）が廃止になり、2006年には「人種・宗教偏見煽動禁

止法（Racial and Religious Hatred act 2006）」が制定されたことから、今

後の政教関係の変容が注目されると論じられている。

（２）若干のコメント

①教会裁判所とイギリス史研究

　著者は本書の「あとがき」で、これまでのイギリス教会法の研究は法制史的

分析が先行してきたが、「もっと“法律学”の目線で実定規定にメスを入れ」

る必要があると指摘している。著者は、その課題に対するアプローチを実際に

本書で試みているのであるが、本書の「第１部」では、これまでの法制史研究

をはじめとするイギリス史についても丁寧に紹介されている。

　ところで、評者は特に教会裁判所の裁判管轄に関心を持ち、教会裁判所と世

俗裁判所の管轄権の変遷について調べてきたが、教会裁判所の管轄権につい

てはその大部分が1857年に世俗裁判所に奪われていることに注目している３）。

著者も本書の「はじめに」や「第１部」の〔図表Ⅰ－６〕「国教徒と非国教徒

との融和をねらいとした主な議会制定法一覧」でこの事実に触れており、「第

２部」ではこの変革の基礎をなす1855年の「教会裁判所法（Ecclesiastical 

Courts Act 1855）」の制定について紹介しているが、この変革の持つ時代を

画する大きな意義やそれがなされた歴史的、宗教的背景については十分論じら

れていない４）。ない物ねだりかもしれないが、法制史研究、特に教会裁判所の

歴史について論じるのならば、この点についても詳しく説明してほしかった。
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　なお、著者は、本書出版以前に「イギリスの宗教法文献紹介」（１）（『宗教

法』第27号、2008年）、「イングランド国教会法の構造―国教会立法の分析を中

心に―」（『宗教法』第28号、2009年）、「イギリスの国教会立法と司法の構造

―イギリスにおける政教関係の一断面―」（『白大学法科大学院紀要』第３

号、2009年）を発表し、これらの諸論考を基礎として本書を刊行されている。

イングランド国教会法に関するまとまった研究書はこれ以降も刊行されていな

いが、日本のイギリス史研究においては、近藤和彦編『イギリス史研究入門』

（山川出版社、2010年）や川北稔著『イギリス近代史講義』（講談社現代新書、

2010年）などが最近刊行されており、前者『イギリス史研究入門』では、その

旧版（1973年）にはなかった教会に関する一章が「第11章 教会」として新た

に設けられている。現在も活発に行われているイギリス史研究に対しても、今

後おそらく、本書は大きな影響を及ぼすものと思われる。

②教会法と国家法

　前述したように、著者は本書の「序説」で、「カノン（Canons）あるいは教

会法（internal[domestic]church[ecclesiastical]law[norm]）は同時に“国

家法〔国法〕”でもある」とし、「第２部」では国教会法（Measure）は国家

法として発効すると論じている。国教会である限り、国教会法も国家法の体系

に位置付けられることは確かであるが、カノン、国教会法、国会制定法の関係

についてはどのように考えたらよいのであろうか。著者が前掲の「イギリス

の宗教法文献紹介」（１）で紹介している、イングランド国教会に関する今日

の代表意的な概説書である Martin Davie 著 A Guide to the Church of England

（Mowbray, 2008）には、教会法の法源として、（１）国会制定法（Acts of 

Parliament）および国教会制定法（Measures）、（２）命令（Orders）、

（３）コモン・ロー（common law）、（４）現行のカノン法（the current 

Canons of the Church of England）、（５）宗教改革以前のカノン法（the 

Church of England's Pre-Reformation Canon law）が挙げられている。

残念ながら、これらの諸法の関係については同書では論じられていない。著者

は「序説」の〔図表序説５〕で「イングランド国教会法の法源の種類」を紹介
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し、「第３部」では現代に至るイギリスの政教関係について論じており、また

カノンについては、形式的には内部規範たる性格を有し、その改正には世俗議

会での審査・承認は必要としないことおよびその公布には国王〔女王〕の裁可

を受ける必要があることを述べているが、これら各法源の沿革および関係につ

いてはまだ論じるべき問題が残されている５）。確かに著者は、「第３部」で教

会法と国家法の関係について論じられ、イギリスは「教会法と国家法との融合

する“国教会体制（establishment）”を敷く国家」であると結論しているが、

この「融合」の意味するところを今日に至るまでのイングランド法制史や国教

会の教義、さらには教会法の制定現場に踏み込んで解説してほしかった。今後

の著者の研究を待ちたい。

　なお、この点については、1981年４月８日にイギリスの国会に提出され、後

に廃案となった祈祷書保護法案をめぐって、イングランド教会に対する国会の

権限について論じた、松田健児氏の「イギリス教会に対する国会の権限につい

て― Prayer Book Protection Bill の廃案をめぐって―」（『比較法研究』53、

1991年）が注目される。この論文は、同法案の廃案は、教会事項に関わる国会

の権限が国会制定法により行使される可能性を残しながらも、国会の教会に対

する権限が国会制定法により直接的に行使されるのは統治構造上妥当性を欠く

ことを確認したものであることを論証しているが、その中で実際の国教会法

（Measure, 「教会立法措置」）およびカノン（Canon, 「教会法準則」）と国会

制定法（Acts of Parliament）との関係について、同法案の審議という具体

的な事例を通して論じられているからである。

③内田力蔵氏の国教会研究

　ところで、宗教法学会においては、第14回宗教法学会（1987年６月27日、創

価大学）において、内田力蔵氏が「イギリス国教会の法構造研究序説」と題し

て報告をされているので、ここでは本書との関わりのある範囲内で内田氏の研

究について触れておきたい。

　内田氏は本報告をはじめとして、創価大学の比較宗教制度研究会で、「アン

グリカン・チャーチの法構造を支える幾本かの柱」（第４回、1988年12月16日）、
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「イギリスの政治と宗教」（第８回、1990年２月28日）と題して報告をされてい

る６）。これらの報告の中で内田氏は、“イギリスにおける宗教の問題を学生時

代から考えており、イギリス法研究者がイングランド教会を無視していること

に疑問を感じていたこと”、“宗教改革がイギリスで起こった背景的事項を考え

る必要があること”、“フッカー（Richard Hooker）に私淑してきたが、近代

的な教会法を考える上でポイントとなるのはフッカーであること”、“国王至

上法（Act of Supremacy）と礼拝統一法（Act of Uniformity）がイギリス

国教会の法構造を支える重要な柱であること”、“コモン・ロー研究には歴史的

研究が必要であるが、それ以前に現行法の法構造の厳密な理解が必要であるこ

と”、“イングランド教会は宗教的な立場から政権を根本的に批判しており、タ

イムズ紙などでは驚くほど多くのイングランド教会に関する記事が載るにもか

かわらず、日本ではあまり研究がなく、それは特に法や経済の観点からの研究

において言えること”などを述べられている。

　本書に関しては、前述したように、以上の内田氏の考えを継承している点、

内田氏があまり論じることのなかったイングランド国教会内部の裁治などを詳

論している点、内田氏が注目したフッカーについては論じられなかった点を指

摘することができる。著者をはじめとして、今後の宗教法学会における活発な

議論が期待されるところである。

（おわりに）

　私事であるが、評者は2009年の４月から2010年の３月まで在外研究のためロ

ンドンに滞在した。その間、著者が本書で論じられた、政教関係の変化や信仰

の多様化といった視点からの国教会批判を目の当たりにした。加えて、国民の

国教会離れが進行しているという現実も見聞してきた。しかし同時に、内田氏

が指摘された国教会による世俗の政治批判をテレビや新聞の報道で知り、ま

たロンドンのミドル・テンプル（The Honourable Society of the Middle 

Temple）における伝統的なイギリス法曹教育の現場や Ecclesiastical law 

journal の編者で2009年に Queen's Counsel（QC）に任命された当時のマー

ク・ヒル氏（Mark Hill）に接する機会を得て、政治や司法にいまだ大きな影
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響力を持つ国教会の確かな存在を実感することができた。本稿においても、こ

のような国教会を現在リードしているカンタベリー大主教のローワン・ウイ

リアムズ氏（Rowan Williams）の言動などについて報告することによって、

著者が論ずる国教会法や教会組織の現状と問題点についてさらにコメントを加

えてみようと思ったが、すでに長い書評になってしまったので、これについて

は後日の課題とすることにして、ここでは世俗化が過度に進むことによって豊

かな精神性や素朴な信仰心が失われつつある日本の政教関係に対して、国教会

制度を維持したイギリスが多くのことを語りかけているように思われると記す

に留めたい。

　最後に、2008年11月8日に白大学で開催された第57回宗教法学会の席上７）、

渡英を前にした評者に懇切丁寧なご指導を賜った著者に心からの謝意を表し

て、この拙い書評を終わらせていただく。

注

１）本書には、巻頭に「目次骨子」、「目次」が、巻末に「主要参考文献」として

「外国語文献」、「邦語文献」、「イギリス教会法の資料（DB）や、学会、宗教法研

究センターなど」（URL の紹介）が掲載されていて便利である。索引がないのが

残念である。

２）拙稿“My Research, My Subject ― Comparative Research on Religious 

Institution and Law ―”（『創価法学』第39巻第１号、2009年）、同“The 

Relation between Sacredness and Secularity from the religious and 

legal viewpoints ― Focusing on the Buddhist Temples in the Edo period 

and the Anglican Church in the Tudor Age ―”（『東洋哲学研究所紀要』第

26号、2010年）参照。

３）F. W. メイトランド著・小山貞夫訳『イングランド憲法史』創文社、1981年、

692頁、J. ベイカー著・小山貞夫訳『イングランド法制史概説』創文社、1975年、

99 ～ 100頁参照。

４）評者は前掲の拙稿“The Relation between Sacredness and Secularity 

from the religious and legal viewpoints ― Focusing on the Buddhist 

Temples in the Edo period and the Anglican Church in the Tudor Age ―”

で、Richard M. Wunderli, London Church Courts and Society on the Eve of the 
Reformation（The Medieval Academy of America, 1981）に依拠して、イギ

リス宗教改革前夜には裁判を受ける側のロンドン居住者がすでに教会裁判所離れ
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をはじめていること、前掲の Davie, A Guide to the Church of England などに依

拠して、イングランド国教会におけるサクラメント（sacrament）の規定がカ

トリック教会におけるそれと違うことが、教会裁判所による裁判管轄の変遷に関

係していることを論じたが、ビクトリア朝の時代にこの裁判管轄に関する大きな

変革がなされた背景について今後解明する必要があると思われる。

５）著者は、この点については本書よりむしろ前掲の「イギリスの宗教法文献紹

介」（１）で論じている。なお、本書では脚注や巻末において外国語文献が丁寧

に紹介されているので、おそらく著者は評者が指摘した諸問題についてはすでに

了解済みであると思われる。こうした文献による著者の次なる研究書を鶴首して

待つばかりである。

６）評者は内田氏によるこれらいずれの報告も拝聴することができ、報告内容をそ

れぞれノートに筆記してあるので、それらに依拠して以下論述する。なお、内田

氏の遺稿「イギリス教会の法的構造についての研究序説」（その１）が『比較文

化研究』第８巻（創価大学比較文化研究所、1992年）に掲載されている。同紀要

の同じ巻には下山瑛二氏の「『権威と権力』 研究序説―イギリス法における―」

が掲載されているが、同論文では内田氏が逝去の直前まで国王至上法に取り組ま

れていたことを紹介してから、この国王至上法により、「世俗権力を象徴する国

王が教会の首長になることによって、『権威』の問題は世俗社会あるいは人間社

会そのものの中でのみこれを考え、その所在と意義を解明せねばならなくなった

と云える」と述べられている。すなわち下山氏は、神の「権威」と世俗の「権

力」との係り合いを考察し、その新たな展開を生んだ国王至上法に注目している

のであるが、同論文の末尾で「理性と知性をもって『権威』を人間社会内で、換

言すれば此岸で人間自身が探索すること自体が、裸の権力の行使に対する上位概

念として必要であることを認めつつも、その画定がいかに難しいか」という問題

を示された。下山氏はさらに、「イギリス社会における此岸の『権威』概念の展

開過程を考察せねばならぬ」とし、「それがどのような形で『法の支配』概念と

結びつくのか」という壮大な問題意識をもって、現在も連載が続いている「権威

と『理性』と法―イギリス法における―」（1993年の『大東法学』第３巻第１

号から連載が開始された）を執筆されている。

７）当日、著者は「イングランド国教会法の構造」と題して報告をされている。




