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研究課題 「キリスト教のアメリカ化と社会文化生成についての研究」 

研究代表者 増井志津代（アメリカ•カナダ研究所／文学部英文学科教授） 

共同研究者  大塚寿郎（文学部英文学科教授）、高柳俊一（上智大学名誉教授）、飯野友幸（文

学部英文学科教授）、金山勉（立命館大学産業社会学部教授）、石井紀子（大妻女

子大学比較文化学部准教授） 

海外研究協力者：David D. Hall (Harvard U), Mark A. Noll (U of Notre Dame), Richard W. Fox 

(U of Southern California) 

Summary        The members of this project have pursued the transforming aspects of 

Christianity in North America from the 17th century colonial period to the 

present.  Rather than focusing on narrow theological debates or on 

denominational developments, the project has aimed at studying varying 

aspects of religion in America, giving serious attention to its cultural, 

sociological, and historical contexts, in order to grasp the process whereby 

Christianity was Americanized over the centuries.  Our purpose is to clarify 

the culturally as well as historically constructed nature of “Christian 

America.” Methodologically this project adopted an interdisciplinary 

approach, gathering participants from the fields of history, literature, 

theology, and journalism. 

     Three distinguished scholars of American religious history cooperated 

in the project as overseas participants: David D. Hall (Harvard) visited Japan 

in January 2006 and gave lectures on the theme of New England Puritanism, 

Richard W. Fox (U. of Southern California) came in June 2007 and lectured 

on the theme of American culture and Christianity.  Although Mark A. Noll 

(Notre Dame) was not able to visit Japan, he joined the project by contributing 

to the final report an article on a very timely topic, Evangelicalism and 

American politics.  The chief researcher of the project visited Harvard 

University libraries and archives for her research every summer during the 

project term.  Other researchers also frequently visited the United States 

for archival as well as field research purposes.  The participants presented 

the study results at scholarly conferences as well as in their writing both 

in Japan and overseas.  The final report of the project shall be published 

as a book in 2010. 

 

１． 本研究の目的及び背景 

本研究は、平成１７年４月から平成２０年３月末まで、上智大学アメリカ・カナダ研究所

を拠点として、学際的かつ国際的共同研究として実施した。平成１７年度から平成１９年

度科学研究費補助金基盤研究（B）（課題番号１７３１０１４７）に採択され、外部資金援

助を得た。 

 本研究の目的は、１７世紀植民地時代から２１世紀に至るまでのアメリカ史におけるキ
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リスト教の果たした歴史的・社会的・文化的役割を特に土着化（Contextualization; 

Americanization）の視点から通時的かつトピカルに分析研究することに置いた。従来の

神学的観点からのキリスト教研究や教派研究を排除するものではないが、キリスト教の果

たした役割を宗教史の狭い領域的研究の枠組から解放し、より広い歴史的、地理的、社会

的状況におけるダイナミズムの中で検証し、アメリカ的キリスト教の特性あるいはアメリ

カナイゼーションの過程を詳細に検討することを目的とした。さらに日本やアジアにおけ

る宣教活動を追うことによりアメリカニズムとキリスト教の関係にも注目した。研究成果

は海外研究協力者招聘による講演会、セミナー、出版の形で広く公表することを目指した。  

 研究の特色は、以下の点にある。 

 

（１）従来のアメリカ宗教研究は、一定の時代区分における特殊な現象や運動についての

単発的テーマに関する掘り下げが多い。それに対し、本研究においてはタイムスパ

ンを長期に設定することにより通時的研究を目指す。これにより、たとえばピュー

リタニズムの聖書中心主義と２０世紀ファンダメンタリズムの聖書主義との相違、

あるいは前者の千年王国論と後者の終末論との比較といった研究が可能になる。 

（２）人種民族研究の視点を採用することで、ヨーロッパ系に偏りがちなキリスト教研究

をある程度是正することを目指す。キリスト教に主眼を置くため、ヨーロッパ系移

民に関する研究が主体となるが、ネイティヴ・アメリカン、アフリカン・アメリカ

ン、その他の人種民族グループにおける宗教表現形態とキリスト教受容の相関関係

をも研究課題とする。また、ジェンダー研究の要素も取り入れる。 

（３）社会史や経済史における環大西洋、環太平洋交流システム研究の方法論も採用する。

アメリカにおける研究では、環大西洋的視点からの取り組みは見られるが、アメリ

カ型キリスト教の太平洋への展開に関する包括的研究は未だ研究射程に入れられ

ていない。本研究においては、日米共同研究の形を採用することで、アメリカ側の

環大西洋に関する先行研究を発展させ、たとえば１９世紀の日本をはじめとするア

ジアへの宣教活動の環太平洋交流史などを視野に入れた研究とする。 

（４）日米共同研究の体制を採用することで、日本人研究者はアメリカにおける第一線の

研究者との交流を通して関係資料の入手、課題の共有等、日本国内では得られない

情報を獲得し、さらなる国内研究の展開を行えるものと考えられる。アメリカ側研

究者は、日本人研究者との交流により、アメリカにおけるキリスト教の特殊性を再

確認できるものと思われる。このように、アメリカの外側からの視点を導入するこ

とで批判的視点を維持することに務めながら、両国の研究者の資料・意見交換を通

してアメリカの研究に依存するだけではない新しい視座を提供する。 

  

 研究代表者は環大西洋交流をコンテクストとするアメリカ宗教史研究を課題とした本

研究の基盤となる基礎調査を平成８年より実施した。初期アメリカの宗教思想史・文化史

に関しては、夏期休暇等を利用して渡米し、関連資料のある図書館や歴史資料館を訪問し、

資料収集に務めた。渡米時の拠点はハーヴァード大学とし、同大学David D. Hall教授に

は、資料調査の為の協力を依頼するとともに、意見交換を重ねた。また国内では平成１１

年度より初期アメリカ学会会員として例会に参加し、同学会を中心とする科学研究費基礎
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研究（B）「ピューリタニズムの生成と継承に関する研究」に研究分担者として参加し、共

同研究を行った。研究を進める中で、初期アメリカにおける環大西洋交流史の観点からの

研究を発展させた現代までの通時的なキリスト教史研究の必要を認識するようになった。

平成１６〜１７年度は代表者の在外研究期間にあたり、ハーヴァード大学 Committee in 

the Study of Religion に客員研究員として所属し、資料収集を進めると共に宗教史関係

のセミナー、コロキアム等に参加して、研究動向を探った。研究年期中、平成１６年度大

学改革推進等補助金（大学改革推進経費）海外先進教育実践支援プログラム補助金を獲得

し（研究課題：「環大西洋的観点からの初期アメリカ宗教思想史・宗教文化史研究」、研究

機関：平成１６年１０月１日〜平成１７年３月３１日）調査研究に携わった。こうした一

連の活動が背景となった。 

 

２． 研究の方法・内容と共同研究者の役割分担 

 本研究においては、上智大学アメリカ・カナダ研究所が研究の拠点となり、研究サポー

トを行った。研究所は事務機器類が完備し、また、ミーティングの為のスペースも備えて

おり、事務スタッフの継続的補助が受けられる点で大変有効に機能した。研究のための図

書、資料収集から海外研究協力者の来日講演会、セミナー主催、連絡等のサポートが行わ

れた。 

 共同研究者の役割分担は以下の通りである。 

 大塚寿郎教授は、すでに出版した１９世紀アメリカ文学と政治の関係、特に「市民宗教」

との関わりについての研究をさらに発展させた。民主主義と文学の関わりについての研究

を続け、１９世紀アメリカ文化におけるナショナリズムとキリスト教のアメリカ化につい

ての調査研究に携わった。平成１９年１０月から平成２０年９月は本研究海外協力者

David D. Hall教授の招聘によりハーヴァード大学American Civilization研究科に客員

として所属し、関連研究を行った。また、科研申請時のアメリカ・カナダ研究所所長とし

て科学研究費応募から海外研究協力者来日時の受け入れ責任まで、サポートを行った。さ

らに、平成１８年６月アメリカ歴史協会（Organization of American Historian）と日本

アメリカ学会による特別講師派遣プログラムの受け入れ責任者としてジョージ・ワシント

ン大学Leo Ribuffo教授を招聘し、上智大学、国際キリスト教大学、日本女子大学でアメ

リカの宗教と政治に関するセミナーを統括した。 

 高柳俊一教授は「新カトリック大事典」編纂委員会委員長としてカトリックの歴史、思

想研究を主とした研究を行っていることから、プロテスタントに偏りがちなアメリカ宗教

史研究にカトリックの視点から貢献をした。研究期間中、特に１９世紀会衆派プロテスタ

ントからカトリックに改宗した Orestes Brownson に関する研究を進めると共に、アメリ

カ・カトリックの歴史についての論文を執筆した。 

 飯野友幸教授はジャズやブルースなどのアフリカン・アメリカン音楽についての研究会

を主催し、論文発表や出版活動をすでに行っていることから、大衆文化と宗教の関わりに

ついて特に民族研究の視点を導入し、黒人音楽と宗教の関係についての研究に取り組んだ。

平成１８年度、文部科学省海外先進教育実践支援プログラムの助成により一年間の在外研

究年をマサチューセッツ工科大学で過ごし、特にアメリカ黒人音楽について研究を行った。 

 金山勉教授はテレビと公共政策を研究課題とし、アメリカ独特の宣教形態としての「テ
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レバンジェリズム」に焦点をあて、キリスト教系テレビネットワークがキリスト教のアメ

リカ化に果たす役割を検証した。平成１６年から１７年３月まで、研究年期を利用してア

メリカに滞在し、本研究のための資料収集を行った。そのさい、ちょうど行われた大統領

選のメディア戦略に関して、特に詳しい調査を行った。 

 石井紀子准教授は、長年にわたる女性宣教史の研究成果を平成１６年、American Women 

Missionary at Kobe College: New Dimensions in Genderとして出版した。本研究におい

てさらに新しい資料の収集・調査を行い、継続してジェンダー研究の視点から環太平洋の

キリスト教宣教史研究を行った。平成１７年、George Washington Universityで客員研究

員生活を送り、アメリカ・プロテスタントの日本宣教についてリサーチに取り組んだ。 

 本研究では海外研究協力者が大きな役割を担った。その役割分担は以下の通りである。 

 David D. Hall は、初期アメリカのピューリタニズムに関する研究を長年続けてきたこ

の分野における第一人者である。平成１６年秋から一年間マサチューセッツ州ウースター

の American Antiquarian Society でフェローとして研究年期を過ごし、平成１７年、こ

の調査を基とした来日講演を行った。国際キリスト教大学、東京大学、初期アメリカ学会

と連携しての招聘であったが、本共同研究に関しては上智大学で講演を行うと共に研究者

間交流を持った。さらにハーヴァード大学において、本研究参加者を招聘するなどの協力

を継続して行った。 

 Mark A. Nollは、アメリカ宗教史研究者として広く認識され、アメリカ、ヨーロッパで

の講演活動、学会活動のみならず、タイム誌、ニューズウィーク誌等にも頻繁に登場する

パブリック・インテレクチュアルである。その著書にはファンダメンタリズムや福音主義

の成立とその特徴について、教会と国家に関するテーマ等、宗教と社会の関係を扱ったも

のが多い。本研究期間中、長年在職したWheaton CollegeからNotre Dame Universityへ

の移動が入ったため、さらに多忙となり、来日は実現しなかったが、研究論文の寄稿によ

り本共同研究に参加した。 

 Richard W. Fox は平成１６年 Jesus in America: Personal Savior, Cultural Hero, 

National Obsession (Harper)を出版し、アメリカ史の中で「イエス」像がどのようなイ

メージを与えられてきたか、また政治と文化の中でどのように用いられてきたかについて

の研究を発表した。Fox 教授は、本邦ではラインホールド・ニーバー伝の著者、また翻訳

出版されている『消費の文化』（勁草書房）の編者の一人として、思想史、文化史におい

て広く知られている。平成１８年度来日時にはイエス像、ヘンリー・ウォード・ビーチャ

ー研究等、すでに発表したテーマの他、資料収集したばかりのリンカーン大統領の死を巡

る研究を公にした。上智大学、東京大学で開催されたセミナーは研究者だけでなく一般の

聴衆にも大きな反響を得て、回を重ねる度に規模が拡大して行くのが印象的であった。 

  

３． 研究の成果 

 本研究の成果は、参加者個人による講演、論文、著書出版の形での発表に加えて、平成

１７年度〜平成１９年度科学研究費補助金基盤研究（B）研究成果報告書「キリスト教の

アメリカ化と社会文化生成についての研究」として平成２０年５月冊子にした。報告書は

日本学術振興会に提出すると共に、東京大学アメリカ太平洋地域研究所、立教大学アメリ

カ研究所、同志社大学アメリカ研究所ほか、関連研究者に向けて配布した。 
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 さらに、アメリカ・カナダ研究所編による単行本『アメリカ型キリスト教の誕生−−ピュ

ーリタニズムから福音主義まで』（仮題）出版計画が現在進行中である。 

 なお、継続活動としては、平成２１年１月来日したDavid D. Hallによる講演会をアメ

リカ・カナダ研究所主催で開催した。また同年６月には同じくハーヴァード大学よりDavid 

Armitage 教授を迎え、講演会を開催した。Armitage 教授とは、さらに環大西洋研究に焦

点をあてた共同研究の可能性を検討しておりさらなる研究展開を目指している。 

 

 


