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ごあいさつ 

 

 

この小冊子は、東日本大震災をめぐる 3 回のセミナーにおいて、参加者に配信した講演原稿を集

めたものである。これらの講演において私は、東日本大震災に対する新しい見方を提唱した。お読

みいただき、レスポンスをいただければ感謝である。 

 

そもそもキリスト教神学において一番厄介な問題は、「神が愛であるのなら、なぜ人間に災いが起

こるのか」という問である。東日本大震災に直面し、今まさに人々が素朴に投げかけている問いで

ある。 

 

教父アウグスティヌスは「人間の堕落・罪」にすべての原因を求めた。啓蒙主義者ライプニッツ

は、「悪」を形而上学的な悪（被造物は神のような完全ではないがゆえに不完全である）、物理的な

悪（自然界などに見られる災い）、道徳的な悪（人間が選ぶ倫理的な罪）の三つに分け、悪の本質に

迫ろうとした。しかし、どう説明されてもすっきりしない。 

 

東日本大震災が起こって一年以上の時が経った。この間、キリスト者の間でもたくさんのシンポ

ジウム、講演会、座談会などが開かれ、識者たちがそれぞれ自分の意見を語られた。だが、震災の

問題を真正面から取り上げた人は、今までのところない。 

 

もう 30 年近くも前のことになる。ある神学校でヘブル人への手紙のクラスを担当していた。2

章 6-13 節の箇所にきたとき、私は大きなショックを受けた。「キリストの贖いは、人間の被造物に

対する管理権を回復した。贖われたキリスト者とは、キリストとの共同相続人であり、キリストと

共に王として全被造物を管理する責任を負わされている」と示されたからである。それまでの私は

「キリストの救い」をそのようには理解してこなかった。 

大げさだが、私の信仰にとって「コペルニクス的転回」の経験だった。 

 

もしヘブル人への手紙 2 章を正しく把握するなら、従来の贖罪論の理解は大きく広げられ、キリ

スト教的人間観も完全に修正されるはずである。社会や自然に対する見方や関わり方も根底から変

えられ、キリスト者としての日々の生活、教会生活、社会生活に大きな影響を及ぼすはずである。

以来、そういう確信が私の中にこだまし続けている。 

 

読者の皆様には、東日本大震災をこのような信仰（福音）理解の中でとらえ直していただきたい

と願い、この小冊子をお届けする。お読みいただければ幸いである。 

 

皆様お一人お一人に、神様からの豊かなお慰めがありますように。 

 

 

2012 年 6 月 1 日 

大野キリスト教会宣教牧師 中澤啓介 
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キリスト者は東日本大震災をどう考えたらよいのか（Ⅰ） 

 
大野キリスト教会 教育セミナー 

 2011年 6月 26日 教会一階ホール 

 

序 

今年度も大野教会の教育セミナーの講師としてお招きいただき、大変光栄に思っている。 

 

この教育セミナーは、今の時代に生きるキリスト者がその信仰御生活を確信と喜びをもって歩むことがで

きるように励ますことを目的としている。今年のセミナーでは、「この 3 月 11 日に起こった東日本大震災を、

キリスト者としてどのようにとらえたらよいのか」というテーマを扱いたいと思う。 

 

今回取り上げているテーマは、キリスト者であればどなたの脳裏にもかすめたことのある問題だと思う。し

かし今日までのところ、私の知る限り、この問題を真正面から取り上げた教会、神学校、神学者や牧師はい

ない。たとえ取り上げても明快な答えを提示できないことが分かっているからである。もし誰かが何らかの答

えを提案しようものなら、たちまち議論沸騰、賛否両論が渦巻くことになろう。その提供者は厳しい批判にさ

らされることを覚悟しなければならない。 

 

Ⅰ．東日本大震災に直面して 

 

まず、長年の友人であり、現在アメリカで大活躍中の上沼先生が「神学モノローグ」の中で書かれた文章

を紹介させていただきたい。 

「被災地への支援と復興のためのボランティアの活動が活発になされている。その報告を伺うことが出来る。そ

れでも何かの喪失感がどこかにうずくまっているようである。 地震のニュースを聞いて、インターネットで観た津波

の被害の大きさに対して抱いたあの『なぜ』という問いに対する答えのない喪失感である。ボランティア活動です

ばらしいことが起こっているのであるが、答えのない問いは残されたままである。問いそのものが問われていない

かのようである。問うことさえ避けている感じである。問うても答えのないことが露わにされたことの喪失感におおわ

れているからである。 

震災 2 ヶ月以上経って、問うても答えのない喪失感がより深く沈潜している。問うこと自体をためらってしまう喪

失感である。声に出して、言葉として出すことをためらってしまうことである。出しても答えがないことを知っている

からである。特に神を信じて、すべてを益に変えてくださる神を信じている教会の民にとって、どうすることも出来

ない喪失感である。なぜ神はそのようなことをこの日本に、あの東北の地にしたのかは、出しても答えのない問い

である。ただ意味の欠落のなかに陥ってしまうだけである。」 

 

上沼先生がここで述べていることは、東日本大震災に直面したクリスチャンのほとんどが感じていることで

あろう。私も同じような質問を数人の大野教会のメンバーから聞かれたし、シンガポールのクリスチャンからも、

メールで問いかけられている。おそらく、このような問いを卒業してしまったクリスチャンはいないと思う。（大

野教会の中学生の学校に提出したレポートを「参考資料１」として添付しておく。） 

 

私自身にも、上沼先生が告白する喪失感がないわけではない。しかし、喪失感に襲われ、そこに留まっ

ていることは、私にはできない。東北地方には、聖書信仰運動を共にしてきた昔からの同志や、聖会や教職

者研修会で牧会の苦労を分け合った同労者たち、それにエホバの証人問題で今日までお世話になった牧

師たちがたくさんいる。だから、第三者の、他人事のような感覚で今回の震災を受け止めることができないの

である。 

 

さらに、今は東北地方の問題であるかのように見えるのだが、明日は我が身の問題になる可能性が高い。

それは福島の原発被害がすみやかに収束しないことを心配して述べているのではない。関東地方や首都

圏のキリスト者は、今回の東北地方の何倍もの被害を受ける事態を予測して歩まねばならないはずである。
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だから、答えのない問題にとらえられ、喪失感に浸っている余裕などないというのが正直な気持ちである。 

 

日本は世界でも珍しい地震多発国である。地震に関して言えば、戦後 50 年間、日本は大きな地震に見

舞われることなく、いわゆる安定期を過ごしてきた。しかし、1995 年の阪神大震災の頃から、日本列島の地

震帯は（世界規模での連動を背景にしながら）活発に活動している（これは後ほどもう少し詳しくふれる）。と

すれば、これからの日本のキリスト者は地震という問題に何度となく直面させられることになる。 

 

もしそうであれば、日本に住むキリスト者は、「神と震災の関わりに関する問い」を放棄するわけにはいか

ない。永遠の真理としての正解など見つからなくても、予測される地震を迎え撃ち、雄々しく克服していくだ

けの知的理解は不可欠である。東日本大震災をこの備えのためのきっかけにすることは間違っていないど

ころか、求められていることだと思う。 

 

Ⅱ．神学は人間の相対的な認識である 

 

人間は理性的な動物である。自分の信仰に関しても一貫性をもって把握したいと願うものである。もしそう

できないなら、その信仰はいつか破状をきたしてしまう。破状とまでいかなくても、信仰に確信は起こらない

し、宣教の喜びは消え失せてしまうのではないだろうか。神学は信仰にとって絶対的なものではないけれど、

とても大切で中心的な位置を占めるものである。 

 

人間は人間であって、本当のところ、神のみ心がすべて分かるわけではない。それは、今問題にしている

災害、苦悩、不幸に限らない。神ご自身のお姿（ご性質）、創造の目的、罪人に対する恵み深い神の取り扱

い、永遠や霊的な世界の出来事などなど、そのすべては、人間の体験や知能を超えた事柄である。ところ

が、人間の認識作業は、人間の体験と言語を媒介とする。たとえ人が「神のかたち」に造られていたとしても、

その限界は歴然と存在する。従って、すべての神体験に関する理屈は、ただ自分が今置かれている状況の

中でとりあえず間に合う、何とかやっていける、という程度のものなのである。 

 

この点で福音派は、これまで大きな間違いを犯してきた。聖書を神の啓示と告白し、その内容を絶対的な

神の真理と確信するがゆえに、「聖書」と「神の真理」と「人間の神学」とを同一視してきたのである。この三

つの間に大きなギャップが存在することに気づかずにきてしまったのである。 

 

教会史において、カトリック世界は言うに及ばず、プロテスタントの世界においても、いつの間にか「神学

は諸学の女王」になってしまった。神と世界と人間の諸問題に対し、「絶対的な神からの解答をもっている」

と勘違いしてしまったのである。近代以前の「宗教が社会を支配した時代」においてであれば、この種の間

違いが横行したことは理解できる。しかしそれを近代以降の社会においても通じさせていたのが、福音派だ

ったのである。 

 

聖書は神の啓示である。旧約聖書は神がイスラエルの民を取り扱われた歴史を明らかにし、新約聖書は、

そのイスラエルから生じた「イエスによる人間の救いの道」を説いている。このようなコンテキストに沿って聖

書を読む限り、そのメッセージ（聖書が本来言わんとする事柄）は神の絶対的な語りかけである。しかし「聖

書が人の直面する全問題に対して神からの答えを提供している」と考えるのはフライングである。神はむしろ、

人間が直面する多くの問題に対し、自ら判断し、答えを出すよう求めておられる。人間が「神のかたち」に創

造されたということは、そのような知恵を備えられた、ということに他ならない。 

 

そこに、いわゆる学問の必要性が登場する。学問は、それがどのような領域に属するものであれ、進化発

展する。それは相対的なものである。絶対視することは危険である。 

聖書の世界においてもそのことはあてはまる。人によって、読み取りたい内容も違えば、探索している聖

書箇所も違う。そこから導き出した情報の体系化もまた千差万別である。いろいろな理解があり、多様な解

釈がある。ただ、同じ聖書を読む限り、福音の中心的メッセージに大きなずれが生じることなどあり得ない。

周辺的な事柄に対してのみ、自由が存在するのである。 
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震災をどうとらえるかということは、日本のキリスト者にとって重要なことではあるが、それはやはりこの相対

的な世界での話である。従って、クリスチャンの間で意見の違いがあって当然である。また一人のクリスチャ

ンにおいても、今日の認識が 10年前とは異なっているであろうし、10年後のものとも違うことだろう。 

私たちはまずこのような事実を認め、お互いの間にさまざまな違いがあることを大切にすべきである。そし

て心を低くし、喜んで他者の意見に耳を傾けるべきである。中心点における一致と周辺世界における多様

性、この両者がクリスチャン共同体の統一性と豊かさを醸し出していくのである。 

 

ここで私の個人的な体験を話させていただく。 

2004年 12月 26日、スマトラ沖を震源地とする地震が起こった。私はそのときシンガポールの日本語教会

で奉仕をしていた。シンガポール自体は、その地震による被害をほとんど受けなかった。しかし、近隣のイン

ドネシア、タイ、ミャンマー、インド、スリランカといった国々には大きな津波が押し寄せ、甚大な被害をもたら

した。 

これらの国々はいずれも、宗教が大きな影響力をもつ国家である。その後しばらくの間、ユダヤ教、イスラ

ム教、プロテスタント、カトリックなどさまざまな教職者が集まり、「その時（地震の時）神は何をしておられたの

か」というテーマでたくさんのシンポジウムが開かれた。当時私は、このタイトルにひかれ、時間の許す限りあ

ちらこちらの集いに顔を出してみた。 

残念ながら、満足できる答えは与えられなかった。それぞれの宗教の主張点が浮き彫りになり、大変面白

かったという印象は残っているのだが。福音派キリスト教のプレゼンテーションは、「神のお考えは分からな

いけれど、イエスは苦しむ者、悩む者と共に過ごすために来てくださった。だから私たちも困難な中にいる

人々と共に歩むことが大切である」というものであった。掲げられたテーマからすると、それははぐらかされた

答えだった。でも、こういう答え以外、答えようがないだろうなと考えながら帰宅したことを鮮明に覚えている。 

 

以来、震災をどのように受け止めたらよいのかという問題意識は、私の信仰にとって中心的なテーマの一

つになっていく。そして次第に、震災にのみフォーカスを当てて考えると、結局迷路に迷い込んでしまうと気

づくようになった。もう少し大きな流れの中ですべてを整理するのでなければ、意味ある答えを見出すことは

できない、そういう思いがだんだん膨らんでくるのであった。 

そしてこの度、セミナーの講演の準備をしながら、以下のように五つにまとめることができるのではないか

との結論に達した。 

① 聖書全体が教える「神の国」から出発する 

② 神は人間と共にこの地を支配しようとされた 

③ キリストの贖いは人間の支配権を回復した 

④ 震災の具体的な問題を検証する 

⑤ 神の国のあるべき姿を求めて行動する 

 

むろんこのようなアプローチを提唱した人はいない。私自身も、長いこと考え続けてきたとはいえ、こんな

風にまとめて発表するのは初めてである。従って、セミナーに参加された皆さんがどのように反応されるか、

私には分からない。ただこれまで私が悩み続けながら、自分の実体験に基づいて考えてきたものであるから、

たとえ違和感をもたれても、簡単に読み捨ててもらいたくはない。このような発題を契機に、皆さん一人一人

がご自分の回答を求めて努力していただければ、本望としたい。 

 

Ⅲ、聖書全体が教える「神の国」から出発する 

 

キリスト者が分からない問題にぶつかったとき、いつでも基本的な出発点に戻ることが重要である。そこか

らその問題の全体像を把握しない限り、真の答えには到達しない。では、その出発点とは何か。それは聖

書全体が解き明かす「神の国」である。 

 

創世記は天地創造から始まる。そして黙示録はその創造の完成、新しい天と地をもって終わる。この二つ

の間に横たわる期間は被造物の歴史であるが、それは「神が王として支配される」ことを明らかにするドラマ

である。多くの詩篇が「主は王である。国々の民よ、御前にひれ伏せ」と語りかけている。それこそまさに、聖

書全体のメッセージなのである。 
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神学の世界では、昔から「神はどのような方か」と論じられてきた。教会の信条は、神のご性質をたくさん

告白している。例えば、全知、全能、永遠、絶対、不変、偏在などなど・・・・。しかし、このような神のご性質

は、抽象的、思弁的、哲学的な概念である。決して、歴史の中で人と共に歩まれる神のお姿ではない。聖

書の神は、この宇宙を創造され、その被造物と深く関わっておられる。ということは、聖書の神は、被造世界

の制限の中にご自身を置かれたということに他ならない。だから、「神は歩まれた」とか、「神は悔いた」とか、

「神は今知った」などと、神に対しておよそふさわしくない表現がたくさん使われている。まさに、歴史の中に

内在される神だったからである。 

 

（ちょっと余談になるが、1990 年代にアメリカの神学会や教派を襲った「オープンセイズム（神は未来のこ

とをどこまで決めておられるのか）」という論議は、「聖書の神は被造物の制限下にご自分を置き、活動され

ている」という視点を無視したために起こったものである。それは結局無益な議論に終始した。） 

 

聖書は確かに「神が愛である」ことを証している。しかしそれは、一般的・抽象的な概念として語られてい

るわけではない。あくまでもキリストの救い（神の国の完成）という文脈の中で語られたものである。 

ところが、この「神は愛である」という聖句を引用して、「愛なる神がなぜ罪のない子供たちの命を津波で

奪ったのか」とか、「人類をこれほどの惨劇に会わせるような神は愛であるはずはない」などと論じる人がいる。

これは、神の愛という聖書の概念を、聖書が言いたい流れとは全く違う文脈の中で使ってしまった議論であ

る。これでは、答えのない迷路に踏み込まざるを得なくなる。聖書が特別な文脈で明らかにしている神のご

性質を、一般化・抽象化して、それとは矛盾するかに見える現実の世界に当てはめながら論じているからで

ある。まことに愚かな推論と言わねばならない。 

 

神のご性質や活動については、いつも「神の国」という聖書全体のメッセージを起点にして考えていただ

きたい。地震や津波といった災害の問題は、「神の被造物支配」という脈絡の中でとらえねばならない。神は

被造世界の一つ一つを「よしとされた」（創世記 1 章）が、だからと言ってそれらが不動の完成品だと宣言さ

れたわけではない。動植物が生命現象を繁殖しているように、自然界もまた大きく胎動している（それを生

命現象と呼ぶかどうかは、論者の自由である）。地震も津波も、自然界の胎動の一つにすぎない。そういう視

点に立つとき、震災に対するキリスト者の見方に新しい展望が開かれる。 

 

Ⅳ．神は人間と共にこの地を支配しようとされた 

 

キリスト者が震災の問題を正しくとらえるために必要な第二の点は、神が人間をどのような目的で創造さ

れたかを知ることにある。聖書によれば、人間は神と共に被造物を支配する目的で造られた。福音派のクリ

スチャンは、この聖書の重要なメッセージをほとんど聞いていない。だから、「福音派の説く福音は欠陥商品

である」と以前の教育セミナーで申し上げたことがある。そこまで述べても、未だ福音派の中では問題視され

ていない。残念という一語に尽きる。 

 

詩篇の作者はしばしば、「人間とは何者なのか」と問うている。時には、この宇宙の広大さに圧倒されなが

ら（詩篇 8:3-8）、また時には、人間がほんの束の間の存在に過ぎないことを自覚しながら（詩篇 144:3）。そ

んな中でヨブは、理不尽な苦悩におそわれながら、この同じ問いを発している。 

ヨブ 7:16-18を開いていただきたい。 

私はいのちをいといます。 

私はいつまでも生きたくありません。 

私にかまわないでください。 

私の日々はむなしいものです。 

人とは何者なのでしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を留められるとは。 

また、朝ごとにこれを訪れ、そのつどこれをためされるとは。  

 

ヨブは苦悩の真っただ中に追い込まれ、「人間とは何者なのか」と叫ばざるを得なかった。「震災をどのよ

うにとらえたらよいのか」という問いは、「人間とはいったいどのような存在なのか」を問わずして答えることの
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できない事柄なのである。 

実際問題として、人が住んでいない場所であれば、どれほど大きな地震が起こったとしても、あるいは津

波が押し寄せたとしても、さらには台風や竜巻が生じたとしても、それは震災の問題にはならない。よくある

自然界の一つの現象で終わってしまう。しかし、人がそこに住み、人の命が失われるようなことが起こるとき、

それが大問題になるのだ。人間とは、自然界とは区別される、全く特異な存在だからである。 

 

多くの現代人は進化論を信じている。進化論の根本的な問題は、人間の生物学的な成立過程が解明さ

れたことにあるわけではない。そのような解明は科学者に任せればよい。問題なのは、神が人間を特別な存

在として創造されたことを無視し、人間を動物の延長線上にしか見ないことにある。いわゆる進化論では、

神が人間を「神のかたち」に創造されたことや、神が人間とともにこの被造世界を治めようと意図されたことな

どは、全く問題にならない。 

 

創世記 1章 26-28節をご覧いただきたい。 

「そして神は、「われわれに似るように、われわれのかたちに、人を造ろう。そして彼らに、海の魚、空の鳥、

家畜、地のすべてのもの、地をはうすべてのものを支配させよう。」と仰せられた。神はこのように、人をご自

身のかたちに創造された。神のかたちに彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた、彼らを祝福し、

このように神は彼らに仰せられた。「生めよ。ふえよ。地を満たせ。地を従えよ。海の魚、空の鳥、地をはうす

べての生き物を支配せよ。」  

神はここで、人に「地を従えよ」と命じ、さらにこの地球上に造られた生き物を「支配する」よう命じている。

人間は、神が造られたものを引き続き「支配し続けるよう」命じられているのである。神が造られたこの地球は、

不動の完成品のようなものではなく、まるで生き物であるかのように生成発展を繰り返す。すると、人間の統

治とは、神の創造のプロセスにあずかることに他ならない。人間は、神が制定された被造世界の法則を理解

し、それにもとづく共同統治を期待されているのである。 

 

ところが、キリスト教の伝統的な人間理解はきわめて低い。アウグスティヌスとペラギウスの論争以来、カト

リックであれプロテスタントであれ、人間の罪による全的堕落という点が強調され、人間の価値は皆無に近い

状態にまで引き下げられてしまった。この背後に、人間を神の前に罪ある絶望的な存在として描くパウロの

信仰義認の教理があることは言うまでもない。しかしそのパウロが、どのような生き方をしているかよく見てい

ただきたい。自らの知性や教育、社会的な立場を生かしながら、実に豊かな伝道の生涯を送っているでは

ないか。 

 

もし人間を「神と共に被造物を支配する」という使命から切り離してしまうなら、人が震災の問題に立ち向

かう理論的根拠を失う。もしそうなると、「神がなぜ震災を」という初めの問いに逆戻りしてしまい、闇の中に

迷い込んでしまう。上沼先生の言われた喪失感が我々を覆う結果になってしまうのである。 

 

Ⅴ．キリストの贖いは人間の支配権を回復した 

 

人間は、創造の時点では「神と共に被造物を支配する」という尊い使命が与えられていた。しかし人は、

神に背いて罪を犯し、その使命を果たせない存在になってしまった。そのような人間を罪から救い出し、そ

の人間に創造本来の使命を回復させてくださるのは、キリストの十字架による贖いである。ところが福音派の

福音理解は、「罪の赦しと天国行きの約束」に終始し、「キリストとの被造物に対する共同統治」というところま

では踏み込めていない。 

 

もう 20 年以上前のことになる。神学校でヘブル人への手紙 2 章を講義していたとき、自分の信仰がコペ

ルニクス的転換を迫られるような経験をした。それはまさに、聖書のみ言葉に打たれるという、私にとっては

衝撃的な出来事だった。それからの私は、この箇所から私に示された十字架の奥義を明確に解明している

書物はないものかと、血眼になって探した。ほとんどの注解書は、通り一遍の字句の解説をしているだけで

終わっている。十字架の奥義を開設している書物や新約聖書神学、組織神学などの書物の中には、私が

期待しているような解き明かしをしている本は、一冊もない。非常に不思議である。（「参考資料２」参照） 
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まあとにかく、ヘブル人への手紙の 2章 6節から 11節までを読むことにしよう。 

「むしろ、ある個所で、ある人がこうあかししています。『人間が何者だというので、これをみこころに留めら

れるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは、彼を、御使いよりも、し

ばらくの間、低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、｛彼をあなたの御手のわざの上に置かれました。｝ 

万物をその足の下に従わせられました。』 

万物を彼に従わせたとき、神は、彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに、今でも

なお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。 ただ、御使いよりも、しばら

くの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠を

お受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。神が多くの

子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を、多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存

在の目的であり、また原因でもある方として、ふさわしいことであったのです。 

聖とする方も、聖とされる者たちも、すべて元は一つです。それで、主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としな

いで、こう言われます。」 

 

とりあえず、この箇所の流れを簡単に追いかけるところから始めよう。 

①まずヘブル人への手紙の著者は、人間とは何者なのかと問いかけた詩篇 8篇を引用する。 

②そこには、人間が他の被造物を支配する存在として造られたことが告白されている。 

③ところが著者は、現実に生きている人間は今なお万物を支配していない事実を指摘する。 

④だが著者はそこにとどまらず、人となられたイエスだけは別格だと宣言する。 

⑤イエスは死と復活を通して、万物の支配者となられたのだ。 

⑥それだけでない。この著者は、イエスの死が「人間に万物の支配権を回復させた」と論じる。 

⑦つまり、キリスト者はイエスの兄弟になった、というのである。 

 

キリスト者は皆、キリストの十字架の死がすべての人の罪を赦し、神の子にしてくださることをよく知ってい

る。救いとは「罪が赦され、天国に行けることだ」と確信している。この救いの理解はむろん正しい。しかしこ

のヘブル 2章によれば、十字架にはそれ以上の深い意味がある。人間の被造物支配権の回復である。この

回復された使命こそ、罪赦されたキリスト者が天国に直行せず、この地上に生かされている本当の理由であ

る。 

 

イエスは、復活後弟子たちに「わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられてい

ます。」と宣言された（マタイ 28:18）。そしてキリストは、キリストを主と信じる者たちに対し、「キリストとの共同

相続人」になる特権を与えてくださった（ローマ 8:17）。キリスト者になるとは、「キリストと共に王として被造物

を支配する者になる」ということなのである（Ⅰペテロ 2:9、黙示録 1:6、5:9-10などなど）。 

 

この「被造物支配の使命権の回復」という事実なくしては、キリスト者が震災の問題に雄々しく立ち向かっ

ていく論理的根拠を失う。この面からもキリスト者は、キリストの十字架の贖いのすばらしさをもともっと高く掲

げるべきである。 

 

Ⅵ．震災の具体的な問題を検証する 

 

キリスト者が震災に対し正しい認識を持ち、真正面から対応していくのに必要な 4 番目のことは、震災そ

のものについてよく知り、それに基づいて的確な対応を取ることである。ここまで学びを進めてきて既にお分

かりと思うが、「震災のとき神は何をしておられたのか」などという不毛な問いかけをするのは、もう止めること

にしよう。そんな暇があるのなら、震災がなぜ起こり、それにどう対処したらよいのかを学ぶ時間を取るようお

勧めする。 

 

先日 JEAの総会が開かれ、その開会礼拝において恩師の村瀬先生が「地震と津波は天災です。しかし、

原発は人災です」と祈られた。会議参加者の多くは、村瀬先生がかなり明確に祈られたことに驚かれたと思

う。むろんこの祈りは、今後、JEA の社会委員会と神学会委員会が原発問題に集中的に取り組み、福音派

が一定のコンセンサスに達することを期待してささげられたことは間違いない。 
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実は私は、その祈りを聞きながら、「本当にそんなふうに割り切ってよいのか」と戸惑っていた。そこで、お

食事のとき村瀬先生の隣に座り、「天災と人災とをそんなに明確に区別できるのだろうか? 天災という言葉

は神に責任があるような印象を受ける。地震も、津波も、原発も皆一連の出来事であり、天災と人災とに簡

単に分けることはできない。そもそもこれらのことを、災いと決めつけない方がよいのではないか」と論争を挑

んでみた。 

この論議がかみ合わなかったのは、30年前と変わらなかったが・・・（笑い）。 

 

今回の東日本大震災では、1000 年に一度の地震とか、想定外の津波、あるいは未曽有の被害などと言

われている。「1000年に一度」、「想定外」、「未曽有」などという言葉は、なんとなく人間の知識では到達しえ

ない世界の話であるかのような錯覚に陥る。しかしそれは間違っている。ただ単に、従来の知識が不完全で、

予測や推定が甘かっただけのことである。 

 

ここで、皆さんに配布した参考資料（大野教会のセミナーでは、地震に関する資料を配布したが、この講

演資料では割愛する）をご覧いただきたい。しばらく、次の問題について考えてみよう。 

① 全世界の地震発生地点 

② 日本を取り囲むプレートの配置 

③ 駿河湾を囲む 4枚のプレート 

④ 江戸時代の地震と噴火 

⑤ 地球の内部構造 

⑥ 今日の大陸ができるまで 

⑦ 日本列島ができるまで 

 

私たちお互いは、地震学者でもなければ、地球物理学者でもない。だから、細かなことは気にしないで、

漠然としたものでよいから「日本が世界に類例を見ない地震多発国であること、世界全体が今地震帯の活

動期に突入していること」などを知っていただきたい。この種のことを伝えている書物は、今書店に山と積ま

れている。図書館に行くのもよい。学ぶのに苦労はない。 

 

どのような書物であれ、その一冊でも読むなら、今回の東日本の地震は特別なものでも、想定外のもので

もないことが分かる。人間の理解を完全に超えた、神のみぞ知るという世界で起こる出来事などと、勘違いし

ない方がよい。キリスト者はむしろ、「人間が神から支配せよ」と命じられている地球環境の出来事の一つと

理解し、対応することを求められている。むろん、それがいつ起こるかという点になると、正確に知ることは今

のところ人知を超えていることではあるが。 

 

津波に関しても同じことが言える。日本における津波の被害の歴史を詳しく報じている書物がたくさん出

回っている。どれか一冊でよい。お読みいただきたい。今回の津波の被害がきわめて大きなものであったこ

とは論を待たない。だが、決して「未曽有」なものとか、「想定外」のものと簡単にいうべきではない。今回の

程度の被害は、これまで何度もあった。ただ私たちが、自分の生きている時代には起こらないだろうと、勝手

に思い込んでいただけである。どのように対処しても、被害を全くなくすことは不可能である。しかし、対応の

仕方次第で、それを半分にでも、十分の一にでもすることはできたはずである。 

 

原発の問題については、別の機会に教育セミナーを開いていただくのがよいと思う。今後原発問題が日

本のキリスト教界において最大のテーマになることは間違いない。JEA の社会委員会は、これまで天皇制、

靖国、戦争責任、自衛隊、イラク戦争、エイズや貧困などの問題を扱ってきたが、これからしばらくは原発や

エネルギー問題についての論議を煮詰めていくはずである。大野教会には、この分野で発題できる専門家

の方々が多数おられる。学習会のようなものを開き、地道な学びから始めていくのがよいのではないかと思

う。 

 

とにかく、当面の問題として、今回の放射能の問題がすみやかに解決していくよう、ご一緒に祈りたい。放

射能の問題は、私たちがマスコミを通じて知らされている以上に、深刻な状況にあることは間違いない。 
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キリスト者はこの際、地球物理学者、地震や津波研究家、原発やエネルギーの専門家になってもらいた

い。むろん、本当の専門家になれるわけではない。ちょっとかじった「にわか何々」ということになろう。でも、

それで十分だ。私たちは、「神のかたち」に造られ、キリストと共に地を支配せよと命じられている。この使命

を果たすためには、基本的な事柄ぐらいは知っておく必要がある。 

 

キリストと共にこの地を支配するためには、その時その時で必要な事柄は異なる。たいていは問題が突き

付けられ、何らかの対応を迫られて学び始めることになる。それはむろんつけ刃に過ぎないが、私はそれで

よいと思っている。キリストと共に地の支配権を行使しようとするのであれば、キリスト者はいろいろな分野に

関心をもつことが求められている。 

 

パウロは、やがて被造物のすべてが贖われることを教えている。それまでは、キリスト者は被造物がもつ制

限下に自らを置きながら、その苦悩を共にしていくのである。 

「被造物も、切実な思いで神の子どもたちの現われを待ち望んでいるのです。それは、被造物が虚無に

服したのが自分の意志ではなく、服従させた方によるのであって、望みがあるからです。被造物自体も、滅

びの束縛から解放され、神の子どもたちの栄光の自由の中に入れられます。 私たちは、被造物全体が今

に至るまで、ともにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っています。」（ローマ 8:19-22） 

 

Ⅶ．神の国のあるべき姿を求めて行動する 

 

いよいよ最後の五番目に進みたい。それは人類共同体、そしてキリスト者共同体の大切さである。 

人は決して一人で生きているわけではない。家族があり、町があり、国家があり、世界がある。私たちキリ

スト者は、キリスト者であることや教会のメンバーである前に、神によって人類共同体の中に置かれている。

むろん、この世界は病んでいる。この世の支配者（サタン）が活発に活動し、神の裁きを受ける運命にある。

キリストの再臨は、古いものを一掃し、すべてを新しくする。にもかかわらずキリスト者は、この地を支配する

命令を受け、神から派遣されているのである（ヨハネ 20:21）。 

 

もしこの世界の問題点を挙げるなら、きりがない。すぐに一冊の書物ができあがるだろう。時にそういうメッ

セージを発信して、この世界に警告を与えることは必要である。だが震災の問題を考えている今は、あえて

マイナス点に目をつむり、神が「神の国」として期待されている側面を見ることにしよう。 

 

今回の大震災の被災地には、日本全国否世界中の人々から愛の手が差し伸べられた。その活動にいち

早く名乗りを上げたのはキリスト教の救援団体だった。むろんそれにとどまらず、宗教、民族、人種、国家、

その他あらゆる壁を越え、「人類共同体」がその愛を分かち合ってくださった。被災地東北には、アジア、ア

メリカ、南米、ヨーロッパ、イスラム世界やアフリカ諸国に至るまで、全世界から人的・物的救援が届けられた。

私は被災地の現場で、何か役にたちたいとリック一つで駆けつけたボランテイアの若者たちにたくさん出会

った。そこでは、クリスチャンであるかどうかは、あまり意味を持たなかった。まさに、人類共同体の感を肌で

味わった。 

多分に美化され過ぎてはいることだろうが、被災地の皆さんはこのような災害にあってもなお日本人の美

徳を持ち続けていることを世界にアピールしてくださった。それは、人類にとっての大きな希望のメッセージ

になった。 

 

むろん、神が人間にお与えになった「地を支配せよ」との命令は、贖われたキリスト者の間で回復されたも

のである。それは、キリストとの共同統治であり、イエスが説かれた「神の国」そのものである。東日本大震災

において、多くの教会が被災地の人々に対し、地の塩、世の光としての使命を果たした。被害がわずかで

あった東北地方の諸教会は、そのほとんどが地域の救援センターの役目を果たし、困難な中にある人々に

希望を与え続けてきた。悲しみのどん底に打ちひしがれるたくさんの人々が、キリスト者と教会の確信ある生

き方にふれ、慰めと希望を見出している。 

 

そんなとき、教会は必ずしも福音宣教の業に直接携わったわけではない。むしろ、苦悩の人々と苦しみを

共にし、神の国の恵み（無償の愛）を分かち合ったのである。友人の牧師がこんな話をしてくれた。「自分は
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14年間東北の地で伝道をしてきた。この間、教会を訪れてくれた地域の人は 50人に満たない。でも震災以

来状況が変わった。むろん多くの人々は支援物資を受け取りに来るだけではあるが、この一か月間に延べ

にして 1400人の人が教会に出入りした」と。 

この牧師は、どんなに疲れているときでも、キリストの笑顔を絶やさないように努めていた。被災されたす

べての方々にとって、エレミヤの「私を恐れさせないでください。あなたは、わざわいの日の、私の身の避け

所です」（エレミヤ 17:17）という祈りがご自分の祈りになるようにと願いながら、毎日、毎日、地域の皆さんに

仕えているとお話してくださった。涙なくして、若き牧師の話を聞くことはできなかった。 

 

JEA総会で、阪神大震災を経験されたある先生が、こんな話をされた。 

「あの大震災のとき、神戸中の教会が一つになり、お互いに助け合った。宣教協力も盛り上がった。だが、

そのような機運は震災の風化と共に消え去り、いつの間にか震災前の状態に戻ってしまった。東北の教会

も今はテンションが高くなっており、今後何かすばらしいことが起こるような錯覚をもつかもしれない。しかし、

やがて冷めるときが来ることを覚悟しなければならない。宣教協力や教会一致はそれほど簡単にできること

ではない。決して幻想を抱いてはいけない。」 

 

この発言は真実である。震災のときに生じた教会（あるいは宣教）協力は、長く続くものではない。実はそ

れは緊急事態における極めて特殊なかたちなのである。もしそのような形が消え去っていく理由を、被災地

の教会の不十分さに求めるとすれば、それはお門違いである。そう考える人は、あるべき宣教や教会の協

力の実態について勘違いしている。 

 

私は、宣教や教会の協力の実態は、「共生」というキーワードを使うと分かりやすいと思っている。パウロは

「喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者といっしょに泣きなさい」と述べている（ローマ 12:15）。被災地の牧師や教

会の皆さんが相互でこの体験をすることが教会の協力であり、一致なのである。しかも日本のキリスト者すべ

てが喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しむことが求められている。苦悩の真っただ中にいる被災地のキ

リスト者や教会の傍らに寄り添いながら生きるとき、この地上にお出でくださったイエスのお姿を具現化する

ことになる。これが教会協力であり、宣教協力である。「神の国」そのものなのである。 

このような真の「神の国」の生き方は、震災の風化と共に消え去らせてはいけない。震災をその始まりとし、

「共生」のきっかけにしなければならない。そのような生き方を示すメッセージを、日本全国、世界のクリスチ

ャンたちにあかしすることが被災地のクリスチャンたちに求められていることなのである。 

 

終わりに 

 

「キリスト者は震災をどのように考えたらよいのか」というテーマを、これまでご一緒に追いかけてきた。 

結局私たちは、被災地から遠く離れていたとしても、被災されたキリスト者及び教会に寄り添って生きてい

くことを求められている。救援物資を送る時はやがて終わる。支援金はなおしばらく必要ではあるが、それも

やがて終息の時が来る。 

 

しかし、「神の国」は終わるわけではない。「共生」という言葉に代表される形はいろいろ変わる。しかし、

「共生」そのものをなくさせてはいけない。それはむろん次第に落ち着いた、平常なものに戻っていく。つま

り、平常時における「キリスト者の祈りによる交わり」に深化していくのである。そしてときどき、互いに一堂に

会し、顔と顔とを合わせて、悲しみや喜びを再び分かち合うのである。 

 

そんな「神の国」がこの震災を契機に始まることを祈りながら、この講演を終わりたいと思う。 
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キリスト者は東日本大震災をどう考えたらよいのか（Ⅱ） 

 
東京地区連合スプリングセミナー 

2012年 4月 30日 連合センター 

 

今年度の地区連合スプリングセミナーに招かれ、東日本大震災についてお話させていただけるこ

とを光栄に思っている。 

 

セミナーの責任者からは、「昨年 6月に大野教会の教育セミナーで講演したことを話してほしい」

と言われた。その講演内容は、今年のクリスチャン新聞 2月 19日号から 5回にわたって掲載された。

お読みくださった方々も多いと思うので、今日は、そこからさらに一歩踏み込んだ話をさせていた

だきたいと思う。従って、今回のテーマを「キリスト者は東日本大震災をどう考えたらよいのか（そ

のⅡ）」とさせていただいた。 

 

序．この講演に何を期待してほしいのか 

 

私たちは、「近いうちに首都圏に直下型の大地震が来るかもしれない」と警告されている。あるい

は、南海トラフの巨大地震に襲われるかもしれない。両方が連動して起こる可能性さえある。お互

いは、そういう極めて緊迫した状況の中で生活している。そのような状況を踏まえて、今日は、キ

リスト者として震災の問題をどのように考えたらよいのか分かち合いたい。 

 

原発の問題は、現在となっては地震以上に緊急性を要する重要な課題である。しかし、地震とは

異なる問題をいくつも論じなければならない。別の機会に譲ることをお許しいただきたい。 

 

私が原稿を書いている今この時（4月 11日午後 6時）、「スマトラ沖に地震が起こった」とテレビ

のニュース速報が流れた。マグニチュード 8.5の非常に強い地震ではあるが、幸い津波の心配はな

いようだ。よかった。 

このスマトラ沖においては 2004年 12月 26日にマグニチュード 9.1の巨大地震があり（それ以前

も同地域には地震が頻繁に起こっていた）、津波による大きな被害が生じた。その後も、①2005年 3

月 28日（8.6）、②2007年 9月 12日（8.5）、③2009年 9月 30日（7.5）、④2010年 4月 6日（7.8）、

⑤2010 年 5 月 9日（7.2）、⑥2010 年 10 月 25日（7.7）、⑦2012 年 1 月 10 日（7.2）と地震が続い

ている。 

そして今回の 2012年 4月 11日の地震（8.5）は八度目となり、年に一度の頻度数で起こっている

ことになる。むろんその地域の地震がハイチ地震（2010年）やニュージーランド地震（2011年）、

そして東日本大震災に連動していることは間違いない。 

 

私は神奈川県相模原に住んでいる。そこは東京都心から数十キロ離れた東京郊外のベッドタウン

で、近くに目立った活断層もない普通の街である。しかし、この街はおそらく、ごく近いうちに大

地震に見舞われるだろう。私がこう言うのは、私に預言の賜物が与えられているからではない。も

し私が預言者顔をしてそんなことを言ったら、連合理事会は直ちに私を呼びつけ、「偽預言者」とし

て連合から追放するはずである。私はただ、地震学者たちの研究成果を伝えているだけである。 

 

日本列島は地震帯の上に存在している。最近では、阪神大震災（1995年）、新潟県中越沖地震（2007

年）、東日本大震災(2011年)、長野県北部地震（2011年）と続いている。ごく近い将来、関東、東

海、紀南、四国から九州にかけ、東日本大震災と同程度の（あるいはそれ以上の）規模の巨大地震

（南海トラフ）が起こる確率は相当高い。今は地球全体において地震帯が活動期に入っている時期

で、日本で頻発する地震がそのことを裏付けている。東京地区連合に所属しているお互いは、キリ

スト者として迫りくる震災に準備をしておく必要がある。 
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Ⅰ．この一年間になされた議論の紹介 

 
東日本大震災から一年が経過した。この間キリスト者（教会と援助団体）は、日本国内はむろん

のこと世界的規模で、被災地におけるボランティアの先頭に立ち、支援や復興活動に関わってきた。

その活動は教派や地域を超えたものに広がっていった。被災地の現場では、民族や文化、国家や宗

教を超え、人類共同体を強く意識させるような援助活動が続けられていった。 

 

第一回目の講演で、友人の上沼氏が昨年 5 月１8 日の「懐疑論と信仰」という神学モノローグを

紹介した。その後上沼氏は、震災後一年が経過した 3月 6日の神学モノローグにおいて、N. T. ラ

イトの書物「悪と神の正義」を紹介しながら、同じ題でエッセイを書いている。上沼氏は、この一

年間、震災問題をどうとらえたらよいのか、ずっと葛藤し続けてきたと告白している。おそらく、

上沼氏が述べておられることはほとんどのキリスト者が感じていることではないかと思う。（二つの

神学モノローグと同氏が私が送った講演原稿に対する返信を「参考資料３」として掲載しておく）。 

 

震災後 5か月ぐらい経ってからではあったが、キリスト者の間に、この震災の意味を問う講演会、

シンポジウム、座談会などが開かれるようになった。さらに、震災に関連するさまざまな書物も出

版され始めた。このような論議の背景には、「愛と恵みに富む神がなぜこのような震災を起こされた

のか」というキリスト者に特有の潜在的な疑問があった。 

 

多くの牧師や神学者たちが、いろいろな機会に、東日本大震災に関してご自分の意見を述べてい

る。幸い、さまざまな会合で語られた内容が書物として出版されている。それらの文献は、東日本

大震災の神学的な意味を追いかけている私たちにとっては、とても貴重なものなので、参考資料集

に「参考文献４」として掲載しておく。この講演においては、その一つ一つを取り上げる時間的な

余裕はない。大雑把に内容を６つに整理し、私の個人的な感想をも含めて紹介するにとどめておき

たいと思う。 

 

１．根本的な変革を迫られている 

多くの発言者（ここでは、書物の執筆者及びシンポジウムの発題者の牧師、大学教授、神学者な

どを総称して「発言者」と呼ぶことにする）は、今回の大震災が自分の信仰にとって大きなチャレ

ンジになったと告白している。神からの「変革の迫り」を受けているとか、あるいはそれに類似し

た表現が随所に見られる。 

今回は「千年に一度」、「未曽有の」、「想定外の」という言葉が飛び交うほどの地震と津波の災害

に、原発問題まで加わった。17年前の阪神大震災やその後に続いた新潟県中越沖地震などより、は

るかに大きな危機意識を発題者たちに与えたことは間違いない。 

しかし私の印象では、それぞれの発言者の危機意識はそれほど切羽詰まっているようには思えな

い。巨大地震が近々起こるかもしれないと、地震専門家たちによって厳しい警告が盛んに発せられ

ているのに、そのことを真正面から取り上げている人はほとんどいない。神学の世界から一歩も出

ていないような気がしてならない。しかも原発は、日本の海岸線上に 54基もある。今回の震災を「未

曽有」とか「想定外」などとのんきなことを言っている場合ではないと思う。おそらく、東日本大

震災に近い大きな地震が、関東地方を含めた日本各地に起こることは間違いないと思う。今の危機

的な状況をもっともっと真剣に受け止めねばならないはずである。 

 

あるシンポジウムでは、「いかにしてもう一度立ち上がるかーこれからの 100年を見据えてー」と

いうテーマが掲げられていた。「100年を見据える」と言うのだけれど、実際問題としてどのように

見据えているのだろうか、日本の教会が今置かれている状況をよく分かっているのだろうかと、思

わされた。「信仰」とは、世俗の言葉でいえば「楽観主義」なのだが、それは、現実の深刻な状況に

目をつむってよいということではない。キリスト者の楽観主義とは、状況を正確に把握し事の深刻

さを十分認識した上で、「神に全面的に信頼する楽観主義」なのである。 
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２．終末論に結びつける 

何人かの発言者は、東日本大震災を「終末の裁き」と結びつけている。この場合、終末の裁きを

「この世の終わり」と見なす悲観的な見方と、「新しい世界の始まり」と見なす希望的な見方とに分

けられる。津波にすべてを流されつくしてしまった惨状を前にして、あるいは放射能による見えな

い恐怖におびやかされて、終末的気分に襲われてしまうことは理解できる。しかし、震災を終末の

裁きに性急に結びつけ、悲観的になったり、恐怖感に襲われたり、厭世的な気分になることは間違

っている。幻想的な終末希望に逃げ込んでしまうのもいただけない。 

 

聖書は確かに、終わりの時代に地震が世界の各地で起こることを予告している。しかしイエスは、

そのような噂に惑わされないようにも警告された（マタイ 24:3-14）。私たちは皆、キリストの再臨

を信じている。そうでなければ、「また来たりて、生ける者と死にたる者とを裁き給わん」という使

徒信条を、礼拝毎に告白しないだろう。だが、東日本大震災とキリストの再臨とを直接結びつけて

論じるのは、軽率の感を免れない。地震は歴史上いたるところで、常に起こっている自然現象であ

って、特別なものではないからである。 

 

キリストの再臨は、新天新地をもたらす希望にあふれた出来事である。この再臨は、いつの時代

のキリスト者であっても、自分が生きている間に起こると信じて歩むものである。パウロは、実際

にはそうではなかったが、自分の生存中に再臨のキリストに出会うと信じていた（Ⅰテサロニケ

4:15,17）。もし再臨を時系列的な面から見るなら、パウロは間違っていたことになる。しかしキリ

スト者が再臨を待ち望む理由は、（死んでよみがえられたキリストは私の救いを完成するために迎え

に来てくださるという）キリスト論あるいは贖罪論の完結にある。時系列的出来事から詮索するよ

うなものではない。 

キリストの十字架の死が私のためであったと信じるのは、過去の現在化である。私がキリストの

再臨に出くわすと信じるのは、未来の現在化である。キリスト信仰とは、この両者を含むものであ

る。キリスト者が再臨のキリストを待ち望むのは、震災によって終末が近いと感じるからではない。

限りなく私を愛し、私を贖ってくださったキリストに直接お会いしたいと切に願うからなのである。 

 

３．ヨブの体験と結びつける 

多くの発言者が、不条理な苦悩に直面したヨブと東日本大震災の被災者との間に類比関係を見出

している。ヨブの喪失感に被災者の苦悩が重なるのはよく分かる。ただ、ヨブに対する試練は、サ

タンがヨブの信仰に疑いを持ち、神に訴え出たことに始まる（ヨブ記 1-2章）。大震災の被災者が受

けている苦しみは自然災害に基づく異質のものである。現象的な類似点を取り上げて安易に聖書を

語ることは、慎重にしなければならない。 

 

もしヨブ記を被災者との関連で用いたいのであれば、ヨブと友人たちが長々と繰り返す「応報思

想に基づく神義論」を取り上げるのがよい。被災地には、因果応報や罰の思想に苦しんでいる人々

が少なくない。そのような思いわずらいが無意味であることを示すには、ヨブと友人の問答はとて

も役立つ。イエスの「盲目に生まれついたのは、この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありま

せん」（ヨハネ 9:3）という盲人への語りかけほど、被災者たちに安堵感を与える言葉はない。 

 

東京都知事のようにはっきり天罰論を言った発言者はさすがにいない。しかし、関東大震災（1923

年）の時には、天譴論（てんけんろん）が一般的に受け入れられていた。今回の大震災においても

そのような誤解を与えかねない不用意な表現をしている発言者がいる。しかし、特定の誰かの罪（そ

れが単数であれ複数であれ、宗教的であれ非宗教的であれ、地方的共同体であれ国家そのものであ

れ）がこの東日本大震災をもたらしたと考えるのは、間違っている。キリストは十字架上ですべて

の人のすべての罪の代価を払われた。神が震災によって誰かの罪を罰しなければならない余地は存

在しない。もしそんなことが起こるとすれば、キリストの贖いは不十分だったことになる。 

 

なお、ヨブに起こった最後の顛末に、被災者へのメッセージを読み取ることはよいと思う。ヨブ
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は、友人たちとの論議や長老からのアドバイスでは満足できなかった。ただ、被造物の中に隠され

ている神の神秘的な御力を神から直接示されたとき、絶対的主権者の前にひれ伏さざるを得なかっ

た。このヨブの神体験は、被災者に対しすばらしいメッセージとなるはずである。もしあなたが被

災者の真の友になることができていれば、ヨブのこの神体験の出来事を真剣に聞いてくれると思う。 

震災は、人が悔改めて神に立ち返る絶好の機会である。直接の被災者であってもそうではなくて

も、震災は人の真実の姿を露わにする。人は皆、自分の限界を超えた出来事に出あうとき、自らの

小ささや貧しさ、罪深さや高慢さに打ちのめされる。そのようなところを通ってやっと、人間は神

の赦しと憐みを求めて絶対者の前にひれ伏す。私はそういう人に被災地でたくさん出会った。 

 

４．詩篇作者たちの苦悩と比較する 

何人かの発言者たちは、被災者のうめきを詩篇に見られる苦悩に関連づける。むろんそれは許さ

れることだろう。しかし、詩篇の作者たちは皆、神と契約を結んだ「神の民」である。彼らの苦悩

は、それが（ダビデやソロモンのような）個人的なものであれ、（出エジプトやバビロン捕囚のよう

な）共同体的なものであれ、神が契約を破棄し、民を見捨てられたのではないかと感じるところか

ら出発している。 

 

ところが東日本大震災は全く違う。キリストの支配権が全被造物に及んでいる中での出来事であ

る。説教の聴衆は神の民かもしれないが、被災者のほとんどは神の民ではない。しかもそれは、個

人的なレベルの罪の問題とか、被災した地方や国家に起因したものではない。神は被造物をお造り

になった以上、ご自身を被造物の制限の中に置いて活動されるという「創造の秩序（それを自然の

法則と言っても、自然のリズムと言ってもよい）」の中で起こったことであって、神の契約などとは

直接関係はない。 

 

最近の説教学では、聖書を聴衆に合わせて物語的に語るとか、聴衆のニーズに応えて語る傾向が

強い。むろんそれは、必要で重要なことである。ただその結果、聖書自体をして語らしめるメッセ

ージが少なくなってしまったということであれば、猛省しなければならない。聖書の正典性を掲げ

ながら、良いとこ取りの主観的な説教しかしなくなると、結局根無し草のクリスチャンを育てるだ

けで終わる。それでは、教会がこの世界に埋没してしまうことは目に見えている。 

 

５．イエスのお姿に類比を求める 

多くの発言者が、福音書に見られるイエスのお姿を被災者に示したり、被災地の支援活動のモデ

ルに見立てている。確かにイエスはこの地上で、飢えた人の空腹を満たし、病んでいる人を癒され

た。共同体から締め出された人々を迎え、さまざまな縛りの中にある人々を解放した。この受肉さ

れたキリストの姿は、目に見えない神の本姓を明らかにしている。従って、このようなキリストを

被災者に示すことはすばらしいことである。支援活動に励むキリスト者のモデルにすることも、大

きな励みになる。 

 

しかし、キリスト者は全く別の問題を突きつけらえていることを忘れてはならない。受肉された

キリストは、死んでよみがえり、「わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与え

られています」と宣言された（マタイ 28:18）。今人々がキリスト者に問うているのは、「そのよう

な王権を宣言されたキリストは、かの震災のときには何をしていたのか」という、極めて深刻な問

いである。 

 

ところが多くのキリスト者は、万物の創造者であり、歴史の支配者であるキリストを取りあえず

横に置き、「イエスは悲しむ者と共におられ、苦しみを共にして涙を流しておられる」と話そうとす

る。これは、問題をはぐらかしたご都合主義の答えである。この問題に限らず、キリスト者はとき

どき同じような間違いを犯す。突きつけられている問題に正直に答えないで、聞かれていないこと

を提示してごまかそうとする。しかも、それがごまかしであることに気づくキリスト者がほとんど

いないというのだから不思議だ。 
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イエスの歩みに関連して、ふれておきたいことがある。 

一つは、イエスの「わが神、わが神、どうしてわたしをお見捨てになったのですか」（マタイ 27:46）

という十字架上の叫びを、被災者たちの叫びに類比させることについてである。面白い着想ではあ

るが、どこか抵抗がある。イエスのこの叫びには、どんな人間にも理解できない贖いの奥義が隠さ

れている。それはむろん、ゲッセマネの園におけるイエスの苦悶（マルコ 14:33-36）と関係する。

一方被災者の叫びは、創造者にして歴史の支配者である神に、ギリギリの思いで訴えているもので

ある。類比として取り上げるには、あまりに違いが大きすぎる。 

 

もう一つは、被災者たちの絶望的な状況を墓に横たわる「土曜日のキリスト」になぞらえること

である。これもまた興味を引く話である。しかし、普段の礼拝では「よみがえられた日曜日のキリ

スト」を説くのに、震災の状況になるといきなり土曜日の墓に横たわるキリストに戻ってしまうの

は、何ともやりきれない。それは、イエスはガリラヤ湖で嵐に難儀している弟子たちを見た途端、

眠り始めてしまったと言っているようなものである。イエスはやはり、眠りから覚めて風や海を叱

ってくださった方である（マルコ 4:35-41）。 

 

「イエスは被災者の傍らで最も悲しんでいる」とか、あるいは「この震災の中でもっとも痛みを

感じているのは神である」などという発言にも気をつけた方がよい。確かに、神が人々の状況に合

わせ、ご自身の思いを表示している記事は聖書にたくさんある。それによってキリスト者が大きな

慰めを受けることもまた真実である。しかし、キリストのことをほとんど理解していない被災者に

とっては、そのようなキリストのことがいくら語られたとしても、大して慰めにはならないだろう。

ただ、不可解な話に過ぎない。 

キリスト者一人一人は、創造者である神と同じように、被造世界の制限（自然現象に見られるさ

まざまな法則）の中に置かれ、神から託された管理権を行使している。そのような者たちにとって

必要なのは、黙して何も語らず、次の大震災の被災者のために涙をためているキリストではない。

むしろ、自分に与えられた使命の中で苦悶しながら戦っている一人一人のキリスト者のために、と

りなしの祈りをささげてくださっているキリストである（ローマ 8:34、ヘブル 7:25、9:24）。 

 

６．自然的な災害と捉える 

ある発言者は、地震や津波は自然災害であり、超自然的な原因や意味を問うことは無駄だと考え

ている。キリスト教世界から離れた一般社会においては、このような理解は常識である。普段から

「神も仏もない」と言っている人にとっては、災害に直面したからといって「神様、どうして」な

どと叫ぶわけにはいかない。でも、普段そう言っている人であっても、宗教心が全くないわけでは

ない。だから、人間の理解をはるかに超えた現実を前にすれば、宗教心にあふれた問いが噴出して

くる。これもまた、自然なことである。 

ましてキリスト者は普段から、神は今も生きていて歴史を支配していると信じている。一羽のス

ズメさえも、神のみ許しがなければ地に落ちることはないし、神は私たちの髪の毛までも数えてお

られる。このような神の愛と恵みを信じていればこそ、あのような悲惨な震災に出会えば、「神はど

うして私を助けてくださらなかったのか」と神に訴えたくなる。神を信じようとすればするほど、

自然災害と一言で片づけるわけにはいかないのである。 

 

キリスト者の間でこのような問題が大きくクローズアップされたのは、「リスボンの大震災」の時

だった。1755年 11月 1日（カトリックの諸聖徒の日という祝日）、大主教の座があったリスボンの

街に大地震が襲い、甚大な津波と火災の被害がもたらされた。このとき多くのキリスト者の間に、

自らの信仰に戸惑いや疑い、不信が起こった。当時は啓蒙主義思想が真っ盛りの時で、キリスト教

神学は根底からゆさぶられることになった。 

 

発言者の何人かはこのリスボンの大震災にふれている。この時の震災をめぐって起こったさまざ

まな出来事は、私たちのテーマにたくさんのヒントを与えてくれる。しかし、いずれの発言者も、

この事件を深く掘り下げ、神義論の本質に迫るような論議に発展させている発言者はいない。その

意味では、カトリック、プロテスタントを問わず、日本のキリスト教神学は未だ啓蒙主義を通って



- 16 - 

 

いないと言わねばならない（これは日本に限らず、世界のどこにおいても変わらないが）。 

（リスボン大震災については、第三回目の講演で詳しく取り上げる。） 

 

Ⅱ．震災をどのように考えたらよいのか 

 
これまで、東日本大震災について論じられてきたさまざまな見方や意見を紹介してきた。さて今

度は、私自身がこの問題をどのように考えているのかを明らかにする番である。ただこのことは既

に、昨年 6月に大野教会の教育セミナーで話した（第一回目の講演のこと）。ここでは簡単に要約す

るにとどめたい。 

 

１．聖書全体が教える「神の国」から出発する 

聖書全体の中心テーマは「神の国」である。創世記は天地創造から始まり、黙示録は創造の完成

としての「新しい天と地」をもって終わる。この二つの間に横たわる期間は「被造物の歴史」とな

るが、それは「神が王として被造物を支配している（つまり、神の国の）ドラマ」と言うこともで

きよう。 

神のご性質や活動を論ずるときには、いつでもこの「神の国」を射程に入れておかねばならない。

地震や津波も、この「神の被造物支配」の中で起こっている。神は被造世界の一つ一つを「よしと

された」が（創世記 1章）、それは被造物が不変の完成品だったことを意味しない。動植物に生命現

象があるように、自然界もまた大きく胎動するものとして造られた。地震とか津波は、繰り返し起

こっている胎動の一つにすぎない。そういう視点に立って初めて、震災に対するキリスト者の見方

に新しい展望が開かれる。 

 

２．神は人と共にこの地を支配される 

キリスト者が震災の問題を正しく捉えるには、人間がどのような存在なのかを知らねばならない。

ヨブは理不尽な苦悩に襲われ、「人間とは何者なのか」と叫んだ（ヨブ 7:16-18）。詩篇の作者たち

もまた、しばしば同じ問を発している（詩篇 8:3-8、144:3）。そしてこの問いはヘブル人への手紙 2

章に引き継がれ、「キリストの十字架の贖い」という文脈の中で言及される。 

神は人に、「生き物を支配せよ」とお命じになった（創世記 1:26-28）。「支配する」という言葉は

「導く」（詩篇 68:27など）とか、「指揮する」（Ⅰ列王 5:16、9:23、Ⅱ歴代 8:10）などとも訳され

る。それは「平和に、安心して住むことができるように支配する」（Ⅰ列王 4:24-25）ということで、

「管理する」という訳語がふさわしい。 

神は今も、創造された宇宙と地球、そして地上の生き物をすべて管理している。しかもその管理

権の一部を人間に託し、人との共同管理を期待したのである。その際神は、造られた被造物の自律

的な法則の制限下に、ご自分とキリスト者を置かれた。従って人間は、その被造世界の法則を的確

に把握せずして、よき管理者になることはできない。 

 

３．キリストの贖いは人間の管理権を回復した 

神は人間に、創造の時点で被造物の管理権を与えられた。しかし、人は神に背き、その使命を果

たしきれない存在になってしまった。そのような人間を罪から救い出し、与えられた使命を回復さ

せてくださったのは「キリストの十字架による贖い」であった。このすばらしいメッセージを明ら

かにしているのがヘブル人への手紙 2章 6節から 11節である。このテキストは、十字架の奥義を明

らかにしている。ところが、教会の中では、この教えはほとんど説かれていない。 

キリスト者は皆、「キリストの十字架の死を通して、罪が赦され、神の子になり、永遠の命が与え

られ、天国に行ける者に変えられた」と信じている。しかし、キリストの十字架が失われた人間の

管理権を回復させ、キリストとの共同統治者に再任命されたと信じている人は少ない。むろんそれ

は、今日までキリスト教界が提供してきた「貧しい福音理解」に起因する。東日本大震災を機会に、

福音のこのような側面を含んだ「全体的で豊かな福音理解」に目覚めてほしい。 

 

イエスは復活後、「わたしには天においても、地においても、いっさいの権威が与えられています」
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と宣言された（マタイ 28:18）。そのキリストは、イエスを主と信じる者たちに「キリストとの共同

相続人」となる特権を与えられた（ローマ 8:17）。キリスト者とは、「キリストと共に（王として）

被造物を管理する人々」なのである（Ⅰペテロ 2:9、黙示録 1:6、5:9-10など）。この「被造物管理

権の回復」こそ、キリスト者が震災問題に真正面から取り組むことのできる論理的根拠なのである。 

 

４．震災の具体的な問題を検証する 

東日本大震災について何をどう論じようと、それは自然災害である。キリスト者もまず、そこか

ら出発しなければならない。（神や信仰、霊的世界や終末といった）超自然的な問題意識ばかりで論

議を展開すると、こう着状態に陥る。人間は、被造世界の制限下に置かれて、神と共に被造物のよ

き管理者であるよう、招かれている。従って、自然災害の問題は、人間が管理しなければならない

最大の問題なのである。 

キリスト者が震災に対し雄々しく立ち向かいたいのであれば、地震や津波についてよく学び、そ

の知識に基づいて的確な対応をとらねばならない。地震学や地球形成学を学ばないで震災問題に関

わるのは、聖書を読まないでキリストを信じようとするに等しい。面倒ではあるけれど、この際、

一冊や二冊、地震に関する本を読んでおこうではないか。中学生の常識程度の知識で十分であるの

だから。 

 

繰り返すが、日本は世界に類例を見ない地震多発国である。しかも今は、世界全体の地震帯が連

動して活発な動きを見せている。首都圏を襲う震災の確率は想像以上に高く、私たちは早急に対応

を迫られている。むろんどのように対処しても、被害を全くなくすことは不可能である。しかし、

対応次第で、それを半分にでも、十分の一にでもすることはできる。 

よき管理者となるには、防災、減災、避災という考え方すべてを取り入れて対処しなければなら

ない。それは決して簡単な任務ではない。パウロは、やがて被造物のすべてが贖われる時が来るこ

とを予告している（ローマ 8:19-22）。それまでキリスト者は、多くの試行錯誤を繰り返し、失敗や

苦い経験に耐えながら、被造物への管理責任を果たし続けていくのである。 

 

５．神の国のあるべき姿を求めて行動する 

キリスト者は、神の国のあるべき姿を描きながら、震災を乗り越えていかねばならない。人は一

人で生きているわけではない。家族があり、町があり、国家があり、世界がある。その上キリスト

者は、教会（キリスト者共同体）の一員でもある。キリスト者は、人類共同体としての責任を果た

すと同時に、キリスト者共同体の使命をも遂行せねばならない。 

 

この被災の現場に最初から飛び込み、ずっと先頭に立ち続け、今も継続して関わり続けているボ

ランティアのグループは、キリスト者共同体であった。被害の甚大さのゆえではあろうが、阪神大

震災や新潟県中越沖地震の時より、教会は素早く、効果的に動いた。地域の教会の連携も、各教会・

教派の全面的なバックアップも、日本福音同盟を中心とした地道な援助活動も、ここまで本当によ

くやってきたと思う。各援助団体もそれぞれの特色を生かし、地域や援助内容を手分けしながら支

援を展開してきた。過去の震災の経験から、教会と支援団体は確実に学び、成長しているように思

う。 

 

パウロは、「喜ぶ者といっしょに喜び、泣く者といっしょに泣きなさい」（ローマ 12:15）とキリ

スト者を励ましている。そこに、受肉されたイエスのお姿がある。イエスは「神の国」の王として

働くよう召されたキリスト者に、被災者に寄り添い、共に喜び、共に涙を流す、「共生」の道を求め

ている。 

 

Ⅲ．これから何をしたらよいのか 

 
これまで、過去一年間に著わされた東日本大震災に関する文献を総括し、さらに震災に対する私

の考えを述べてきた。では最後に、今後私たちの取り組むべき課題についてお話したいと思う。 
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１．信仰を生活の全領域に広げよう 

講演の前にコロサイ 3:12-17を読んでいただいた。最後の 17節をもう一度読んでみる。「あなた

がたのすることは、ことばによると行いによるとを問わず、すべて主イエスの名によってなし」と

ある。キリスト者の言動のすべてが「主イエスの名」によってなされることが勧められている。「主

イエスの名によって行う」とは、イエスの共同統治者として「イエスから委ねられた管理者として

の責任を果たす」ということである。 

 

私たちは毎日たくさんのことに関わっている。仕事、食事、健康、家族、家事、子どもの教育、

友達、恋愛、性、人間関係、お金、ニュース、テレビドラマ、コンピュータ、携帯電話、自治会、

サークル活動、趣味、読書、スポーツ、娯楽、レクレーション、旅行、建築、福祉、歴史、哲学、

芸術、文化、学問、原発、犯罪、科学、政治、経済、戦争、平和、文明、国家、世界、宇宙、・・・

まだまだいくらでもあげることができる。それに、細かく分ければきりがない。 

多くのキリスト者は、これらは皆この世のことで、「信仰とは直接関係はない」と考えている。「信

仰」と言えば、礼拝出席、教会の交わり、献金、祈り、奉仕、デボーション、証、伝道・・・とい

った、教会内の事柄に限定しているからである。しかし、このような理解は間違っている。信仰は

生活のすべての分野を含んだものなのである。 

 

今回のセミナーでは、震災の問題を信仰的、神学的な側面から考えてきた。これを機会に、自分

が普段関わっているすべての事柄に対し、イエスより管理を委ねられているのだと自覚していこう。

もしこのように考える習慣を身につけていくなら、自分の人生は大きく変わってくるはずである 

 

２．自然神学に取り組もう 
キリスト教神学はこれまで、聖書、神、キリスト、聖霊、贖い、終末など、キリスト教の教理に

限定されるのが普通だった。神学＝教義学だったのである。しかし、これではキリスト者は孤立し、

教会は社会から遊離してしまう。早急に人間が関わるすべての分野に神学的なウイングを広げてい

かねばならない。 

 

カトリックには自然神学という伝統がある。改革派神学にも「領域主権」の一般恩寵という世界

がある。（19 世紀を風靡した）自由主義キリスト教はヒューマニズムを基盤に宗教心からこの世界

にアプローチした。プロテスタント主流派は、20世紀になると、社会的な問題に関わろうとするグ

ループ、（バルト的な）キリスト論や教界論に活路を見出すグループ、（バルト的なものへの反動と

して）歴史的な視野を重視するグループ、（教会の衰退を憂えて）伝道を強調するグループなどに分

かれている。 

 

一方福音派は、20 世紀前半までは、（自由主義への反動として）根本主義的性格を色濃く帯びて

いた。20世紀も後半になると、根本主義の克服を余儀なくされ、福音主義へと脱皮する。さらに 20

世紀終わりから 21世紀にかけ、社会的な責任に関心を広げ、自然神学への道を模索し始めている。 

 

自然神学に属する課題については、その答えを聖書から直接引き出せるわけではない。たとえ関

連する話題が聖書に登場しても、その多くは叙述的であり、規範的なものはほとんどない。ある特

定の時代に、特定の状況の中で、特定の人に起こった特殊な出来事に過ぎない。そこから永遠の絶

対的な真理を導き出すのは簡単ではない。類比の原則を慎重に適用しつつ、とりあえず有効な（役

立つ）答えを出していく。それで我慢しなければならない。 

得られた答え（導き）は、自分にとっての、その時に間に合う一時的な答えに過ぎない。パウロ

もそういう経験の中で、「ですから、成人である者はみな、このような考え方をしましょう。もし、

あなたがたがどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなたがたに明らかに

してくださいます。 それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として、進むべき

です。 」（ピリピ 3:15-16）と述べている。相対的な世界に絶対を持ち込むことも、その逆を行う

ことも、避けなければならない。 



- 19 - 

 

 

３．自然科学から学ぼう 

地震と津波、これは自然科学、特に地震学や地球形成学などにおいて研究されるテーマである。

もしキリスト者がこの地の管理者であるのなら、そのような学問に聞き、そこから出発するのは当

然である。それは、他のすべての分野を管理するときも同じである。社会科学、人文科学、その他

これらの範疇に属さないすべての学問においても。 

 

今後日本の福音派が真正面から取り組まねばならないテーマは「進化論」である。日本の教会に

おいてはいまだ、創造科学論が大手を振っている。しかし今や世界では変わりつつある。アメリカ

やイギリスの福音派においては、キリスト者の地質学者、古生物学者、化石学者、遺伝学者などが

積極的に進化論を評価し、聖書の調和的な解釈を模索している。進化の事実を認め、聖書信仰との

整合性に努力を払う聖書学者・神学者もたくさん現れている。 

 

「聖書はすべての学問的な問いに対し答えをもっている」という考えは幻想である。教会史や神

学史は、被造世界の真実を究明する学問が教会の伝統的な考えとぶつかって離脱していく歴史だっ

た。厳しいけれど、福音派はこの現実に目を閉じてはいけない。結局教会は、長い時間をかけ、自

らの誤りを認めてガリレオ、ニュートン、コペルニクス、ダーウィンを受け入れてきた。あるいは、

アリストテレス、カント、ヘーゲルを利用できるよう、神学の幅を広げてきたのである。 

 

古代の日常言語で啓示された聖書を現代の自然科学の結論に合わせながら解釈することは、簡単

なことではない。しかし被造物の管理者として召されたキリスト者にとっては、それは避けて通れ

ない。ときどき、聖書的心理学、聖書的カウンセリング、聖書的経済学、聖書的何々などと、学問

的な関心事を聖書に結びつけて論じる人がいる。しかしそれは、聖書をその学問の教科書として扱

うことになり、賢明なことではない。学問的な課題は、厳密な学問的手続きを踏んで研究すべきで

ある。どんな学問も発展途上にあり、完全ではない。ただ、個人的な意見よりはるかに優れた、真

理に近いものであることは間違いない。従ってキリスト者は、その研究成果をそのまま受けとめ、

恐れずに自分の信仰の歩みに活用すればよいのである。 

 

４．高い人間観を構築しよう 

神は人を「神のかたち」に創造された。さらに人は畑を耕し、食物を得るよう命じられた（創世

記 1章）。アダムは、エバが創造される前、自らの助け手を見出すため、造られた動物一つ一つに名

前をつけた（創世記 2章）。「名前をつける」という作業は、管理者としての最初の仕事だった。動

物の一つ一つに名をつけるには、その動物の本質を見抜かずしてできなかったことだろう。 

 

人が神に反逆したとき、その管理能力は大きなダメージを受けたと思われる。しかしキリストの

十字架の贖いは、人間をキリストの共同相続人とし（ローマ 8:17）、管理者の地位を回復させた（ヘ

ブル 2章）。人間に対する神のこのような一連の取り扱いは、人が他の被造物とは「全く異なる特別

な存在」であることを示している。 

 

聖書ほど高い人間観を教えている書物は他にない。神がキリスト者に回復された被造物への管理

権は、神が命じることをただ機械的に行えばよいというようなものではない。神がすべてのことを

決め、人はただ言われるままにするというのであれば、奴隷であって、管理者ではない。被造物の

管理という仕事は、本来創造者である神にしかできないことだった。その神が人を「神のかたち」

に造り、委ねてくださったものである。人は創造的であることが期待されている。 

管理権の執行のためには、人は与えられた能力をフル回転させる必要がある。必要な情報にアン

テナを張る収集力、本質を鋭く見抜く洞察力、豊かな夢を描かせる想像力、全体像を構築する論理

的推理力、他人の英知や経験を大胆に取り入れる受容力、失敗を恐れずリスクを払う覚悟ができた

決断力、過去と未来の歴史を見据えての判断力等々・・・を。 

 

ただ、人は与えられた能力をすべて傾けたとしてもなお、不十分なものである。それゆえ神は、
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聖霊を与えて、その時々に必要な能力を備えてくださる。加えて、主権者キリストによく相談して

進めるよう「祈りの恵み」を与えてくださった。神はそれほど人間を高く見積り、期待しておられ

る。キリスト教の人間観は、これ以上でも、これ以下でもない。 

 

５．人間の死生観などを整理しておこう 
災害の問題に真正面から対峙するには、人間の生死に関わる事柄をよく理解しておく必要がある。

災害時には、一度に何千人もの、時には何万人もの人々が死者・行方不明者になる。そこでは、法

事の問題は避けられない。被災者から死の問題、救いの問題、永遠の問題について質問を受けるこ

とがしばしばある。このような事柄にはっきり答える準備なくして、被災者に寄り添うことなどで

きない。被災の現場に飛び込むということは、人の生死の問題にダイレクトに関わることになるの

だから。 

 

キリストはすべての人の罪を背負われ、十字架上で死なれた。その代価は、信じる人の罪に対し

てだけではなく、すべての人の罪をカバーしている（ローマ 5:8、Ⅰテモテ 2:6）。従って、すべて

の人の裁きは、十字架をもって終わっている（ヨハネ 3:17-18）。すべての人が裁きのためによみが

える（ヨハネ 5:27-29）とすれば（聖書のこういう表現を文字通りに解釈すべきか、それとも象徴

的に解釈すべきかは、議論のあるところ）、そこではキリストを受け入れたかどうかが問われるはず

である。罪の支払う報酬は死である（ローマ 6:23）。「死」とは言うまでもなく「命がないこと」を

指す。 

 

キリストを信じなくても最終的にはすべての人が救われるという「万人救済主義」を受け入れる

ことはできない。聖書は、キリストを信じる者にのみ永遠の命が与えられることを繰り返し説いて

いる（ローマ 1:16、10:9、ガラテヤ 2:16等々）。この点では議論の余地はない。 

 

「霊魂不滅」という考えについては、聖書が本来教えていることなのか、それともギリシャ思想

に由来するのか、福音派の中で議論が続いている。「復活のからだ」や「永遠の責め苦」、それに「千

年王国」と「終末の新天・新地と現在の地球の関係」などについても、福音派神学は改めて聖書に

耳を傾けようとしている。聖書信仰に絶えず戻り、固く立ち、できる限りオープンな姿勢を貫き、

議論の行く末を見守っていく必要があろう。このような点で聖書の理解に不確かな部分があっても、

被災地の現場で困ることはない。それはキリスト者特有の課題だからである。 

 

６．エキュメニズム意識を育てていこう 

東日本大震災の支援には、世界中の人々、国々、そして教会から協力があった。本当にすばらし

いことである。キリスト者はこれを機会に、「教会」の素晴らしさ、その一致について、深く考える

べきだと思う。 

 

「神の国」と「教会」とは違う。「神の国」とは「神（キリスト）が王として全被造物を支配して

いる」という意味である。それに対し「教会」とは、キリストによって贖われた人々の共同体を指

す。この共同体は、キリストを「かしら」とし「キリストのからだ」として全被造物の支配に関わ

る。 

 

教会が「キリストのからだ」である以上、「一つ」であるのは、当たり前である。それは、同じ「キ

リストの命」にあずかっており、同じ「キリストの使命」を受けているという点においてである。

教会は、見えるところがどうであろうと、その誕生の初めから「ひとつ」なのである。それは家族

に似ている。皆、考え方や意見、それにライフスタイルは違うだろう。違って当たり前である。た

だ、家族である以上、互いに思いやり、愛し合い、助け合っていこうとする。それが大切である。

いがみ合うような家族であってはいけない。 

 

エキュメニズム（全教会の一致運動）は、20世紀初頭（1910年）のエジンバラ会議で提唱された。

最初はプロテスタント主流派の主導で始まったが、第二バチカン公会議（1960 年代前半）以降は、
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その主導権がカトリックに移った。そこから東方教会、そしてプロテスタント各教派への呼びかけ

がなされ、1980年以降福音派にも盛んなアプローチが寄せられている。震災を機会にこの一連の流

れを見直し、福音派がイニシアチブを取っていくことが重要である。相模原牧師会はその先鞭を切

っている。日本バプテスト教会連合は、日本福音同盟を通し、常に先頭に立って、走ってきたので

ある。 

 

カトリックも主流派も、いつまでも同じ状態にとどまっているわけではない。摂理の御手にある

エキュメニズムの歴史的経緯を踏まえ、福音派もこの呼びかけに大胆に応じる度量を求められてい

る。震災時の支援活動を機会に、すべての教派のキリスト者が、共に礼拝し、共に学び、共に助け

合い、共に宣教し合う喜びを広げていくのがよい。教派や福音派の交わりを解体して、一つの組織

体を目指す必要はない。悪しき教派主義や狭い福音派意識を卒業することである。福音派キリスト

者は自らの福音理解に強く立ちながら、他のグループのキリスト者とともに協働していかねばなら

ない。 

 

７．自分の置かれたところから出発しよう 

イエスは、「平安があなたがたにあるように。父がわたしを遣わしたように、わたしもあなたがた

を遣わします」 と語りかけ、弟子たちをこの世界に派遣された（ヨハネ 20:21）。これは、最初の

弟子たちへの言葉であるが、その後のすべてのキリスト者にも当てはまる。すべてのキリスト者は、

キリストによって、神が支配するこの世界（神の国）に管理者として派遣されたのである。 

 

ここで、最も重要な点を強調しておきたい。キリスト者の歩みは、「今自分の置かれている場所は、

神が摂理の御手をもって導いてくださったところである」という信仰である。この 21世紀に、この

日本で、日本人として、この家系で、このような DNAをもって生かされていることは、私が選んだ

のではない。私の全く知らない、神の摂理の御手の中で導かれたことである。むろん、この家族、

この仕事、この住居、この健康、この経済、この友達、この教会、この奉仕などになると、自分の

意思や判断が幾分かではあるが加わっている。限られた選択肢の中での話であるが・・・。よい判

断だったと思えるものもある。間違っていたと後悔するものもある。罪を犯して刈り取っているこ

ともある。そのすべてを許し、神はあなたを今のあなたの場所に置かれたのである。 

 

これは、神の摂理を信じる信仰である。神は万物の創造者であると同時に、万物の支配者である。

否、創造と歴史を区別すること自体、そもそも人間的である。摂理の御手が創造を果たし、その創

造の業が今も引き継がれているということであろう。しかも、キリスト者と共に、教会という共同

体と共に。それが、「神の国」ということである。 

 

自分の人生やこの世界をどう見るのかという事は、生きていくうえでとても重要なことである。

この世は人間の罪の結果を刈り取っている。サタンの支配下にあり、悪の力が蔓延している。終末

の裁きを待つ以外どうしようもない存在である。私も本当にそう思う。しかしそれは、紙の裏側に

過ぎない。表側がある。創造以来一貫して変わらない神の摂理の御手が、すべての物事の根底にお

いて絶対的な支配を実現している。このことを明らかにしたのが、キリストの十字架の贖いの奥義

である。キリストは、罪を葬り、死に打ち勝ち、サタンを滅ぼした。十字架以降の歴史（全被造物

の歩み）は、このキリストの贖いの実証舞台に他ならない。キリスト者とは、キリストの王権のド

ラマに共演するよう、その舞台に招かれた者たちである。 

 

しかし、この講演を聞いておられる方のほとんどにとって、この震災は他人事であろう。それは

その通りである。実際に他人事であるし、他人事でよいのである。しかし、大切な隣人の話でもあ

る。全く無関係の他人事なのではない。彼らの舞台の中にも、あなたに期待されている部分がある

のかもしれない。皆それぞれに与えられた舞台がある。そこではキリストと共に、あなたが主役で

ある。そこでベストを尽くすのがあなたの使命である。ただ、あなたの舞台も、東日本大震災のよ

うなことが近い将来起こるかもしれない。もしそうであるなら、深い関わりを持って、多くのこと

を学んでおいた方がよいのではないだろうか。 



- 22 - 

 

 

結論 
 

日本という国には、いつ次の震災がやってきてもおかしくない。明日にもやってくる可能性は十

分ある。だから、いつ何が起こってもよいように、「地のよき管理者」としてできる限りの備えをし

ておかねばならない。管理とは、難しい仕事である。どんなリスクであっても払う覚悟を必要とす

る。そうできるのが信仰である。そしてもし私たちが考え得る限りの備えをしたなら、今度は震災

など全く気にせず、すべてを忘れ、今自分に課せられている使命を淡々と果たすのがよい。起こら

ないかもしれない災害におびえて生きるのは、よき管理者の姿ではない。 

 

人は必ずいつか死ぬ。だから、いつ死んでもよいように死への備えをしておかねばならない。し

かしもしいったん死ぬ準備ができたなら、あとは自分の死期については一切気にせず、自分に与え

られている人生を喜び楽しんで生きるのがよい。イエスも言われたではないか。「あなたがたのうち

だれが、心配したからといって、自分のいのちを少しでも延ばすことができますか。・・・何を食

べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。・・・あすのための心

配は無用です。あすのことはあすが心配します。労苦はその日その日に、十分あります」（マタイ

6:27、31、34）。 

 

キリスト者は、たとえどのような状況にあったとしてもなお、「神を愛する人々、すなわち、神の

ご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、

私たちは知っています」（ローマ 8:28）と信じて歩む。なぜそんな風に歩めるのか。私たちの信じ

る神は、そう信じるに値するお方だからである。キリスト者は、そういう聖書の神を信じている人々

なのである。 

 

この聖句の最高の注解書を紹介しよう。族長ヤコブの生涯である。彼ほど長きにわたり、数多く

の、そして様々の人生の悲哀を味わった人はいない。その彼が飢饉に遭遇し、自分の子供たちを次々

に失っていった晩年、「こんなことがみな、私に降りかかって来るのだ」と嘆いている（創世記 42:36）。

この箇所のＮＩＶ訳は「Everything against me」である。「四面楚歌、絶体絶命、万事休す」とで

も訳そうか。そんなヤコブも、さらに続く試練に耐えられなくなり、ついに「全能の神がその方に、

あなたがたをあわれませてくださるように。・・・私も、失うときには、失うのだ」と覚悟する（創

世記 43:14）。 

 

ヤコブがそう腹をくくったとき、新しい世界が開かれた。これまで見ることのできなかった神の

世界、すべての事象の背後で導く摂理の御手である。息子のヨセフは自分の兄弟たちにこう語りか

ける。「今、私をここに売ったことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神はいのちを救う

ために、あなたがたより先に、私を遣わしてくださったのです。 ・・・神は私をあなたがたより先

にお遣わしになりました。それは、あなたがたのために残りの者をこの地に残し、また、大いなる

救いによってあなたがたを生きながらえさせるためだったのです。 だから、今、私をここに遣わし

たのは、あなたがたではなく、実に、神なのです」（創世記 45:5-8）。 

 

ヤコブはその後、死を前にして自分の人生を総決算する。そのとき彼は、再びヨセフの言葉を聞

く。「あなたがたは、私に悪を計りましたが、神はそれを、良いことのための計らいとなさいまし

た。それはきょうのようにして、多くの人々を生かしておくためでした」（創世記 50:20）。ヤコ

ブの人生、それは神の前にほんとうに価値ある一生だった。 

 

このヤコブの波乱万丈の歩みの中に、キリスト者の生き方の奥義（極意）がある。 
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キリスト者は東日本大震災をどう考えたらよいのか（Ⅲ） 

 
「東日本大震災救援キリスト者連絡会」 全体会 

2012年 5月 25日お茶の水クリスチャンセンター 

 

この度、「東日本大震災救援キリスト者連絡会」主催のセミナーにお招きいただき、大変光栄に思

っている。東日本大震災の救援、復興活動では、この連絡会を中心にさまざまな専門支援団体が互

いに協力し合い、大きな働きを進めてきた。改めて、この連絡会の働きとその協力関係にある各団

体の皆様が、被災地への援助活動の先頭に立ってくださったことに、一牧師として感謝の意を表し

たい。 

 
序．リスボン大震災をなぜ取り上げるのか 

 

これまで私は、二度にわたって、「キリスト者は東日本大震災をどう考えたらよいのか」というテ

ーマで講演をしてきた。最初の講演は昨年 6月、私がご奉仕させていただいている大野キリスト教

会の「教育セミナー」においてである。その内容については、本講演でも後にふれる。 

二回目の講演は、は今年の 4月、私が所属している教派の「スプリングセミナー」においてであ

る。そこでは、過去一年間にキリスト教界の中で開かれた講演会、シンポジウム、座談会などで語

られた発題などを紹介し、第一回目で私が提唱した「東日本大震災に対する考え方」が妥当なもの

であるかどうか、検証した。 

 

震災後の一年間に、多くの牧師や神学者、大学の教授たちが東日本大震災について発言している。

しかし、私の見る限り、東日本大震災に対する神学的な疑問に真正面から答えている人はいない。

それは、できないのだと思う。実は、従来のキリスト教神学の枠に留まっている限り、この種の問

題を扱うと袋小路に陥ってしまう。聖書神学、組織神学、教会教義学、あるいは弁証学をもってし

ても、「愛なる神がこれほど悲惨な震災をどうして起こされたのか」という単純で素朴な質問に答え

ることはできない。 

 

実は、キリスト者の間でこの種の問題が大きくクローズアップされた時があった。17世紀から 18

世紀にかけての啓蒙主義の時代である。ところがそのとき、正統的なキリスト教神学は、啓蒙思想

家たちが問題にした「自然神学的な課題」を切り捨ててしまった。カトリックは伝統的なスコラ哲

学に安住を求め、プロテスタントは自分たちが強調したい信仰的な特徴（教理・信条・主義・ライ

フスタイル）にこだわったからである。正統的なキリスト教神学は、カトリック、プロテスタント

を問わず、啓蒙主義をバイパスして、今日に至っているのである。 

 

今年 3月東京で、「東日本大震災国際神学シンポジウム」が開かれた。そこに講演者の一人として

ホアン・マルチネス教授（アメリカのフラー神学校）が招かれ、「大災害時におけるキリスト教的応

答：教会史から」という興味深い題で講演された。私はこの題を聞いたとき、すぐ「リスボンの大

震災」について話されるものと思った。ところが私の期待は外れてしまった。教授は、リスボン大

震災については一言もふれず、410年のローマ帝国陥落、1666年のロンドンの大火、2010年のハイ

チ地震の三つの大きな災害を取り上げたのである。今の教会史的な立場に立てば、リスボン大震災

は意味のない、邪魔な出来事なのである。 

 

今回の講演を準備していて、リスボン大震災は教会史においては何の価値も認められない事件で

あることに改めて気づいた。問題にしているのは、教会内の人々ではなく、教会外の世界なのだ。

しかも、誤解に満ちた断片的な情報しか流布されていない（「参考資料５」参照）。むろんこのよう

な状況になってしまったのは、キリスト者の責任である。そういう問題意識から今回の講演では、
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リスボン大震災とそれをめぐる出来事にかなり多くの時間をかけ、話させていただきたい。 

 

東日本大震災を神学的に整理するには、リスボン大震災をめぐる啓蒙思想家たちの論争を踏まえ

ずに進めることはできない。そのことは、この講演を終わりまで聞いていただければよく分かるは

ずである。歴史を学ぶことは、遠い回り道をしているように見えることがある。しかし、物事に出

口が見えないときには、歴史から学ぶのが一番よい。私たちが直面することで、類例のないできご

となどないからである。そのとき先人たちが何を経験したのかを学ぶことが、しばしば解決の糸口

になる。 

 

Ⅰ．リスボン大震災とはどのようなものだったのか 

 

ポルトガルのリスボン地域は、これまでもしばしば大きな地震に見舞われてきた。今分かってい

るだけでも、紀元前 60 年、47年から 44年、紀元後 33年、384年には大きな地震があった。近代に

なると、その地域の地震帯はさらに活発に活動しており、14世紀には 7回、16世紀には 5回、17

世紀には 3回、18世紀にも 3回（1724、1750、1755年）、地震に見舞われている。いずれの場合に

も、その当時の記録はほとんどなく、地震の大きさや被害状況は分かっていないのだ・・・。 

世界には地震が起こりやすい地域がたくさんある。地球の表面を支えている 12のプレートがぶつ

かり合う場所（これを「海溝」という）がそれである（他に、直下型の地震もある）。リスボン付近

がその一つであることは、今日よく知られている。 

（リスボンの街と歴史、大震災、その後の復興などについては「参考資料６」参照） 

 

1755年 11月 1日、それはカトリックにとって最も重要な祭日「諸聖徒の日」だった。夜が明け

ると教会の鐘が街中に響きわたり、人々は街へと繰り出し、家族そろって教会に向かった。普段は

それぞれの教区の教会でミサを受けたが、この日多くのリスボン市民は、街の東側にある聖ヴィン

セント大聖堂に足を運んだ。店や公共の建物はすべて閉められ、通りは教会に行く人々であふれて

いた。 

天気は晴れていてとても穏やかで、人々はお祝い気分につつまれていた。 

 

その大聖堂に限らず、リスボン市内の聖堂はどこも超満員だった。権勢を誇る僧職者階級、高貴

さを漂わせる貴族の家族、美しく着飾った富裕階層の人々が、聖堂の前方の座を占めていた。会衆

席もまたあふれており、女性は皆ベールをかぶり、男性もそれなりの身なりを整えていた。通路と

いう通路も立錐の余地なく、聖歌隊席からは普段より一段と美しい賛美の声がこだましていた。ろ

うそくと香の香りが聖堂内を充満し、おごそかで敬虔な雰囲気を醸し出していた。ミサはいつもの

通り、粛々と進んでいた。 

 

時刻は午前 9時 40分。突然の大音響とともに激しい揺れが 2分間続いた。壁が崩れ落ち、ステン

ドグラスは割れ、備品が散乱し始めた。ミサは中断され、賛美の声が悲鳴に変わった。聖堂の中は

まさにパニック状態。中に留まり続けて祈る人もいたし、外に飛び出し、広場に逃げる人々もいた。

そして 2分後、大きな揺れが再び起こり、それがかれこれ 10分間続いた。最初の揺れでは倒れなか

った柱の多くも、今度は倒れ始め、崩壊した大聖堂が人々の上に覆いかぶさっていった。 

さらにその 2，3分後、3回目と 4回目の揺れがたて続けに起こった。かくてこのわずか 20分ほ

どの間に、リスボンの街のほとんどが全壊した。富裕層の住む高層ビルも、貧しい庶民の住むみす

ぼらしい家々も、そして教会も例外ではなかった。市内にあった 41教会のうち 30以上の教会が完

全に崩壊した。建物の崩壊は火災を誘発し、強い風も手伝ってリスボン市内のほとんどすべての地

域が火の海と化した。リスボンの中心部には 5メートル幅の地割れができ、人々は右往左往して逃

げ場を失った。瓦礫の下からの悲痛なうめきや叫びが街中にこだました。生き残った市民の多くが

港のドックなどの空き地に殺到した。 

地震からおよそ 90分後、11時近くになると、15メートルもの巨大な津波が数分間隔で 4波，5

波と押し寄せ、港や市街地を襲った。津波は川をさかのぼり、川周辺の建造物を一瞬にしてさらっ

てしまった。津波はただの高い波というようなものではなく、ありとあらゆる瓦礫を巻き込んだ、
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10メートル以上の高さの凶器だった。港や広場に避難していた市民を、あっという間もなく飲み込

んでいった。かろうじて津波から逃れた人々も、市街地に燃え盛る火事に巻き込まれ、逃げ場を失

い、命を落とした。この炎は何と 5日間も燃え続け、街のほとんどを焼き尽くしていった。 

 

地震はそれで終わったわけではなかった。その 2週間後の 11月 18日から 19日にかけ、大きな一

連の余震が再びリスボンの街を襲った。この結果、リスボン市内の建物の 85%が破壊された。被害

の比較的少なかった建物であっても、火災を免れることはできなかった。 

 

生き残った人々の震災に対する対応は、それこそ様々だった。裕福な人々は船を雇って安全な国

に家族を逃れさせた。外国人居留者たちの多くは、高台にあった大使館付近の居住区に集まり、火

災を免れた家や庭に身を寄せ合った。商人たちの多くは、瓦礫の下に埋もれた自分たちの金銀・財

宝を躍起になって探した。銀行は手形の支払いを一切拒否し、信用取引を完全に停止した。税関や

市庁舎も潰滅し、都市機能のすべてがマヒしてしまった。 

王家の一族は田園地帯に逃れたが、石造りの建物に寝起きするのを恐れ、何週間ものあいだ天幕

を張って野宿した。貴族たちもまた、似たり寄ったりの行動を取った。異端尋問所に捕らえられて

いた異端者たちの多くはラバに乗せられ、他の獄に移された。略奪者や放火魔が現れるのは地震後

の常なのだが、彼らは即刻絞首刑に処せられた。 

 

推定されるマグニチュードは 8.5から 9.0、震源地はサン・ヴィセンテ岬の西南西約 200キロ。

当時のリスボンの人口は 27万 5千人だったが、そのうち 3万人から 6万人の人々が地震及び津波に

よって命を落とした。限られた情報しか伝えられていない時代のことであり、正確な数字など望む

べくもないことだが（死者数は 2万人から 9万人までの諸説あり）。 

この地震による被害はむろん、ポルトガル国内に留まるものではなかった。地震の揺れは遠くフ

ィンランドからアフリカ北部、グリーンランドやカリブ海にまで及んでいた。モロッコなどの北ア

フリカ沿岸地方には、高さ最大 20メートルの津波が押し寄せたとの報告もある。イギリス南部やア

イルランド西部でさえ、高さ 3メートルの津波が襲い、建物に甚大な被害をもたらした。 

 

Ⅱ．リスボン大震災をめぐっての論争 

 

これまで、リスボン大震災がどのようなものだったかを見てきた。次に、この大震災をきっかけ

に啓蒙思想家たちの間に起こった論争をたどってみよう。 

 

１．一般大衆が抱いた「通俗的な理解」 

リスボン大震災のニュースは、間をおかずして、ヨーロッパ中に広まった。11月 6日発行のリス

ボン新聞の記事は汽車や船によって運ばれ、11月 11日にはベルリンの新聞、11月 22日にはフラン

スの新聞、11月 26日にはロンドンとオランダの新聞、12月 5日にはコペンハーゲンの新聞に掲載

された。 

 

新聞の報道は、情報の一部に過ぎない。時間とともに、地震を体験した人々の話、日記、絵画、

家族や商取引の人々の間に交わされた手紙、旅行者たちの証言、それにたくさんの噂話が入り乱れ、

人から人へと伝わっていった。それは、聞く人々の恐怖心を掻き立て、ある人たちの足を教会に向

かわせた。 

やがてひと時の興奮状態が静まってくると、いろいろな場所で、震災の意味を問う会話も漏れ出

してきた。それは、ヨーロッパ中の家庭、教会、大学、各種学校、文化ホール、公共施設、街の広

場などで、格好のテーマとして取り上げられた。多くの人々は、カトリック及びプロテスタントを

問わず、「地震は神の御手によってもたらされた神の裁きである」と信じていた。 

 

リスボンのイエズス会の指導者マラグリダは、「地震は人々が神の前に静まり、悔改めるために与

えられた」と説いた。地震後 9か月が過ぎ余震が起こったのを見て、彼は「神の怒りはまだ止んで

いない。政府の復興事業は早すぎる。再建計画はその場しのぎの不毛なものだ」と厳しい政府批判
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を展開した。彼は、地元住民からは「聖人」として尊敬されていたが、時の政府からは政権転覆の

首謀者と見なされた。結局彼は異端尋問所に召喚され、リスボン市内を引きずり回され、公開処刑

された。 

 

ドイツのヒルデンスハイム町議会は、このリスボン大震災のために特別祈祷会を開いた。ヨハン・

カール・コーヘン牧師が説教者として招かれ、詩篇 104篇 32節から「地震の中での主の御声」とい

う説教を語った。そのインパクトはとても大きく、後に書物「地震の中で、地震学かそれとも神を

認めることか（Seismotheology or recognition of God in the earthquake）」として出版された。

彼は、「地震に直面し、人生に対し用心深さと成長を遂げる好機にしなければならない」と説いてい

る。 

 

当時のヨーロッパの人々にとっては、震災を「神の裁き」と見なすのはごく普通のことだった。

1666年のロンドンの大火の時も、1750年にイギリスで起こった一連の地震の時も、「終わりが近い」

という緊迫感は民衆の間のごく一般的な感情だった。メソジスト教会の創立者ジョン・ウェスレー

（1703-1791年）やジョージ・ホイットフィールド（1714-1770年）は、1750年のロンドン地震の

直後には、イギリスの各地を巡回し、伝道集会を開いて信仰覚醒運動を展開した。リスボン大震災

はその 5年後のことだった。彼らにとっては、このリスボン大震災も「悔改めと信仰のリバイバル

運動」のチャンスだった。 

 

２．ジョン・ウェスレーの「リスボン大震災に対する考察」 

ジョン・ウェスレー（1703-1791）は、リスボン大震災後すぐ（1755年）、「最近のリスボン大震

災に対する真剣な考察」という文書を公刊した。（「参考資料７」参照）そこには、当時のプロテス

タントの説教者たちの考え方が凝縮されている。 

 

彼はまず、リスボンの地震によって何万という死者が出、家屋が崩壊したことに哀悼の意を表す

る。そして、このような災害は、自然的な原因による偶然的なものと見なすことはできないと述べ

る。 

聖書には、雨、風、雷、稲妻など様々な災害が出てくる。それらはすべてある目的をもって神が

背後でなさっていることである。もしそう理解しないなら、神の摂理を否定することになる。むろ

ん、自然的な理由が存在しないわけではないが、それらの一つ一つもまた、自然の支配者の指示に

基づいて起こっているはずである。 

人は地震に出くわしても、地を静めることはできないし、飛んで逃げるわけにもいかない。どれ

ほどの富を積んでも、何の役にも立たない。もし地震に直面したら、心を低くし、祈る以外にない。

霊とまことをもって神を礼拝する時のみ、偉大な神の祝福にあずかることができる。神は愛である。

あなたが神を愛するなら、神はあなたの神であり、あなたの父であり、あなたの友である。自分の

魂を欺いてはならない。あなたが神を愛するなら、悲しみの真っただ中にあっても、神の豊かさ、

誉、喜び、幸せを学び、実感するであろう。 

 

ウェスレーのこのようなメッセージは、当時のプロテスタント教会の共通理解に近かった。プロ

テスタントの説教者たちは、地震をカトリックに対する神の裁きと見た。リスボンはカトリックの

街である。これまで世界中のカトリック教会を援助し、海外の植民地にカトリック信仰を布教して

きた。地震の起こった 11月 1日はカトリックの祭日「諸聖人の日」だったし、その時間はミサの真

最中だった。多くの聖堂は完全に破壊され、跡形もなくなった。これこそ「カトリックに対する神

の裁き」でなくて、何であろう。 

 

しかし、18世紀半ばは啓蒙主義の時代だった。近代の学問が開花し始め、産業革命が勃興した。

科学的・技術的な思考は一般民衆にも浸透し始め、従来の考え方に縛られない新しい息吹が芽生え

ていた。地震の災害を道徳的・倫理的・宗教的な問題にすり替えてしまうことに違和感を持つ人々

は、少なからずいた。啓蒙主義思想と聞くと、ごく一部の思想家、哲学者、科学者の専有物だと考

えやすい。でも、それは間違いである。それは時代の風潮であり、根強い民衆の支持に支えられて
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いた。 

 

「このような震災は、神の予定やご計画の中に何処まで入っていたのか」、「神はなぜ、数万人に

も及ぶ罪なき人々の命を一瞬にして葬るようなことをされたのか」、「何の目的で神はこのような災

害をもたらしたのか」・・・このような問いは誰の心にも浮かんでくるものだった。啓蒙主義の哲学

者・思想家たちは、ただ彼ら民衆の代弁者に過ぎなかった。それではこれから、ヴォルテール、ラ

イプニッツ、ポープ、ルソー、カントなど、啓蒙思想家たちの論争を聞いてみることにしよう。 

 

３．ヴォルテールの「リスボンの災害に対する詩篇」 

ヴォルテールは、リスボン大震災が起こった 1755年の時には、ジュネーブに滞在していた。その

彼に震災の報告が届いたのは 3週間後の 11月 23日だった。この報告を聞いて彼は、翌 24日に銀行

家のジーン-ロバート・トロンチン（彼の経済関係のアドバイザーだった）への手紙に、「（人間が人

間を裁く）異端尋問所の崩壊を歓迎する」と書いた。このことは、彼が異端尋問所にいかに大きな

怒りを持っていたかを示している。 

 

その一週間後の 12月の初めに、ヴォルテールはリスボン大震災についての詩を書きあげ、友人た

ちに送った。その詩は後に（1756年 3月）、「リスボン大震災に関する詩篇、または『すべては善で

ある』という公理の検討」という書名で公刊された。それまで彼は、信仰者に見られる根深い迷信、

無意味な殺人を繰り返す異端尋問、聖職者の悪行や教会の堕落などを繰り返し批判してきた。とこ

ろがこの詩の中では、教会や聖職者、宗教などについては一切ふれなかった。むしろ、ライプニッ

ツの『弁神論』やポープの『人間論』が提唱する楽観主義に対し、痛烈な批判の矢を向けた。（「参

考資料８」参照） 

 

むろんヴォルテールの悲観主義は、リスボン大震災に始まったわけではない。彼は 40歳から 50

歳ぐらいまでの 10年間（1734-43年ぐらいまで）は、楽観主義そのものの世界に生きていた。とこ

ろが、その後の 50歳から 60歳までの 10年間（1744-55年まで）は、人生の辛酸をなめつくし、悲

観主義者に転向していた。従って、リスボン大震災に対する悲観主義的な反応は、ごくごく自然な

ことだった。 

 

この詩においてヴォルテールはまず、楽観主義に生きる哲学者たちに向かい、リスボン地震がも

たらした痛ましい悲惨な現実を注視せよ、と訴える。 

「『すべては善なり』と叫ぶ迷妄の哲学者たちよ、来りて見よ、 

この廃虚、残骸、屍を。 

手足は千切れ、石の下に折り重なる女子供。 

何万という不幸な人々が、血を流し、引きさかれ、屋根の下敷きになって、 

ヒクヒク動きながら、あわれ、責苦のうちに最期をとげるのだ。」 

 

続いてヴォルテールは、地震が罪深き人々を罰したのであれば納得しよう。だが実際には、何の

罪もない人々を悲惨のどん底に追い込んでしまったのだ。このことは、到底許すことはできないと、

怒りを哲学者や神にぶつける。 

「これでも諸君は、自由にして善なる神の永遠の掟の結果だというのか。 

神の復讐はなれりというのか。 

母の乳房の上で血にまみれる嬰児が何の罪を犯したであろう。 

リスボンは、快楽にふけるロンドンやパリよりも多くの悪徳をもったというのか。 

リスボンは潰滅し、パリでは踊っているのだ。」 

 

そしてヴォルテールは、このような惨状の世界は、決して「美しい予定調和の世界」ではないし、

「すべては善なり」という世界でもない。人間はなぜ、自然の不条理な暴力にこれほどまでに翻弄

されなければならないのか。人間の生活は、自然の力の前では「悲しい偶然の戯れ」にすぎないの

か。哲学者の楽観論はもはや何の役にも立たない。地上にこのような悪が存在する限り、楽観主義
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を放棄しなければならなくなると、切々と訴える。 

 

ヴォルテールは、この詩とともに「自然法に関する詩篇」というもう一つの詩を添えて、彼の友

人たちに送った。その詩は、たまたま同時期にジュネーブにいたルソー（彼はその生涯の大半をフ

ランスで過ごしていた）のもとにも届いた。そこから、リスボン大震災に関してのヴォルテールと

ルソーの対話が始まる。私たちは、ヴォルテールに対するルソーの反論にとても興味があるが、そ

の前にちょっとだけ道草をして、ヴォルテールが論敵にしたライプニッツとポープについてふれて

おこう。 

 

４．ライプニッツの「弁神学」 

1710年、ライプニッツは、『弁神論』という書物を著した。この書は、「神の正義、人間の自由、

悪の起源」というテーマを論じた、650頁にも及ぶ大著である。彼の主張を簡単に紹介しておく（「参

考資料９」参照） 

 

世界は永遠の存在ではなく、始まりがあった。神はその世界を創造するに際し、知性の要求と意

志の要求という二つの条件を満足させたはずである。第一の条件は、被造物に見られる「自然法則」

という秩序の中に実現している。この自然法則は、「全く任意のもの」とも、「絶対的に必然のもの」

というわけでもない。むしろ、「適合の原理」あるいは「最善の原理」に基づいている。つまり、一

切は決定されているのだが、その決定は、神が叡知を用い、善意の意思をもって、自由に選択した

結果なされたものである。 

第二の条件とは次のようなもの。神は世界を創造される前に、被造物をどのように創造しようか

とあらゆる可能性を考えた。そしてその中で、最善の案を選択し、それを造ろうと意思を働かせた

はずである。神の世界創造は、十分な理由に基づいてなされた以上、この現実の世界は「あらゆる

可能的世界の中でもっとも善いもの」ということになる。 

 

さらに、「悪」については次のように述べる。「悪」には、形而上学的な悪、物理的な悪、道徳的

な悪の三種類がある。第一の「形而上学的な悪」とは、「完全性の欠如」を指す。被造物はすべて不

完全なもので、完全性を欠如している。もし被造物が完全なものであるとすれば、それは神になっ

てしまう。第二の「物理的な悪」とは、自然現象や人間の肉体の苦痛に見られるような悪をいう。

神は、人の幸福を願っているが、それが神の唯一の目的なのではない。部分の要求のために全体の

秩序と美を犠牲にするわけにはいかない。被造物世界は、全体的協和が完全に実現していくことに

ある。部分が最終目標なのではない。第三の「道徳的な悪」とは、神に由来するものではなく、人

間に与えられた自由の結果生じたものである。人間の自由は善用されれば聖化の手段となり、悪用

されれば滅びの道に向かってしまう。 

 

この世界には、悲しみをもたらす「戦争」、「飢餓」、「災害」など、さまざまな悪が存在する。し

かしそのことをもって、神がこのような世界を創造した責任を問うのは正しくない。たとえ個別的

にさまざまな悪に見えるものが存在するにしても、全体として見れば、世界は調和している。最終

的には悪は善に飲み込まれ、信仰と理性は調和される。 

 

以上が、ヴォルテールが批判した「ライプニッツの最善観、あるいは楽観主義」である。彼の論

議は、東日本大震災の問題を考えている私たちに、多くのヒントを提供している。ある人はヴォル

テールと共に「ライプニッツは甘い」と批判するだろうし、「ヴォルテールの批判は見当はずれだ」

と反対する人もいよう。どちらにしても、ライプニッツの「弁神論」は神学の宝庫で、最近また注

目され始めている。 

 

５．ポープの「人間論」 

アレクサンダー・ポープは、1734年（45歳の時）『人間論』という書物を著した。彼は、ライプ

ニッツと同じような考えを持っていた。ただ、ライプニッツが分厚い書物で神学論議を展開してい

るのに比べ、ポープは美しい詩文体で、彼の最善観・楽観主義を民衆に広めたという違いがある。
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「参考資料１０」 では、ポープの主張に耳を傾けてみよう。 

 

神は宇宙の体系を造るとき、あらゆる可能な体系の中で最善のものを選んで造られた。すべての

被造物は「存在の連鎖」の中にあり、もし一つでも欠けてしまうと全体が壊れてしまう。部分が一

見不完全に見えるものは、全体の真の完全さのためには必要である。（『人間論』18、30-31、32頁）。 

被造物全体は秩序だって造られ、生気あふれた生命の連鎖である。人間はその最高位にある者と

して造られ（66頁）、万物を支配している（78-79頁）。人間個人の幸福は、その人個人の利益にあ

るのではなく、全体の利益の中にある（85 頁）。人は、自らを愛し、他の人を愛するとき最も幸福

な存在となる（106頁）。 

 

ところでポープは、この詩集の中で、2年前（1732年）に起こったチリ地震について「神は一般

的な法則に従って行動されるのであって、部分的な要求にこたえて行動されるわけではない。部分

的に悪に見えることであっても、全体的に見れば善なのだ」と述べている（24、32、34 頁）。東日

本大震災をどのように考えたらよいのかを問い続けるお互いは、この文章をどう読むのか、問われ

ている。 

 

６．ジャン＝ジャック・ルソーの「ヴォルテールへの手紙」 

本来私たちは、ヴォルテールからルソーへと論を進めるべきだった。だが、ライプニッツとポー

プに足を延ばし、横道にそれてしまった。では、ルソーに戻ることにしよう。 

 

ヴォルテールが、リスボンの悲劇を歌った詩を書き、多くの友人たちに送ったことは既に述べた。

その中の一人に、彼より 20歳ほど若いルソーがいた。ルソーは、ヴォルテールの詩を受け取ったが、

彼の悲観主義にはどうしても賛成できなかった。そこで 1756年 8月 18日、ルソーはヴォルテール

に返信の手紙を書いた。その手紙は、『ヴォルテール氏への手紙』として公刊されている（「参考資

料１１」参照）。ではこの返信を基に、ルソーが何を考えていたか見ることにしよう。 

 

ルソーは、社交辞令のあいさつをすませると、いきなり、ヴォルテールから受け取った時に自分

が感じたことを率直に述べる。ヴォルテールが非難したポープやライプニッツの楽観主義は自分を

慰めるが、ヴォルテールの詩は自分を絶望の淵に追い込んでしまう（12頁）。神は、「考えられ得る

限りの世界の仕組みの中から、最小の悪と最大の善とを結び合わせる世界の仕組みを選択した」の

であり、これ以上のことを神はできなかったと、ルソーは神を弁護する（13 頁）。 

またルソーは、リスボン地震の被害が大きかったのは、人々が都市の密集した地域や高層住宅に

住んでいたことにある。あるいは、多くの持ち物に執着して、すぐに避難しなかった人間の我欲に

あった。もし人々が分散して住んでいたなら、火災などの被害もはるかに少なくてすんだはずだ、

と述べている（14-15頁）。 

 

続けて、ルソーの言葉をいくつか紹介しよう。 

「それゆえ、世界の作者は、その善意にもかかわらず、いやむしろその善意そのものによって、全

体の保存のためには個人のいくらかの幸福を犠牲にすることがある」（21頁）。 

「『すべては善である』と言う代わりに、『全体は善である』と言うか、または『すべては全体にと

って善である』と言った方がよい」（21頁）。 

「楽天主義の真の原理は、物質の特性からも、宇宙の機構からもひきだされるはずのものではなく、

もっぱら帰納法によって、すべてを司る神の完全さからひきだされる」（22 頁）。 

いずれも、震災問題を考えている私たちにとって、挑戦的な言明である。 

 

なお、悪の起源は神の摂理に関わる問題だとして、ルソーは次のようなたとえを語る。もし（1693

年から 1721年に生きたフランスの盗賊）カルトゥーシュやローマ皇帝カエサルが、何らかの悲劇的

な事故によって幼年時代に命を落としたとする。すると哲学者は、「彼らがどんな罪を犯したので神

は罰したのか」と言ったはずである。しかし実際には、この二人は幼年時代に死ぬことはなく、大

人になった。すると哲学者は「神はなぜ彼らのような悪党を殺さず、生かしておいたのか」と神を
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非難するだろう。 

しかし信心家の場合は、もし彼らが幼年時代に死んでいたら、「神は父親からその子を奪うことに

よってその父親を罰そうとした」と言うだろう。しかし二人が死なない場合には、「神は民衆を懲ら

しめるため、子どもを生きながらえさせた」と言うはずである。従って、どのようなことが起こっ

ても、神の摂理は、信心家にとっては常に正しく、哲学者にとっては常に間違っていることになる。

でも本当は、「神の摂理は間違いでもなければ正しくもない」。神の摂理は各個人の短い人生につい

て心煩わすようなものではなく、被造物全体を司ることで満足している（23-24頁）。 

 

ルソーのヴォルテールへの反論には、うなずける点も多々ある。そこまで言い切ってよいものか

と首をかしげたくなるものも少なくない。それはそれでよい。ただ彼らが、震災を前に、神の行動

原理に関し真剣に格闘していたことを知っていただきたい。 

 

７．ヴォルテールの小説「カンディード」 

ルソーの手紙を受け取ったヴォルテールは、およそ一か月後（1756年 9月 12日）、ルソーに返信

する。その返信において彼は、今は哲学的な議論を楽しんでいる時ではないと上手にかわし、楽観

主義がいかに浅はかなものであるかを再度指摘し、それ以上の議論に深入りすることを避けた。そ

の代わり、その 3年後に（1759年）ヴォルテールは、『カンディード』という小説を出版し、ルソ

ー及び同じような楽観主義に立つ人々に、再度痛烈な批判をあびせかける。 

 

この小説の主役カンディードは、ウエストファリアの城で育てられた私生児の子供である。彼は、

男爵の娘キュネゴンドとの恋仲に陥り、その家から追放されてしまう。城から追い出されたカンデ

ィードは、ブルガリア、オランダ、リスボン、カディズ、ブエノス・アイレス、パラグアイ、エル

ドラード、スリナム、パリ、ポーツマス、ヴェネチア、そしてコンスタンチノープルまでの旅をす

る。それは、キュネゴンド嬢を慕い、追いかけての旅であったが、その途中で、多くの人々に出会

い、さまざまの珍奇な体験をする。しかも最終的には、男爵にも、自分の恩師哲学者パングロスに

も、そしてお目当てのキュネゴンド嬢にも再会する。 

 

この物語は、カンディードが旅の途中に出会う人々を通じて、この地上は、人がおよそ想像する

こともできないようなありとあらゆる奇妙な、非人道的な、全く残酷としか言いようもない経験に

満ち溢れていることを明らかにする。これら一連の出来事を通じて、哲学者パングロスの説いた「こ

の地球は、すべての可能性の中で最善のものである」という楽観主義に対し、ヴォルテールは痛烈

な批判を展開しているのである。 

 

この旅の途中、カンディードはリスボン大震災の出来事に出くわす（5章から 9章）。主人公はリ

スボンを訪れたとき、気がつくと瓦礫の中に半分埋められた自分を見出す。そこにおいて、周囲に

異常な出来事が起こり、その危機から逃れて、何とか生き延びる。そういう事件の中で、リスボン

のヒーローに「この地球はすべての可能性の中でベストだったか」という問いを語らせ、「どうして

そうであり得よう」と答えさせる。 

 

この小説でヴォルテールが訴えたかった点はただ一つ。「慈悲深い神が監督する我々の『最善の可

能世界』において、すべての出来事は最善であるという楽天主義は本当なのか」という問いである。

ヴォルテールは、災害によってリスボンが徹底的に破壊され、10万人もの人命が奪われた以上、神

（創造主）が慈悲深いわけはない、と言いたかったのである。 

 

最初この書物に対し、パリやジュネーブの権力者たちから強い圧力がかかった。表面的には放浪

者の青年の冒険記のような体裁を整えているが、この書物が王族、貴族階級、軍隊、教会、異端尋

問、形而上学、中でもライプニッツの楽観主義に対し、風刺的なあざけりの意図が隠されているこ

とは、誰の目にも明らかだったからである。小説という形でこのような社会批判をされては、時の

権力者たちも立つ瀬がなかった。だが彼らは、この書物の圧倒的な人気にひるみ、圧力をかけるの

をやめ、静観を決め込んだ。 
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この小説は、初年度だけでも 3万冊が売れ、その後 20回以上版を重ねた。多くの翻訳もなされ、

当時のヨーロッパ中の人々に想像以上の影響を与えることになった。ヴォルテールのもくろみ通り、

ヨーロッパの一般大衆は、リスボン大震災をどのように考えたらよいのかという神学的な問いに取

り組んだわけである。 

 

この書は、読み方によっては、楽観主義の世界は完全に崩壊していると読むこともできる。しか

しもう少し別の読み方をすれば、楽観主義にもそれなりに一理あると読むこともできる。ヴォルテ

ールは「それは読者次第だよ」と言っているような気がする。この辺がヴォルテールという人物の

面白さなのだろう。東日本大震災に関わるお互いは、この小説をどのように読むのだろうか？ と

っても興味がある。 

 

８．イマヌエル・カントの「地震論」 

リスボン大震災は、カントが 31歳の時に起こった。それはちょうど、彼が学位論文を提出し、大

学の員外教授として迎えられる時期だった。彼はリスボンの地震の報告を手にし、大きな衝撃を受

けた。そして震災の直後（1755年から 56年にかけ）、地震について三冊の短い文書を公刊した。で

は、その最初の『地震論』から、カントがリスボン大震災をどのように受け止めていたのかを探っ

てみよう。（「参考資料１２」参照） 

 

カントはまず、地震は本来人々に大きな恐怖をもたらすものだが、恐怖を持たないで生きていら

れることは「摂理の恩恵」だと言う（235頁）。そして、地表に現れた地震現象を一つ一つ詳細に検

討し、「地下の空洞が一つづきである」と考え、地震の原因を考察する（236頁）。そして、どの場

所のどんな方向が危険なのか、街を建設してはいけない場所はどこなのか、などといった問題を詳

細に論じる（236-240頁）。さらに自然界の生き物が人間より早く地震を察知していた事実を取り上

げ、彼らは自然科学者の知識にはるかに勝った能力を持っていると告白する（243頁）。 

 

カントの地震に関するこのような一連の科学的な説明は、現在の地震に関する知識から言えば間

違っている。しかし、若きカントが、地震の被害や前兆現象などについて、できる限りの情報を集

め、地震がなぜ起こるのかを科学的に解明しようと努力したことを評価すべきだと思う。地震を道

徳的なテーマから切り離し、無益な神学問題にすり替えないようにと警告したのである。 

しかもなおカントは、もし燃えやすい材料で家を建て、地震で倒れてしまったとしたら、神の摂

理に不満を言い得るだろうかと問いかけ、災害に対する人間の責任をも指摘している。東日本大震

災の問題を考えている私たちに、多くのことを語りかけているのではないだろうか。 

 

９．まとめ 

これまで私たちは、リスボン大震災を契機に、啓蒙思想家たちがどのようなことを論じたのかを

見てきた。それは一言で言えば、「神は現在の地球をあらゆる可能性の中から、最善のものを選んで

創造したのか？」という点に尽きよう。もう少し中身を具体的に紹介すると、次の 10点に要約され

るだろう。 

①地震は神の裁きか、それとも神の裁きではないのか？ 

②地震の原因は超自然的なもの（神）か、それとも自然的なもの（自然法則）か？ 

③もし地震を自然法則としてのみ認めると、神の摂理を認めないことになるのか？ 

④もし地震が自然法則に基づいているのなら、それに対する祈りは聞かれるのか？ 

⑤神は常に自然法則に拘束されるのか？ 

⑥神が定められた「自然法則」の中に、悪（災害）はあるのか？ 

⑦神は全体の益（自然法則を守る）のために、部分を犠牲にする（災害を起こす）のか？ 

⑧地震の原因を科学的にどのように説明したらよいのか？ 

⑨神は人間を崇高なものとして造られたのか？ 

⑩災害において、人間はどれほどの責任を負っているのか？ 

 

啓蒙時代の教会あるいはキリスト教神学は、これらの問いに真正面から答えることを求められて
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いた。ところが、このような問いを発すること自体を、不信仰、危険、異端的、神への反逆、理性

絶対主義、高慢な哲学などと、さまざまなレッテルを張って遠ざけてしまった。 

この姿勢は、残念ながら、今日のキリスト教界にも見られる。現代は啓蒙時代ではないので、さ

すがに「異端尋問所」が開かれることはない。しかしそういう精神的閉鎖性は根強く残っている。

それよりはるかに効果的な「一切無視」を決め込むことによって。このことこそ、私が「現代のキ

リスト教神学は啓蒙主義をバイパスしている」と申しあげた意味である。この点は、カトリック・

プロテスタントを問わず、変わらない。 

 

Ⅲ．リスボン大震災の論争を踏まえて 

 

今日ここにお集まりの皆様は、東日本大震災に直接かかわっている方々である。とすれば、教職

者であるかどうかを問わず、キリスト教界のリーダーであり、一人一人が今日のテーマに応答する

責任を突きつけられていると思う。教会の中でも、被災の現場でも、この世界の人々からも・・・。

否、何よりも、自分の内側から出てくる声によって。 

 
第一回目の講演において私は、私自身が東日本大震災をどのように考えているのかを明らかにし

た。それは、次の五つの点に要約できる。 

①聖書全体が教える「神の国」から出発する 

②神は人と共にこの地を支配することを望んでいる 

③キリストの贖いは人間の全被造物に対する管理権を回復する 

④震災（地震・津波）の具体的な問題を学習する 

⑤神の国のあるべき姿を求めて行動する 

 

私の友人の中に、この問題をどうしてもはっきり解決したくて、講演原稿を 10回読んだという牧

師がいる。コピーして、教会員と一緒に学んだという牧師もいる。どのように用いてくださっても

結構であるが、批判的に検証してくださることを切に望む。私は、一言一句そのすべてに責任を持

つので。 

 

今回は、同じテーマに基づいた三回目の講演である。今回は特に、啓蒙思想家たちの論争を紹介

し、私が提唱している「東日本大震災に対する見方」が、彼らの批判に十分耐えうるものかどうか

検証していただきたいと願いながら、話させていただいた。別言すれば、私が提案した 5つのポイ

ントは、先の啓蒙思想家たちが論じた 10ほどの疑問に答えているかどうか、ということである。皆

様の率直なご意見をいただきたい。 

 

私としては、私なりに考え、ベストの回答を用意したつもりである。といっても、私の提案には、

福音派にとってたくさんの未解決の神学的な問題が含まれている。これらの問題については、既に

二回目のセミナーにおいて、七つに分けて分かち合った。ただその時は、信徒の方々を対象とした

セミナーであったので、日常的な信仰生活を念頭に置きながら語らせていただいた。今日は教職者

あるいは各団体のリーダーの皆さんへの講演なので、七つの枠組みの中で、2回目ではあまり深く

ふれることができなかったより神学的、教会的、牧会的な視点に立って話させていただきたいと思

う。 

 

１．「神の国」の重要性を認識する 

啓蒙思想家は皆、教会の枠を超え、普遍的な世界を問題にしながら論じていた。彼らの論争の中

心的関心は宇宙を創造し、支配している神と被造物の関係だった。この問題は、聖書的には「神の

国」という神学的なテーマを確立して初めて可能になる。 

 

今日の聖書学では、聖書全体を貫くテーマが「神の国」にあると理解することに異論はない。と

ころが、それぞれの教会、教派、神学校は、自分たちの教派的伝統に固執し、伝統的な枠組みで信
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仰を守り続けることに終始してしまっている。すべてのキリスト者と教会が、すべての問題を「神

の国」という視点からとらえ直していくなら、多くのことが変わってくると思う。 

 

旧約聖書神学のテーマは、従来「神の名」（エドモンド・ヤコブなど）、「契約」（フリーゼンなど）、

「救済史」（フォン・ラートなど）などのキーワードでまとめられてきたが、最近の旧約学会では「神

の国」（ジョン・ブライトなど）に落ち着いてきている。 

イエスが説かれたメッセージの中心もまた、「神の国」にあったことに異論はない。 

パウロ神学は自らのユダヤ教徒としての背景と初代教会の状況から「信仰義認論」とか「救済論」

が中的の位置を占めているように見えるが、「キリストの王権に基づく全宇宙支配」こそ、パウロの

中心的な神学テーマであることを確認することは難しくない。彼の「主イエス・キリスト」という

タイトルが何よりもこの事実を表している。 

 

最近のローザンヌ会議では、キリスト者の「社会的責任」とか、「包括的な福音（Wholistic Gospel）」

いうことが強調されている。それは、「神の国」という神学的な概念に沿ったものである。「教会」

と「神の国」を区別し、重心を「教会」から「神の国」にシフトしていくことは時代の要請である。

このことは、教会を軽視するどころか、教会の重要性を確認し、教会の位置を大きく高める結果と

なるはずである。 

 

２．自然神学的テーマに取り組む 

キリスト教神学はこれまで、聖書の啓示に基づき、そこに明らかにされている神学的なテーマを

体系化してきた。その結果、神学と言えば、聖書、神、キリスト、聖霊、贖い、終末など、いわゆ

るキリスト教教理に限定されるようになった。神学＝教義学だったのである。しかしこのような神

学では、キリスト者も教会も、この社会から突きつけられている問題に答えることができず、信仰

とこの世を分離して二元論に生きることを余儀なくされる。 

 

啓蒙思想家たちは、人間理性を土台にして、神と被造物、この世界のあらゆる事柄を神学的テー

マにすることをためらわなかった。その結果、詭弁的な論理や無意味な神学論争に陥った側面はあ

る。だからと言って、自然神学を否定するのは愚かである。現代のように個別の科学や学問が進む

と、全体を統括する世界観を必要とする。さらに各分野における倫理と価値観の確立が求められて

いる。そういう状況なので、啓蒙時代の形而上学的な問題意識とその整理の方法を見直さざるを得

ないのである。 

 

例えば、アウグスティヌス以来の「個人の道徳意識に基づく悪の理解」では、「自然界における災

い」という問題を解決できない。やはり、「形而上学的な悪」、「物理的な悪」、「道徳的な悪」と区別

するライプニッツ的な悪の理解を再考する必要がある。さらにそこに留まらず、フランスの哲学者

ジャン＝ピエール・デュピュイなどのように、「物理的な悪」を「自然法則的な悪」と、「人間が意

図しないにもかかわらず暴力的な悪となってしまう悪」とを区別することも、一考の余地がある。 

この辺の議論をきちんと踏まえないと、たとえ原発問題を取り扱ったとしても、結局イデオロギ

ーの対立以上の議論はできず、神学的な深まりは出てこない。 

（「参考資料１３」を参照せよ） 

 

20世紀は、バルトに代表されるように、19世紀の反動化から啓示神学に集中する時代であった。

果たして 21世紀は、そこから脱出し、自然神学への回帰現象が見られるであろうか。モルトマンに

しても、パネンベルグにしても、福音派の最近の神学者たちも、明らかにその傾向を見せている。

むろん、それは啓蒙主義の自然神学とは全く違うものであるが、問題意識は極めて類似していると

言わねばならない。 

 

３．自然科学の成果を受け止める 

カントはリスボン大震災後に、地震の原因を科学的に解明しようとした。その研究成果は、言う

までもなく 18世紀半ばのものであり、今日の地震学の目から見れば幼稚なものと映ろう。しかし、
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地震の起源を超自然的なものではなく、自然現象そのものの中に求めた姿勢は特筆すべきことであ

る。ところが、18 世紀から 20 世紀にかけての教会とキリスト教神学は、カント哲学を認めないだ

けでなく、カントの科学に対する真摯な姿勢をも葬ってしまった。結局、自然的な原因を認めなが

らも、超自然的な原因に関心を集中させるというウェスレーの道を選んだのである。 

 

現代の地震学が、地球形成学（宇宙の創造の年代は 137億年前であり、この地球は 45億年前であ

る）を背景に成り立っていることは論を待たない。もし現代の地震学を受け入れるのであれば、地

球形成学の成果を受け入れるのは当然である。地球形成学を受け入れるのであれば、現代の生物学

者の間に見られる「進化論」を受け入れるのも当然である。すべての学問は、体系的・統一的な真

理に基づいてなされるものだからである。 

従って、もし東日本大震災に対し自然科学的なアプローチをするのであれば、現代の様々の自然

科学の学問的真理を受け入れることになる。ここでは、「聖書はすべての学問的な問いに対し答えを

もっている」とする従来のファンダメンタリズム的な姿勢は克服されねばならない。ところがこの

問題に踏み込むと、日本の福音派内部においては、かなりの抵抗勢力にぶつかることを覚悟しなけ

ればならない。 

教会史や神学史は、被造世界の真実を究明する学問が教会の伝統的な考えとぶつかり、離脱して

いく歴史だった。カトリックでは既に、今世紀の初めから進化の事実を受け止める道を開いてきた。

最近の欧米の福音派の聖書学者、神学者、科学者の中にも新しい展開が見られる。日本の福音派諸

教会は、現実のこのような流れに目を開き、賢明なスタンスを確立していく努力を怠ってはならな

い。 

 

古代の日常言語で啓示された聖書を現代の自然科学の結論に調和させながら解釈することは、簡

単なことではない。しかし被造物の管理者として召されたキリスト者にとって、それは避けて通れ

ない。学問的な真理はどのようなものであれ、厳密な学問的手続きを踏まえて発見されていくもの

である。どのような学問であれ日進月歩、その成果は日々塗り替えられていく。キリスト者は、そ

のような研究成果に対して謙虚になり、大胆に活用していく度量が求められている。 

 

４．健全な人間観を確立する 

啓蒙思想家たちの人間観は、歴史的キリスト教が説き明かしてきた人間理解より、はるかに高く

楽観的で（ライプニッツ、ポープ）、崇高なもの（カント）だった。ルソーも常に、社会性に富んだ

人間を期待していた。ところがキリスト教神学は、このような人間理解を「ヒューマニズムに基づ

く異端的な人間論」として切り捨ててしまった。残念と言う他はない。 

 

聖書の人間観が本来きわめて高貴なものだったことは、二回目の講演でふれた。贖われたキリス

ト者は、「選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民」（Ⅰペテロ 2:9）であ

る。キリスト者について、「王とし、ご自分の父である神のために祭司としてくださった」（黙示録

1:6）とか、「私たちの神のために、この人々を王とし、祭司とされました。彼らは地上を治める」

（黙示録 5:10）とか、「神とキリストとの祭司となり、キリストとともに、千年の間王となる」（黙

示録 20:6）と言われていることに注意していただきたい。 

十字架の贖いによって「罪を赦された」、「義と認められた」、「和解した」、「天国に行ける」、「聖

化される」というところまで語りながら、「キリスト者は王となり、キリストと共に地を支配する者

に召された」と説かないとすれば、それは「欠陥福音」である。福音派は熱心に伝道をしているが、

欠陥商品を売り歩いているようなものである。 

 

 

５．死生観などについて整理する 

伝統的なキリスト教神学が大きなチャレンジを受けているのは、贖罪論だけではない。人間の死

生観、特に終末論に関わる教理においても、修正していかねばならないことが多々あると思う。多

くの教会・教派は、それぞれの歴史の流れの中で信仰箇条や教理問答集などを受け継いでいる。し

かしその内容が、最新の聖書学などの成果を踏まえて検証されているという話を聞くことはまずな
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い。 

 

二十世紀も最後の四半世紀において、欧米の福音派の神学は、「キリストの再臨」、「霊魂不滅」、

「復活の体」、「永遠の責め苦」、「千年王国」、「新天・新地」などについて相当突っ込んだ神学的議

論を積み重ねてきた。日本の福音派は、謙虚になってその成果を学ばねばならない。 

その際重要なことがある。福音派諸教会は、異端尋問所のような動きを排除することである。啓

蒙思想家を切って捨てたようなキリスト教界の間違いを、二度と繰り返してはいけない。福音派が

真理を探究するには、聖書信仰に固く立ちながらも、他の意見にオープンでなければならない。危

険視するだけでは何も新しいものは生まれない。啓蒙主義の中にはキリスト教信仰と相容れないも

のがたくさんあった。しかし、すべてが無意味であったわけではない。異端尋問者の目では、それ

を見分けることはできない。 

 

６．エキュメニズムの概念を再認識する 

啓蒙思想家たちが目指した一つのことは、カトリックとプロテスタントが和合し、協力すること

だった。しかし当時のキリスト教界はそれに目をつむってしまった。20世紀初頭に始まったエキュ

メニズム運動も、いまだ道遠しの感がある。ここで大切なことは、「エキュメニズムとはいったい何

なのか」ということである。もしエキュメニズムを、組織を一つに改編していくことであると考え

るなら、これから先 100年経っても、1000年経っても実現しないだろう。 

 

教会は「キリストのからだ」であり、原理的に初めから「一つ」である。何かを一緒にしたとい

うことによってではなく、同じ「キリストの命」にあずかっているという事実からである。それは

家族に似ている。家族は同じ命を分け合った存在である。皆それぞれ、考え方や意見、それにライ

フスタイルは違うだろう。それでもなお、一つである。家族である以上、いがみ合っているのはよ

くない。ばらばらではなく、お互いに思いやり、愛し合い、助け合っていきたい、そう思うのが家

族なのである。 

 

東日本大震災の支援活動を通じ、世界中から、宗教、民族、国家を超え援助の手が差し伸べられ

た。このことを中心的に担ったのは、キリスト教の教会だった。私はこのことを誇らしく思う。福

音派の援助団体は、最初さまざまな行き違いを経験した。だが、お互いに成熟し、地域や働きを分

担して、大きな協力体制をつくった。教会・教派も喜んでそれに協力してきた。私自身は、ここに

エキュメニズムの実現を見ている。 

東日本大震災の支援活動を機会に、すべての教派のキリスト者が、共に礼拝し、共に学び、共に

助け合い、共に宣教し合う喜びを広げていくことが大切だと思う。教派や福音派の交わりを解体し

て、一つの組織体を目指す必要などない。悪しき教派主義や狭い福音派意識を捨て、「神の国」の信

仰に立って、互いに仕えあうことこそ、肝要である。 

 

日本福音同盟は今、2016年の第六回日本伝道会議開催に向かって大きな努力をしている。理事会

あるいは主催地の教会だけにお任せするというような態度は無責任である。各教会・教派、伝道団

体を通じてではあるが、聖書的なエキュメニズムを実現する場であってほしいと切に願っている。

日本福音同盟が主体的になって、日本キリスト教協議会やリバイバル同盟の教会、カトリックにも

ウイングを広げ、エキュメニズムの喜びを味わうものであってほしい。福音派は、他のグループか

らたくさんのことを学ぶことができるし、多くのことに貢献できるはずである。 

 

７．摂理の御手を確信して立ち上がる 

啓蒙思想家たちが問題にしたことの一つは、「神の摂理とは何か」ということだった。「神の創造」

と同様「神の摂理」については、整理しなければならない神学的な課題が山ほどある。それは時間

をかけて学び続けねばならない。ただ一つのことを指摘しておきたい。キリスト者の間に起こる多

くの問題は、この「神の摂理信仰の意識の希薄さ」に起因している。 

 

東日本大震災は、多種多様な問題を私たちに突きつけている。私たちは、摂理の御手を信じ、直
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面しているすべての事柄に真摯に向き合っていかねばならない。 

震災が起こらないために何かできることはないのか。 

被害を少なくするにはどうしたらよいのか。 

避難所や仮設住宅、復興住宅などの問題にどのように対応したらよいのか。 

被災者たちへの支援活動をどのように進めたらよいのか。 

一人一人の被災者にどのように接したらよいのか。 

行政とどのように関わったらよいのか。 

それぞれが描く復興のイメージの違いをどこがどう調整するのか。 

ボランティアをどう活用するのか。 

支援団体間の問題をどう調整するのか。支援者や支援団体をどう支え続けるのか。 

次の震災に対する準備として、誰が、何を、どのように継承していくのか。 

教会において震災問題をどのように教育するのか。 

現場の声を行政や政治にどう反映させるのか。 

民間会社や地方公共団体は復興に対しどのように関わることができるのか。 

・・・問いはまだまだ、延々と続く。 

 

キリスト者は、キリストと共に被造物の支配権を執行する者として、直面するすべての問題に真

正面から取り組んでいく責任がある。 

 

結論 

 

私たちはここまで、「キリスト者として東日本大震災をどのように考えたらよいのか」というテー

マを、リスボン大震災にまつわる事件を通して考えてきた。それは、福音派の従来の在り方に鋭い

メスを入れるものとなったと思う。 

 

神学は、すぐに役立つというようなものではない。しかしとても重要である。キリスト者が（そ

して教会も同じ）立ちもし倒れもするのは神学次第である。5年とか 10年先のことだけを考えるの

であれば、神学はなくても何とかやっていける。ところが、遠い先のことや根源的な問題の解決に

取り組もうとするのであれば、神学から変えていかねばならない。 

東日本大震災が、キリスト者個人の生き方、教会の在り方に大きなチャレンジを与えるだけでな

く、福音派、さらにはキリスト教界全体の革新を迫っている挑戦状と受け止めていくべきではない

かと思っている。 


