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「東日本大震災」講演の参考資料集 

 
以下は、東日本大震災に関する講演において、時間の関係上詳しくふれることのできなかった事柄に

関する「参考資料」である。 

 

[参考資料１] 

 

Ａ．「私の好きなみことば」 

 2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が起こりました。この地震による死者は一万五千人以上、行方不明

者はいまだに三千五百人以上います。その後の福島第一原子力発電所の事故により、避難した人は三十

万人以上にのぼります。私も直接地震の被害はなかったものの、クラスメイトたちと顔を見合わせて不

安に思っていました。 

 

 その中で私が思い出したのは、「なぜ善人が苦しむのか」という問いをテーマにしたヨブ記でした。地

震があった後、多くの人が「なぜこんなに悲惨なことが起こるのか」と思ったことでしょう。ある人た

ちは「神がいるのなら、あんなひどいことが起こるはずがない。だから、神はいないのだ」と言います。

またある人は「神はいるが、自然災害を防ぐだけの力がなかったのだ」と言います。「前世で悪いことを

したから、そのひとたちは被害にあったのだ」と言う人もいるでしょうし、「神はもともと不公平なのだ

から、仕方がないのだ」と言う人もいるでしょう。 

 ヨブも四人の友人たちと「なぜヨブが正しい生き方をしてきたのに、一夜にして家族も財産もすべて

失ってしまったのか」ということについて、あれやこれやと議論をしましたが、結局その結論は出ませ

んでした。そこに神様が直接ヨブに語りかけます。 

 ヨブは神様の言葉で、自分の小ささと神様の偉大さを思い知ります。そして、神様にはすべてのこと

が可能であること、なぜ物事が起きるのか人間には知り得ないということを告白します。 

 このヨブの告白を読んだとき、私が思っていたことと重なるなと思いました。私も、なぜ地震や津波

などで人間が苦しむのかはよくわからないし、神様のみが知っていることだと思ったからです。だから

その答えはきっと一生わからないのだと思います。 

 

 私の好きなみことばに、パウロの言った「あなた方のあった試練はみな人の知らないようなものでは

ありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練にあわせるようなこ

とはなさいません。むしろ、耐えることのできるように、試練とともに、脱出の道も備えてくださいま

す」（Ⅰコリント 10:13）という言葉があります。私たち人間には、答えの出ないことがいっぱいあるけ

れど、苦しいことがあっても神様を信頼して生きていきたいなと思います。 

 
Ｂ．「被災地に行って」 

 私は、2012年 4月 2 日〜4日、東日本大震災によって被害を受けた、東北の被災地へ行きました。 

 岩手県陸前高田市は、市の 80%が津波の被害にあった場所で、海から 2 キロの所まで何もかもが流さ

れて、がれき以外何も残っていない状態でした。市役所の所は震災当時のままになっていて、車が突っ

込んでいたり、書類などが散乱していました。その中に、赤いランドセルがいくつかあり、のぞいてみ

ると六年生の教科書が入っていました。その隣には卒業証書もありました。それを見た時に、私と同じ

年の女の子たちが亡くなったのだと、とても悲しくなりました。 

 

 次に、宮城県気仙沼市と南三陸町にも行きましたが、ここも大きな被害にあっていました。カーナビ

が示していた道路や橋が、跡形もなくなっていて、以前の街の姿を想像することができませんでした。

道路のわきには、がれきの山があちこちにありましたが、よく見ると、ビンを入れる箱や、石油のポリ

タンク、漁業の網など、生活用品がありました。それを見て私は、一年前にはここに家があって、人々

がごく普通に生活していたんだなぁという思いが、実感としてせまってきました。 

 テレビでは被災地の映像を見ていましたが、こんなに大きな被害だとは思わなかったし、どこか「他

人事」のような気持ちで見ていたような気がします。最近は、ニュースで取り上げられることも減り、

忘れがちになっていましたが、今回初めて被災地を訪れて、復興が全然進んでいないということにびっ

くりしました。 
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 それから、仮設住宅に住んでいらっしゃる方々や、ご家族を亡くされた方々にお会いしました。皆さ

ん明るく元気に接して下さいましたが、震災の話になると、涙ぐんで話をされていました。一人の方が、

「前向きに考えられる日もあれば、後向きになってしまう日もあります」「私たちの中のある部分は、あ

の時から時間が止まったままなんです」とおっしゃったのを聞いて、被災された方々には、私たちには

わからない苦しみがあるのかなと思いました。 

 私たちが仮設住宅におじゃました時には、「何もありませんが」と言いながら、すごい手料理でもてな

して下さいました。とてもおいしくて、たくさん食べていたら、その方々は、「こうして来ていただいた

方々に何かしてあげたいんです。自分たちが誰かのために役立てることが喜びなんです。」とおっしゃい

ました。 

 それを聞いて、私は本当にそうだろうと思いました。例えば私も、祖母の手伝いをして、「ありがとう」

と言われただけでもとてもうれしくなります。被災者の方々も、支援を受けるだけでなく、人に与える

ことで、自分の存在価値を感じることができるのだと思います。 

 

 今回の旅行を通して、私は自分の目で見ることの大切さをしりました。そして、「被災地」や「被災者」

が「あの場所」であり、「あの方々」 というように身近に感じられるようになりました。これから私は、

あの方々のために祈っていきたいなと思いました。 

 

 [参考資料２] 

 

Ａ．信条集は、ヘブル人 2章 6-13節を取り上げていない 

ヘブル人への手紙 2章 6節から 13節は、キリストの死が人間の被造物に対する支配権を回復したこと

を明確に説き明かしている。このことは、東日本大震災の理解に深く関わるだけでなく、キリスト者の

日常生活のすべて、福音理解の根幹に関わる事柄である。堕落によって、神から託された人間の管理使

命に欠けが生じたとすれば、キリストの死による贖いによってそれが回復されたのは当然である。そし

て、このことを伝えるヘブル 2章が贖罪論の中心的な位置を占めなければならない。 

ところが、教会史上に現れた信条集はいずれもこの点についてふれていない。例えば、古代教会の信

仰告白（使徒信条、ニカイア信条、アタナシウス信条、カルケドン信条）など（渡辺信夫『古代教会の

信仰告白』（新教出版社、2002年）参照）。加えて、アウグスブルグ信仰告白、ウェストミンスター信仰

告白、大教理問答、小教理問答、その他のプロテスタントの信条集も同様である。 

 

Ｂ．十字架の奥義の書物や新約聖書神学的な書物も取り上げていない 

十字架の意味を明らかにする霊的な読み物や「贖罪論」に関係する神学的な書物はたくさん出版され

ている。しかしそのいずれにおいても、人間の被造物支配権の回復というテーマは出てこない。霊的な

読み物としては、次のような書物をあげることができる。 

G.P.ピアソン『キリストの十字架』（いのちのことば社、1988 年） 

アンドリュー・マーレー『主の十字架の奥義』（いのちのことば社、1989年） 

マックス・ルケード『ザ・クロス－イエスはなぜ十字架を選んだのか』（いのちのことば社、2003年） 

もう少し、学問的な書物としては、次のようなものをチェックした。 

E.ザウアー『十字架の勝利』（新教出版社、1955年） 

H.コンツェルマン『新約聖書神学概論』（新教出版社、1974年） 

W.レーヴェニヒ『ルターの十字架の神学』（グロリヤ出版、1979年） 

W.G.キュンメル『新約聖書神学』（日本基督教団出版局、1981 年） 

J.D.G.ダン『新約学の新しい視点』（すぐ書房、1986 年） 

J.デニーの『キリストの死―新約聖書・説教・神学における贖罪』（新教出版社、1992年） 

G.ボルンカム『現代神学の焦点―新約聖書』（新教出版社、1994年） 

J.エレミアス『新約聖書の中心的使信』（新教出版社、1997年） 

E.シュヴァイツァー『新約聖書への神学的入門』（日本基督教団出版局、1999年） 

 

なお、キャンベル・モルガンは、ヘブル 2:6-9 にふれ、キリストご自身は人間の統治権を回復したと

述べている。しかし、残念ながらそれが贖われた者にまで及んでいることにはふれていない（『キリスト

の危機』（聖書図書刊行会、1964年）126-127頁）。 
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英語の書物を紹介することをお赦しいただきたい。N. T. Wright は、2003年「The Resurrection of the 

Son of God (Fortress: Minneapolis)」を出版した。この書は、キリストの復活について 800頁以上に

わたって論じているが、ヘブル 2:5-13 は「キリストの主権性」に言及するためにわずか 3回ふれるだけ

である。むろん、復活を通してのキリストの主権性については強調されているが、キリスト者の管理権

の回復という点にまでは及んでいない。ライトが昨年出版した「Simply Christian (SPCK: London)」に

おいても全く変わらない。 

さらに、2005年に出版された「贖い」に関する総括的な研究書（Peter Schmiechen 著「 Saving Power: 

theories of atonement and forms of the church, (Eerdmans, 2005)」）は、エイレナイオス、アタナ

シウス、アンセルムス、アベラルドス、ウェスレー、シュライエルマッハー、ルター、カルヴァン、チ

ャールス・ホッジ、ニーバー、モルトマンなどの「贖いの教理」を詳しく紹介している。ところが、ヘ

ブル人への手紙 2 章で論じられている贖いの意味（キリスト者の管理権の回復）については一言の言及

もない。 

 

Ｃ．組織神学的な書物も同様である 
このことは組織神学、教義学などの書物においても全く変わらない。バルトの『教会教義学―和解論』

をはじめ、組織神学関係の書物をチェックしてみたが、どの書物にも「キリストの死が人間の支配権の

回復をもたらした」ことに言及していない（もし見落としがあれば、ご指摘いただきたい）。 

岡田稔『改革派教理学教本』（新教出版社、1969年） 

大木英夫『組織神学序説』（教文館、2003 年） 

宇田進『現代福音主義神学』（いのちのことば社、2005 年） 

大宮博『フォーサイス神学概論―十字架の神学』（教文館、2011年） 

W.D.オルベック『福音的信仰の遺産』（聖文舎、1969 年） 

H.ジェーコブス『キリスト教教義学』（聖文舎、1970 年） 

H.ミューラー『福音主義神学概説』（日本基督教団出版局、1987年） 

J.モルトマン『三位一体と神の国 １ 神論』（新教出版社、1990年） 

J.モルトマン『イエス・キリストの道 ３ キリスト論』（新教出版社、1992年） 

J.モルトマン『いのちの御霊 ４ 総体的聖霊論』（新教出版社、1994年） 

J.モルトマン『神の到来 ５ キリスト教的終末論』（新教出版社、1996年） 

H.シーセン『組織神学』（いのちのことば社、1998年） 

M.エリクソン『キリスト教神学』（いのちのことば社、2006年） 

A.E.マクグラス『キリスト教神学入門』（教文館、2010 年） 

S.J. Grenz, Created for Community, (Baker: Grands Rapids, 1997) 

A.E. McGrath, Christian Theology, (Blackwell: Oxford, 1997) 

 

Ｄ. 「ケープタウン決意表明」 

2010 年 10 月、南アフリカのケープタウンで開かれた第三回ローザンヌ世界宣教会議は、「ケー

プタウン決意表明」を告白した。そこではホリスティックな宣教・福音理解が強調され、「統合的宣

教」という言葉で、伝道の結果必然的に生じる「社会的な責任」を果たすよう強く勧めている（『ケ

ープタウン決意表明』いのちのことば社、2012 年、39-40 頁）。つまり、職場、さまざまなメディ

ア、芸術や技術なども宣教に有効に用いられる（45-50 頁）。さらに、民族紛争、抑圧された人々の

解放、障碍者への配慮、環境破壊を防ぐこと、人種差別の撤廃、ホロコースト、先住民族の大量殺

戮、アパルトヘイト、パレスチナ問題、カースト制度による抑圧、部族の集団虐殺などもまた「キ

リスト者の社会的な責任」とされた（51-54 頁）。加えて、信教の自由などについて他の宗教グルー

プとの協働も可能であることや（66-67 頁）、エイズ問題の重要性などが掲げられた（80-81 頁）。

このような課題は、従来の福音派にとってはどこか他人事という意識が強かった。しかし、今後 10

年間の福音派のロードマップになる（6頁）ことは間違いないであろう。 

この「決意表明」には、ヘブル 2:10 も取りあげられている（96 頁）。それは、「イエスは、神の

みが遂行する統治者としての行為と同じ行為を遂行する。キリストは宇宙の創造者、歴史の支配者、

あらゆる国々の審判者、神により頼むすべての者の救い主である」（19 頁）という文章を支持する

テキストとして。この「表明」は確かに、キリストをキリスト者生活の全領域における王（主）と

して告白している。しかも、福音が「全被造物との和解」をもたらすことにも言及している。しか
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しそれは、「自然は人に豊かな恩恵をもたらすものであり、それを破壊してはならない」という文脈

においてである（33 頁）。実は、ここに留まっていたのでは、地震や津波などの自然災害の問題に

は手が出ない。それは、被造物が人間に災いをもたらすケースであり、その出来事と神の支配権と

の関係が問題になっているからである。キリストは復活して全被造物への支配権を与えられたが、

キリストはその管理権を贖われたキリスト者と共有し、共同統治しているというヘブル人への手紙

2章のメッセージにまで、踏み込むことが不可避なのである。 

 

 [参考資料３] 

 
私の友人上沼昌雄氏は、「神学モノローグ」において、東日本大震災について 2度重要な発言をしてい

る。そこでは、震災 1 年が経過してもなお悶々とした気持ちが晴れないことを、上沼氏ほどの神学者で

あっても告白している。以下、原文をそのまま掲載しておく。 

 

Ａ．「懐疑論と信仰」2011年 5月 18日（水） (神学モノローグ)  

懐疑論とは、伝統的には、神の存在そのものを疑うという意味である。しかし、神の存在を前提にし

た上で、なお神のわざに関して、その意味がわからない、理解を超えている、それでもどうにもならな

い無意味におおわれている、という意味合いでの懐疑論が真剣に取り上げられている。それは、あのホ

ロコーストを経験したユダヤ教徒のうちに、避けられない信仰との闘いとして顕現化してきたことであ

る。戦後すぐには言葉に言い表せなかったことが、時間のなかで言語化されてきたことである。信仰者

にとっての懐疑論である、 

ホロコーストがあっても、自分たちの神をなお、アブラハム、イサク、ヤコブの神と信じ続けている

その信仰は、神を前提にしているその分、その意味の無意味さに直面させられている。神の存在そのも

のも無に帰してしまいそうな無意味さのなかで、なおその意味を問いかける懐疑論から生まれる信仰で

ある。いわゆる神義論の終焉の上に出てくる信仰である。すなわち、神に対する絶望的な問いかけのな

かで、なお神を信じていく信仰である。 

 

目映いばかりの新緑の日本に入っている。みずみずしい美しさに潤いをいただいている。震災から 2

ヶ月以上経っているので表面上は落ち着いている。すぐに関西での奉仕に入っているので震災の現実感

がない。来週には被災地を訪ねることができそうである。そうであってもどこかで何かの喪失感に近い

ものが日本の地をおおっているように思われる。喪失感とは、本来あるべきものが失われているという

意味でのことであるが、感じるのはそのような意味ではなくて、もともとないものが露わにされたとい

う意味での喪失感である。取り戻すこともできないもの、すなわち、どのようにも答えのないものが露

わにされたことで、決定的な喪失感に怖じ惑っている感じである。 

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。 

しかし言葉に出さなくても、その問いは心の深くに留まる。「なぜ」という信仰者にとっての問いかけ

が、新しい懐疑論を抱えながら歩むことを仕向ける。そしてそれは、その問いが深ければ深いだけ、神

を信じていく信仰の飛躍へと導く。答えを導くものがないなかで、なお信じていく信仰の勇気である。

「なぜ」という問いの深刻さに対応するように、振り返ってくる信仰の深刻さである。答えを期待しな

いで、なお「なぜ」という問いをしっかりともって信じていく信仰の純粋さである。 
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 今年は新緑がひときわまぶしく輝いているように見えますと、日本にいる人が言う。何かあたかも、信

仰者としての新しい懐疑論におおわれているなかで、その信仰がひときわまぶしく輝いていく姿を語っ

ているようである。 

 

Ｂ．「悪と、神の義と」2012年 3月 6日（火）(神学モノローグ)  

東北大震災からまもなく一周年を迎える。被災された方々がいまだ不自由な生活をされ、いまだ多く

の行方不明者を抱えている現状に心を痛めている。遠くにあって被災地の復興を祈るのみである。滞在

先に届くこちらの雑誌でも一周年の記事が載っている。その一つのクリスチャニティー・ツディー誌で

は、気仙沼の教会の嶺岸先生ご夫妻が、不思議に床だけ残った会堂で、津波が襲ってきたときの時間を

示す時計を持って、立っておられる写真が載っている。昨年 5 月にその現場に先生ご夫妻をお訪ねでき

た。 

 

イギリスの新約学者で、旧約聖書から新約聖書までの全体の流れを創造と契約の展開と見て、そのな

かでの神の正義、神の義のあり方を捉えて、最近は一般向けの本も出している N.T. ライトの『 Evil and 

the Justice of God, 悪と神の義』という本を読むことになった。神の義の下で、悪の問題は避けられ

ない。同時にこのテーマを 2006年に具体的に取り上げることになった契機として、2001年から 2005 年

までに起こった、ニューヨークの同時多発テロ（2001 年）、インド洋沿岸での津波（2004 年）、ニューオ

ーリンズのハリケーン（2005 年）、そしてパキスタンでの地震（2005 年）を取り上げている。N.T. ライ

トの時代感覚である。 

読みながら、そうすると、東北大震災のことも、その続きに入ってくるのだろうかという問いと、そ

れは悪の現れと取ったらよいのか、神の義の現れと取ったらよいのか、ライトの意図とは関係なしに、

多少理屈めいた問いが出てくる。ライトの意図というのは、悪の問題に関して、いわゆる神義論的な議

論を避けようとしているからである。すなわち、神が世界を創造されたなら、なぜなお悪が存在するの

かという問いを、哲学的に神学的に解決しようとする西洋の思惟ではなくて、聖書での神の義と悪との

相克を見ることで、聖書の世界を理解しようとするからである。学術書である『Jesus and the Victory 

of God, イエスと神の勝利』（1996 年）のタイトルが示しているように、イエスの死と復活に勝利を見

ている。悪と神の義を二元的に見ているわけでない。 

 

昨年被災の状況をネットで追いながら、あの津波を引き起こしている宮城沖の海の底には誰もいった

ことがないが、その海の底のことについてヨブ記の終わりで、神のヨブへの答えの一つとして語られて

いることを思い起こした。思い起こしても、それを神が起こしたこととすぐに結びつけることに抵抗を

覚えた。神の怒りの表れなのだろうか、神が許して悪の力が暴れているのだろうか。当然そんな問いは、

被災の現場と、復興の活動のなかでは封じられなければならない。それでも問いは残る。教会でのボラ

ンティア活動に関わっていても、支援のための方策を考えていても、政府の対応を見ていても、ぬぐい

去れない息吹のように付きまとってくる。繰り返す波のように、心に押し寄せてくる。神の義が最終的

に果たされるためであっても、なぜこのようなことが東北の太平洋岸で起こったのか、それが東京を直

撃していたらどうなったのか、問いはかたちを変えて出てくる。 

1755年にポルトガルの首都リスボンで大地震と大津波が起こり、壊滅的な被害と、今回の震災の倍以

上の死者を出した。このリスボン大震災は、後のヨーロッパの啓蒙思想の陰となった。ライプニッツも

カントもこの陰を引き受け、避けないで取り上げている。それでも西洋の啓蒙思想は多大な影響をもた

らした。そしてその結果とも言い得るかのように、ホロコーストを通して悪が前面に出てきたことで、

その終焉を迎えた。レヴィナスは、神義論の終焉とまで言う。 

 

東北大震災の復興は始まったばかりである。計算できる期間のなかで完成することでもない。その影

響がどのように残っていくのか見守りたいが、スコープを越えたことでもある。日本の宣教、伝道、牧

会に関わる人はだれでも、それは世代を超えて、この大震災が神の前でどのような意味合いを持ってい

るのか、考えて答えを出すと言うより、そのインパクトを見つめ続けていく責任を負わされているかの

ようである。神の義をいただいているものとして避けられないことでもある。イエスの死と復活によっ

て、悪への勝利を示された神、その神を信じる者が負い続けなければならない課題である。 

 
Ｃ．上沼昌雄氏からの返信 
私が、一回目と二回目の講演の原稿をお送りしたところ、上沼先生から丁寧な励ましのメールをいた
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だいた。感謝して、紹介させていただきたいと思う。先生からは、たくさんの問いかけをいただいた。

一つ一つゆっくり考えてみたいと思う。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

中澤啓介先生 

貴重な講演原稿と参考資料を送ってくださり感謝をしています。細かくは読み切っていないのですが、

何度か目を通して感じたところを記してみたいと思います。 

１．正面から取り上げようとしている先生の姿勢に敬意を覚えます。続いて発言され、書いてくださる

ことを期待しています。 

２．その際の先生の方向付けをさらに明確にしていただくと助かります。伝統的な神学を再構築されて、

東日本大震災を取り入れる神学の枠を考えておられるのだと思いますが、その枠でどのような方向付け

が出てくるのか、関心のあるところです。その意味で先生が提唱されている 5 つの命題は納得できると

ころがあります。ただそのような枠を確立したときに、その枠の中で問題を取り扱おうとすること自体

困難なテーマが突きつけられているのではないかと思わされます。そういう神学のシステムの矛盾を先

生も指摘されておられるのですが、同じことの繰り返しにもなってしまうのではないかなとも思わされ

ています。 

３．リスボン大地震は、自然災害は自然災害として取り扱うという意味で、啓蒙思想の方向を示したの

だと思います。ところがアウシュヴィッツはそんな枠を越えてどうにもならない悪の現れで、それは啓

蒙思想の終焉を語っていると、多分いろいろな意味で一般的に受け止められていると思います。啓蒙思

想の終焉は、神義論の終焉であり、モダンの終焉でもあります。大げさですが、西洋のキリスト教の終

焉でもあります。 

４．アウシュヴィッツを経験したユダヤ人たちが、レヴィナスもその方向ですが、自分たちの経験がヨ

ブを超えていると思っているところがあります。その意味で語っても分かってもらえないという実感で

す。震災に遭われた方々が、それを聖書のあることに照らし合わせて語られても、かなり戸惑いを感じ

ているのではないかと思います。私の友人はそれを苦しみの第二次被害と呼んでいます。 

５．東日本大震災の報道なので、こちらで出てくるものが中心なのですが、あまりにフクシマが突出し

ていて、私にはあの宮城沖の海の深みで起こったことを見なくなってしまう危険があって、天災と人災

を分けた方がよいように思っています。原発は人災ですが、地震そのものは天災なのですが、そこに神

の意図がどのように関わるのかと言うことには、厳しい問いだけが残るのです。 

６．神学モノローグで記した「悪と神の義、Evil and the Justice of God」の著者のイギリスの新約学

者の N.T. Wright は、先生の 5つの命題に似たような方向で悪の問題を考えています。悪を取り扱える

方向づけを考えているという意味です。彼はポスト啓蒙思想のなかでの聖書の方向を真剣に考えていま

す。 

 

先生の働きに感謝をいたします。続いての祝福をお祈りいたします。 

上沼昌雄 2012/05/04 

 

[参考資料４] 

 
震災後既に一年が経過した。五か月ぐらい経ったころから、キリスト者（教会、学校、各種団体）の

間で、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。そこでは数

多くの発題や講演がなされたが、その後ほとんどが書物となって出版されている。二回目のセミナーは、

牧師及び教会リーダーたちの集まりだが、参加者はこれまで日本で発表された事柄について知っておい

た方がよいと考えた。以下、簡単な内容の紹介をしておきたい。 

 

聖学院大学総合研究所カウンセリング研究センター『被災者と支援者のための心のケア』（聖学院大

学出版会、2011年） 
本書は、「被災された人々にどのように向き合ったらいいのか」というテーマに基づき、聖学院大学の

関係者によって著された書物である。いずれも簡潔で、とても分かりやすく書かれている。 

村上純子氏（非常勤講師、臨床心理士）は、被災された人々が心がけるべきこと、支援する人々が注

意すべきこと、そして被災した子どもたちに対して特に配慮すべき点などを指摘している。 
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平山正美氏（教授、精神科医）は、被災された人々の自殺予防、遺族の方への支援に際しての注意事

項、さらに「悲嘆」と「悲哀」の違いやそれぞれの反応に対する対応の仕方を扱っている。 

 

窪寺俊之氏（教授）は、被災者の喪失感をヨブの体験にからませながら解説し、「ヨブ記は、災害にあ

って嘆き悲しみ、生きることさえ放棄しようとする人に、声をかけてきて共に歩もうとする神を示して

います。生きる力と希望が神から来ると強く語っています」とまとめている。 

 

堀肇氏（講師、鶴瀬恵みキリスト教会牧師）は、被災者の孤独感はどこから来るのか、孤独の本質は

何か、どのように乗り越えたらよいのかという問題を扱う。さらに被災教会の牧師たちが注意すべき事

項をアドバイスしている。 

 

藤掛明氏（准教授、臨床心理士）は、被災地に出向いて支援活動している人々へのメンタルケア、さ

らには直接被災されていない人々に対するアドバイスをしている。 

 

シンポジウム『キリスト教指導者たちは関東大震災とどのように向き合ったのか』（クリスチャン新

聞編集部、2011年 9月 11日号、10月 30日号） 

2011年7月9日、日本クリスチャン・アカデミーは、明治・大正時代のキリスト教会の指導者であった内村鑑三、

植村正久、柏木義円、賀川豊彦がそれぞれ、大正 12 年の関東大震災をどのように受け止めていたのかを検証

するため、シンポジウムを開いた。 

 

鈴木範久氏（立教大学名誉教授）は内村鑑三について話す。内村は当時のキリスト教界が一般的に受け止め

ていた考え「関東大震災は、東京市民の堕落に対する神の天譴（警告）であり、震災の犠牲者は堕落した市民に

代わって贖いの死を遂げた」をそのまま引き継いでいた。彼は、東京をはじめ日本人に向かい、大きな警告を発

しているが、地震を地震学の原理によって説明できることも認めていた。 

 

五十嵐喜和氏（日本キリスト教会茅ヶ崎東教会牧師）は植村正久について話す。植村は天譴論ではなく、震災

を神の業が現れる機会であるとらえていた。震災後のキリスト者に対し、教会にとっては礼拝を守ることが一番大

切であり、そのためには破壊された教会堂を建て直すことが急務であると、復興に全力を注いだ。 

 

山口陽一氏（東京基督神学校校長）は柏木義円について語る。柏木は牧会していた群馬県の高崎において、

震災から避難してきた人々に食事を提供し、永遠の命であるパンを分かちあいながら、被災者に心霊的援助を

与えることに努めた。柏木は、シロアムの塔が倒れた記事やアブラハムのとりなしにふれ、震災を神の警告と受け

止めていた。そして、震災直後に起こった多くの罪（朝鮮人虐殺事件、軍拡主義、強制的徴兵制度、等々）に対

し、鋭く告発した。 

 

戒能信生氏（日本基督教団駒形教会牧師）は賀川豊彦について話す。賀川もまた天譴論に反論し、ヨブ記か

ら、震災に遭った人々を糾弾することより、彼らを憐み、助けることが重要だという。彼は被災者たちの救援活動を

展開し、復興のために小規模金融など互助的な社会システムの構築に努めた。また、震災後の異常事態におけ

る各種の犯罪や、極右あるいは極左の暴力主義に警告を発している 

 

『危機に聴くみ言葉―3 月 11 日の後で教会は何を聴き、何を語るか』（日本キリスト教団出版局、

2011年） 

本書は、説教者のための専門誌「説教黙想アレテイア」の特別号である。ここには、東日本大震災を

めぐって第一部として2つの座談会、第二部として歴史上の 6つの災害の中で苦闘してきた説教者たち、

そして第三部として今回の震災に関わる 10 の説教黙想が掲載されている。 

 

第一部、最初の座談会は 2011 年 8 月 15 日仙台にて、平野克己氏（代田教会牧師）の司会のもとに加

藤博通氏（聖公会東北教区主教）、佐藤司郎氏（東北学院大学教授）高橋和人氏（日本基督教団東北教区

議長）、宮崎新氏（福島伊達教会牧師）、柳谷雄介氏（新生釜石教会牧師）、吉田隆氏（日本キリスト改革

派大会議長）によって行われた。発言者は皆、震災の直接体験者である。出席者はまず、それぞれが 3

月 11 日にどのような体験をしたのか語り合う。そして、地震直後にどのような説教をしたのか、地震の

被災体験は説教者としての自分をどのように変えたか、牧会者として苦労した点は何だったか、神義論
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の問題は起こったか、東北における震災をどのように位置づける（意味づける）のかといった点につい

て、率直な意見を分かち合っている。 

二つ目の座談会は、同じ司会者の下に、近藤勝彦氏（東京神学大学学長）、徳善義和氏（日本ルーテル

神学校名誉教授）、並木浩一氏（国際基督教大学名誉教授）が集まり、8 月 29 日東京にて行われた。出

席者はあらかじめ先の座談会の記事を読み、それを踏まえて発言するよう求められた。ここでは、信仰

の揺らぎの問題に始まり、災害の中におられるキリスト、牧会者が直面した衝撃とうめき、災害と天罰

論、「地を治める」とはどういう意味かなど、災害をめぐっての神学的な課題が論じられた。並木氏は地

震を自然界のリズムとしてとらえ、「牧師は勉強しなくてはなりません。聖書の勉強はもちろん、社会科

学も、エネルギー問題も、環境問題も」と述べている。 

 

第二部では、災害の真っただ中で苦悩した説教者たちのことが紹介されている。 

四竃揚氏（日本基督教団引退牧師）は「被爆体験を踏まえて」という記事を書いている。まず広島の

爆心地の中で生かされた経験を証しする。そして、この度の震災で被災しながらも生き残ることを許さ

れた牧師たちに向かい、「与えられた使命に生きるよう」励ましている。 

 

柳田洋夫氏（聖学院チャプレン）は「関東大震災と説教者」というテーマで、植村正久と内村鑑三を

取り上げる。植村は、地震は天罰ではなく、「神の栄光が現れるため」（ヨハネ 9:3）と捉え、いたずらに

思弁に陥ることなく悔い改めて復興に尽くすこと、神の恵みを覚えて賛美に生きることが信仰者の姿で

ある、と説いた。一方内村は、地震自体は自然的なものであるが、それには天罰としての意味があった

と考える。内村にとっては、文明は罪の所産であり、地震は終末の神の裁きの前触れだった。それは滅

亡のためではなく、清めのためであり、新天地を開始していくものである。むろん彼は、上からの目線

で一方的に世を断罪したのではなく、自らが裁きの下に置かれていることを深く意識しながら語ってい

た。 

 

ジム・ピーターソン氏（日本聖契キリスト教団宣教師）は、「『9.11』とアメリカの説教者」というテ

ーマを取り上げている。まず、9.11 の出来事がアメリカ社会に及ぼした影響にふれ、当時の教会が宗教

的雰囲気に高揚した国民に向かって何を語ったのかを紹介する。そして、国家が危機的な状況に置かれ

たとき、説教者はどのような視点からその現状を語ればよいのかという問題に迫る。彼はそのよき示唆

を提供するものとして、ウィリモン氏（デューク大学チャプレン）の説教を紹介している。 

 

鈴木正三氏（日本基督教団昭島教会協力牧師）は、「原子力発電とドイツの説教者」という文章を寄稿

している。まずヴォルフガング・フーバー氏（FKD ドイツ福音主義教会監督）が 1986 年 4 月の復活祭

に語った説教「死を超えた復活の希望（ヨハネ 11:25-27）」を紹介する。さらに、ハインツ・ゲオルグ・

アッカマイヤー牧師による、創世記 9:13 に基づく「神においては、罪を犯す人間がもたらしてしまった

いかなる問題であっても修復不可能ではない」という希望のメッセージを紹介する。そして、「被造物の

保護と育成は人間に託されている」という 1977 年に出された「共同書簡」を紹介する。そこでは、教

会は被造物に対して責任をもっていることが明らかにされている。 

 

佐藤司郎氏（東北学院大学教授）は、「第二次大戦勃発と告白教会の説教」というテーマで書いている。

まず、エーリヒ・シュタンゲがカッセルのガルニゾン教会で語った「内面的な信仰の活性化（イザヤ 7:9）」

という説教を紹介する。続いて、ヘルムート・ゴルヴィツァー（ベルリン・ダーレム教会牧師）による

「自省と罪責の認識の祈り（マタイ 14:31）」という説教、そして最後にバルトがスイスのチュリッヒで

大戦勃発後最初に語った「神からの人間の然りを危機の時にも見失わないように（エペソ 3:14-21）」と

いう説教を紹介する。これらの説教を通し、危機的な時代の流れの中で「説教する」とはどういうこと

なのかを考えさせようとしている。 

 

久米あつみ氏（フランス文学者）は「カルヴァン、最大の危機で（エゼキエル書 37 章の説教に聞く）」

という文章を寄稿している。ここでいう「最大の危機」とは、1553 年 10 月のセルヴェ事件のことであ

る。その説教の中でカルヴァンは、「たとえ天地が私たちに襲いかかろうとも」と述べているが、久米は

その記述を東日本大震災と類比させ、いかなる事態に陥っても、神の言葉に信頼し、神が救いのみ手を

伸べてくださるとの約束を信じるようにと励ましている。 

 

本書には第三部として 10 の「震災に関わりのある説教黙想」が掲載されている。多くの示唆に富んだ
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ものが掲載されているが、ここでは簡単に紹介するにとどめる。 

雨宮慧氏（カトリック東京教区司祭）は、「信じることと疑うこと」というテーマで書いている。アブ

ラハムの生涯は苦難の連続だった。人は生きている限り問題にぶつかる。だから、その問題を解決する

ために努力しなければならない。「疑い」を表すギリシャ語には、「ディアクリノー（自分の意見と違う

考えは受けつけない、が原義）」とは別の「ディスタゾー（心の思いが二つに分かれ動揺する、が原義）」

という言葉がある。後者は、信仰者が助けを求めているときの疑いであって、信仰を否定しているわけ

ではない。この「疑い」の場合は、いつか晴れるときが来るので無理やりなくそうとする必要はない。 

 

小友聡氏（日本基督教団牧師、東京神学大学教授）は、ヨブ記 38:1-11 を取り上げる。ヨブと友人た

ちは「応報主義に基づく神義論」についての問答を繰り返している。それに対し神は、ヨブに向かって

「私に答えよ」と問い返される。神がなさることは「隠されていること」であり、答えを出すためには

前に向かって生きていくことが不可欠である。苦難を経験する人は、復活前の土曜日「墓に横たわるキ

リスト」を見ているような、深い暗闇の中にあるかもしれない。しかし明日（復活の朝）に向かって歩

み続けねばならない。 

 

徳善義和氏（ルーテル神学校名誉教授）は、詩篇 102 篇より「悲しみのただ中からの叫びと祈り」と

いうテーマで話す。2 節から 12 節は個人的な苦悩の叫びであるが、13 節から 23 節は共同体が苦悩から

脱出したときにささげた祈りである。このような変化はどのようにして起こるのか。イザヤ 53 章の「病

と罪を背負われた十字架のキリストの苦悩」に鍵がある。そこに注目するとき、個人の苦悩の叫びが共

同体の祈りと賛美に変えられる。 

 

高橋重幸氏（トラピスト司祭）は、詩篇 130:1 から「主よ、深い淵の底から叫びます」というメッセ

ージを取り次ぐ。まず、家族が直面した東京大空襲の悲惨な経験を証しする。そして、詩篇の民は苦難

を経験した民であり（詩篇 46:2-4、69:1-4、15-19、90:9-10、130:1-4）、それはイエスの最後の祈り（マ

ルコ 15:34）に通じる。詩篇 22 編に基づくこのイエスの祈りは、最近の研究では詩篇 31:15-16 との関

連で解釈されている。つまり、このイエスの叫びは、十字架をご自分に与えられたみ父の主権を認めた

「信頼の祈り」であった。この祈りが示すように、天のみ父は深い淵のどん族に突き落とされた人々に

つき添ってくださる。 

 

鈴木淳一氏（日本基督教団森小路教会牧師）は、詩篇 137:1-9 より「川の流れのほとりにて」という

メッセージを取り次ぐ。この詩篇は、バビロン捕囚を経験した民がかつてのエルサレム神殿での神礼拝

を思い出し、今は精神的な支柱を失ってしまっている状態にあることを嘆いている。その状況は東日本

大震災に遭遇した人々の悲哀に類比される。彼らは瓦礫の真っただ中で、「主よ、どうか覚えてください．

我らを。すべてが崩れ去った、流れ去った、この日を。」という祈りをささげているのだ。 

 

左近豊氏（聖学院チャップレン牧師）は、哀歌 1:1-11 に基づき「ご覧ください、主よ！」という説教

を寄稿している。哀歌には、古代中近東の同類文書に見られる「神の帰還」あるいは「都市と神殿の復

興・再建」というテーマが出てこない。それは極めて興味深い現象である。この哀歌 1:22 は条件文で終

わっていて、読者に応答を求めている。その問いかけにどのように答えるかは、一人一人が責任を負っ

ている。 

 

吉村和雄氏（品川教会牧師）は、マタイ 24:35 から「神の物語に生きよう」と語る。震災に直面して

「どうしてこんなことが起こるのか」と問うのは、それまでの自分の生きてきた物語が破綻してしまっ

たからである。今回の災害を神の裁きと見なすのは正しくないが、「裁きの物語」の中で理解することは

的外れではない。神に背いた人間の罪は土地や海を呪われたものとしたが、それをキリストの贖いの中

でとらえ直さなければならない。自分たちの小さな物語が破綻したとき、神の壮大な物語の中に生きる

道が開かれていく。 

 

立野泰博氏（日本福音ルーテル教会事務局長）はルカ 9:1-6 より「被災地に立つ寄り添いびと」とう

テーマで話す。弟子たちは何も持たずにイエスによって派遣された。同じように私たちも、何も持たな

いで被災地に出向く。そして、破壊された小学校の前でお孫さんを探すおばあさんの声なき声を、仮設

住宅で二人のお孫さんを失ったおじいさんが「なぜ二人だったのか、一人でもよかったのに」と泣き出

された声を、余震が続く現場で「もう許して」と叫ぶ声を、浜辺で「ここの漁師の半分は津波に流され
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たからよお」と言いながら黙々と漁の準備をする漁師の叫びを、「私たちを捨てて逃げないでくれ」と言

われた漁業組合長の証言を聴くのである。空の墓を訪ねる空虚さの中に、イエスの復活の希望は伝えら

れた。そのキリストが寄り添ってくださるように、私たちキリスト者もまた寄り添って生きるのである。 

 

加藤常昭氏（神学者）はローマ 5:1-11 より「真実に確かな＜絆＞に生きる」というメッセージを寄稿

する。この箇所の「練達」とは「揺るがない摂理信仰に生きる」ということである。しかし、災いに出

会ったとき、大津波を見つめながら、はたしてこのような信仰を告白できるだろうか。確かに我々は弱

い者である。それにもかかわらず、神に敵対してはいけない。ローマ 8:38-39 に明らかにされているよ

うに、「神の愛」から私たちを切り離すものはないのだから。 

 

吉田隆氏（日本キリスト改革派仙台教会牧師）は黙示録 21 章より「もはや海はない」と語る。震災を

目の当たり経験した吉田氏は、三週目の日曜礼拝にこの黙示録 21 章から説教された。そのきっかけは、

海辺で生まれ、海に育てられ、海に生きてきた人々が「もう海なんかいらない」と言っているのを聞い

たことにある。この震災の混乱の中に本当の終末の世界が始まっている。私たちは、神が約束され、備

えられた未来「新しい天と地」に向かって歩んでいる。海には、人を脅かすもの、恐怖のどん底に突き

落とすものがある。そのような海はもはやなく、キリストがおられるというのが約束された終末の世界

である。自分自身やこの悲惨な世界ばかりに心が奪われてしまわないで、神を仰ぎ見る者へと変えられ

ていこう。 

 

関西神学塾編『滅亡の予感と虚無をいかに生きるのか―聖書に問う―』（新教出版社、2012年） 

本書は、2011 年 8 月 28 日西宮公同教会にて、関西神学塾、教会と聖書発行委員会が共催して開かれ

た特別講座の記録である。ここには、二つの講演が収められている。 

最初の講演は、新免貢氏（宮城学院女子大学教授）による「滅亡の予感の中でイエスの生き方に戻る」

である。 

地震と津波は自然災害だが、原発事故は人間の責任。今回の震災後の過酷な状況の中では従来の「神

義論」では役立たない。ローマ 5:5 の「希望は失望に終わることはない」と説いても、個人的にも社会

全体においても安心して暮らせる状態にはない。今は暮らし方、生き方、考え方の転換を迫られている。

イエスは、当時の民衆と共感、共苦の歩みをされた。今回の震災をきっかけにキリスト者は教会という

村社会から脱出し、イエスに習うものとならねばならない。聖書の読み方も、ありきたりの教会的、護

教的、学問的、分析的な読み方では間に合わない。その枠を取り外し、聖書の言葉に現代的な意味を託

し、大胆に読み直さねばならない。例えば、「目に見えないもの」、「新しい被造物」、「神の国」などを放

射能、「回心」を社会システムの変換、「トラウマ」を被災地の痛みなどと。さらに、一世紀の文献や新

約聖書に見られる地震や津波の描写から終末思想との関連を取り上げる。 

続いてリスボンの大地震（1755 年）に対してルソー、カント、ヴォルテール、ウェスレーなどがどの

ように対峙したかを紹介する。そして、「私の考え方の基本にあるのは、安心して暮らせる社会の土台を

いかにして作るか、キリスト教という宗教はそういう方向でどういう貢献ができるのか、メッセージと

して救いを説くだけで十分なのか、キリスト教教育はこの状況に向かって何を語りえるのか、というこ

とです。ありとあらゆる方面からの強靭な思索力が求められているような気がします。キリスト教神学

との関連で申しますと、組織神学、実践神学、歴史神学、聖書学などの神学関連の諸学が単独で、この

状況に『物申す』というのは傲慢であります。まずは、被災者のうめきの声を聞いてから、施策を模索

すべきです」（66 頁）と結んでいる。 

 

二番目は、勝村弘也氏（神戸松蔭女子学院大学教授）による「旧約における『破滅』を生きる知恵」

という講演である。新免氏が東日本大震災を神義論との関係で取り上げていることを踏まえ、勝村氏は、

神義論と同じような内容を意味する「応報思想」を取り上げ、旧約聖書の中に神罰としての応報思想を

無批判に読み込まないよう警告する。なぜなら、応報思想は多くの場合「よいことをすればよいことが

起こり、よい結果をもたらす。正しい行為をする人がいたら、それに巻き込まれて周囲の人が正しいこ

とをするようになる」という、いわば「行為帰趨連関の論理」だからである。そしてむしろ、東日本大

震災については「破滅」、「嘆き」、「滅亡」などの概念を用いてアプローチした方がよい。「嘆き」は旧約

聖書において重要な言葉だが、不信仰を表すというより、「賛美」の裏返しのような意味である。そして

箴言の中に見られる「破滅」、エレミヤ書と哀歌の「破滅」や「滅亡」、ヨブ記における「破滅的状況」、

伝道者の書における「虚無」と「滅亡」についてふれ、地震や津波、原発問題を意識して旧約聖書の知
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恵文学を読むよう勧めている。 

 

「特集＝3.11からの一年」『福音と世界』2012年 3月号（新教出版社、2012年） 
本書は、震災の体験談が主なものであり、ここに紹介する必要はないであろう。しかし、あえて、三

つの記事のみ紹介しておこう。 

佐藤信行氏（在日韓国人問題研究所所長）は「東日本大震災被災者は今」という記事を書いている。

これは、他では見られない情報である。 

被災地に住む外国人は 9 万人、そのうち 7 万 5 千人が実際に被害にあった。その内訳は中国 2 万 7 千

人、韓国・朝鮮 1 万 2 千人、フィリピン 9 千人、ブラジル 7 千人、タイ 4 千人、・・・（以下、略）であ

る。その多くは「いま仮設住宅で、避難地で、あるいは半壊した自宅で 3 月 11 日の壮絶な体験を反芻し

ながら、息をひそめて暮らしている。その上、日本語との『言葉の壁』、日本人との『心の壁』によって、

生活再建は今なお、困難を極めている」（29-30 頁）と報告している。 

 

二つ目は、ジャーナリストの松館忠樹氏による「被災地に目を向けようとしない政治・行政そして、

被災者たちの苦悶」というレポートである。ここには、被災地の人々が復興に向かって進もうとしてい

るときにぶつかった政治的、行政的な問題がよく報告されている。マスコミでは伝えきれないその奥に

あるさまざまな動きを、もっともっと知っておく必要がある。 

 

最後は、ヴォルフガング・リーネマン氏（スイス・ベルン大学引退教授）による「原子力エネルギー

と被造物への責任」という論文である。これは、2011 年 11 月 28 日に関西学院大学神学部学術講演会に

おいて語られたものである。1970 年以来この問題に直接かかわってきた著者にして初めて語ることので

きる情報が満載されており、一つ一つが実に示唆に富んだ内容である。今後シリーズで掲載されるはず

なので、楽しみである。 

 

日本基督教団救援対策本部編『現代日本の危機とキリスト教―東日本大震災緊急シンポジウム』（日

本キリスト教団出版局、2012年） 
本書は、日本基督教団が主催して、2011 年 8 月 29 日から 30 日にかけ（一日目は 250 名、二日目は

190 名の出席）、銀座教会において開かれたシンポジウムの記録である。テーマは、「東日本大震災と原

発事故を信仰者としてどう受け止め、何を語るかを、教会、神学、キリスト教教育、キリスト教社会福

祉の四つの観点から考える」だった。ここには、礼拝説教、教団議長のあいさつ、そして四つの発題講

演、全体会の記録、そして特別講演が収められている。 

 

礼拝説教では北紀吉氏（愛宕町教会牧師）がマルコ 15:33-39 より「エロイ、エロイ、レマ、サバクタ

ニ」という題で話された。 

一切のものが津波に流されてしまった闇の中で叫ぶ人々の声は、十字架上のイエスの叫びに通じてい

る。イエスのこの叫びは、絶望の淵にある者たちを見捨ててはいない。そして、「東日本大震災で死なれ

た方々、そして、その人々の思い。その死のただ中に主イエス・キリストが立っていることを知り、そ

の死を無力にしてくださってよみがえりの命の恵みをそこに示してくださったその救い主と、それらの

人々が結び合わされて、救いの恵みの内にあることを信じたい。いや、信じる、それが教会の言い表す

言葉であると言っていいかと思います。」と結んでいる。 

 

次に、石橋秀雄氏（日本基督教団総会議長）のあいさつが続く。 

大災害が神の業であるなら、この神をどのように受け止め、どう信じていったらよいのか、という問

いから始めなければならない。この大震災を問い直していくとき、日本基督教団が大災害で揺れ動く日

本の社会にあって「伝道する教団」として立ち上がり、絶望の中に指し示される十字架の福音を語り、

証するよう「神の迫り」を受けている。 

 

続いて 4 つの発題がレポートされている。 

発題１（キリスト教学校教育の視点から） 

中山昇氏（清教学園元理事長）は「何を学び何を作り出していくか」というテーマで発題された。 

地震列島を住みかとする限り、今回のような大震災を避けることはできない。日頃の備えこそ必要で

ある。そして、次のような叫びを紹介する。「私は水責め、火責めの地獄の中で、完璧なまでに残酷に殺
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された三陸の延々たる屍土の上に立ち、人間の歴史の中で築かれた神の存在を今、疑う。それはイワシ

の頭を信じる愚か者が叫んだように、罰が当たったのではなく、神はただの張りぼてであり、もともと

神という存在そのものがなかっただけの話なのだ。そして、神幻想を失った者たちは、今は孤独だ。し

かし孤独ほど強いものはない。悲しみや、苦しみや、痛みを乗り越え、神幻想から自立をして自ら 2 本

の足で立とうとする者ほど強いものはない。日本と日本人は今、そのような旅立ちをせんとしている。」  

これに対し中山氏は、伝道 7:14 の「順境には楽しめ、逆境にはこう考えよ。人が未来について無知で

あるようにと、神はこの両者を併せ造られた」という聖句を引用し、今こそ私たちが真剣に考え直すと

きであると訴える。 

 

発題 2（神学者の視点から） 

芳賀力氏（東京神学大学教授）は「なぜ神は『悲しみの人』になられたのか」という講演をされた。 

歴史上日本人は多くの災害にあってきたところから「天然の無常」を身に着けてきた。しかし今回の

ような震災に直面すると、それは慰めにはならない。震災のような不条理は人間が根源的な問いに目覚

める好機であり、人間の英知で取り繕おうとしてはならない。ヨブは苦難を通して生ける神との交わり

を得、救いに至る経験をした。苦難の意味はそこにある。キリストは十字架を背負い、悲しみの道を歩

いてくださった。私たちに代わって罪人の死を引き受けてくださった。そこに救いがある。 

そして芳賀氏は語る。「信仰を問わずに万人救済説を唱えることは聖書から外れますが、逆にまた、陰

府にまで宣教するキリストの救いの業が私たちの見方を超えてはるかに大きいことを記した聖書箇所を、

私たちが読み飛ばすこともできないでしょう。未信者のままで亡くなった者たちの行く末を、キリスト

の絶大なる恩寵に委ねるという祈りは、キリストの恩寵を減じるものではなく、むしろそれを称揚する

ものとして考えることもできるのではないかと思います。」 

さらに聖霊によるとりなしの祈りが加わって、良き生と死を味わって生きる者にさせられていく。礼

拝とは神の憐れみを想起させる場所であり、神の憐れみを受けるところである。その礼拝から復興支援

は始まる。 

 

発題 3（キリスト教社会福祉の立場から） 

稲松義人氏（日本キリスト教社会事業同盟理事長）は「悲しみと苦しみに寄り添う」というテーマで

発題された。 

現代社会では、人間は「価値論」を中心に理解される。しかしキリストはペテロに「足を洗わなけれ

ばあなたとは関係がない」と言われた。キリスト教は関係に生きる宗教である。この「関係」という概

念の中で、被災者の苦しみと悲しみに向かい合って生きていくことこそ重要である。 

 

発題 4（教会・牧師の視点から） 

岡本知之氏（日本基督教団総会副議長）は「教会は何を語っていくのか」というテーマで発題された。 

今回の震災において、人々から、キリスト教が説く「愛の神」は一体どこに行ってしまったのかと問

われている。原発問題においては、「おまえたちは過去を捨て、未来を捨てたまま、生きていくことでよ

ろしいか」という問いを神から突きつけられている。そして、エゼキエル 18 章 21 節及び 30 節を引用

し、「神の裁きは、人を死に至らしめる裁きではない。神の裁きは、人を生かしめるための裁きである。

神でないものを神として拝んで生きてきた私たちの国が、今、本当に、まことの神のみを神とする生き

方に向けて悔改めなければならない。そのメッセージを教会は、今こそ本当に、この世界に向けて語り

続けなければならないと思います」と結ぶ。 

 

全体会における質疑応答 

4 つの発題の後、全体会としてフロアーからの発言が求められた。その結果、食物と放射能、エネル

ギー政策、キリスト教教育の在り方、災害と天罰などについて、発題者とフロアーとの間で活発な意見

が交わされた。なおこの中で、岡本氏は「震災で亡くなられた人々は神によって裁かれたという意味で

はないが、神以外のものを神として生きてきた、私たちのその罪の結果を、局所的に担わされることに

よって犠牲となられたという強い思いがある」（152 頁）と述べている。 

 

最後に、大木英夫氏（聖学院大学大学院教授）による「土曜日のキリスト（エゼキエル書 37 章 1-14

節）」という特別講演が掲載されている。 

大震災にあった日本は、エゼキエルが見させられた「枯れ骨の谷」の状況にある。神はそこにいのち
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の息を吹き込まれ、枯れた骨は生きるものに変えられた。神は日本に、日本の教会に変革を迫っている。

土曜日墓に横たわるキリストのお姿は凄惨を極めたものであるが、それはよみがえり、そして聖霊降臨

への道を開いていく。日本は今、その土曜日にいる。この大震災は日本人に国造りの問題を開示してい

る。人間は新しい人間へと、世界は新しい世界へと形成されねばならない。この新しい世界史の神学の

基礎となるのが「土曜日のキリスト」である。 

 

「その時、教会はー3.11後を生きる」『信徒の友別巻』（日本キリスト教団出版局、2012年） 

本書は、「2011 年とそれに続く日々」というテーマで「信徒の友別巻」として震災後一年を記念して

出版されたものである。ここには、東日本大震災を直接経験した 13 人の方々の証しが掲載されている。

それらは、基本的には個人的な体験談なので、ここで紹介する必要はないであろうが、中には神学的に

考察するに値するものもある。紹介しておく。 

山浦玄嗣（カトリック大船渡教会員）「被災地ケセンから見た 3・11」 

丸木啓子（新生釜石教会員）「突然の轟音、滝のように押し寄せた津波」 

森脇和基（宮古教会牧師）「心からの笑顔を取り戻すまで」 

片岡輝美（福島若松栄町教会員）「見えない放射能の脅威の中で孤立する人々と手をつなぐ」 

佐藤彰（福島第一聖書バプテスト教会牧師）「選ばれて今、この舞台に立つ」 

 

なお、本書の最後に、「3.11後を生きる私たちの信仰」というアンケート調査がまとめられている。「信

徒の友」2012 年 1 月号の封じ込みはがきによる調査である。それは、①今回の震災はあなたの信仰に影

響を与えましたか？ ②何らかの被災地支援を行ったことのある方はその具体的な内容と支援を通して

学んだこと、他方、支援を受けた経験がある方はその感想や提案をお書きください、という二つの質問

に記述式に答えるものだった。 

96 名からの応答があり（男性 34 名、女性 61 名、不明 1 名、うち教職者は 3 名）、一人一人の応答内

容をかなり詳しく伝えている。そこにはたくさんの貴重な意見が掲載されているので、ぜひ一度目を通

していただきたい。キリスト者の多様な意見、かなり率直な意見も見られ、とても参考になる。 

 

東日本大震災国際神学シンポジウム『いかにしてもう一度立ち上がるかーこれからの百年を見据え

てー』（聖学院大学総合研究所、2012年） 
本書は、女子聖学院にて 2012 年 3 月 23 日に行われた東日本大震災国際神学シンポジウムの講演集で

ある。このシンポジウムは、「神学が本来、教会に仕えるものであることを再認識し、人々に分かる言葉

で語り、主流派も福音派も一緒に肩を組んで諸教会に仕え、日本にキリストを証しする兄弟姉妹として、

神の御国に属する民として、前に進んでいくための場」（7 頁）として開かれた。 

ここには、五つの講演が掲載されている。 

 

講演 1は、藤原淳賀氏（聖学院大学教授）による「神の時を捉える：神のわざへの参与」である 

諸教会は、この震災を通し、その独自性を尊重しつつも、力を合わせて神の国の前進に協力し合わね

ばならない。日本は、戦国時代の終わり、明治の始まり、第二次世界大戦後にキリスト教ブームを迎え

た。しかし、そのいずれにおいても宣教に成功したとは言えない。今回の震災を 4 番目の好機とし、実

りあるものとしなければならない。そのためには、教会の本質を踏まえ、苦難の意味を深く理解し、教

派意識とナショナリズムを超え、次世代を見据えていかねばならない。 

 

講演 2は、ホアン・マルチネス氏（フラー神学校教授）による「大災害時におけるキリスト教的応答:

教会史から学ぶ」である。 

教会史上に起こった三つの災害、ローマ陥落（410 年）、ロンドン火災（1666 年）、ハイチ地震（2010

年）は、東日本大震災に対し三つの教訓を与える。 

まず、災害が起こるといつでも、キリスト者の間に、神がこれらの出来事にどのように関わっている

のかという疑問が生じた。外の世界からもキリスト教に厳しい批判が投げかけられた。教会は一般的に、

その中に神の裁きを見た。それは、被災者たちの罪であると同時に、その罪を見過ごしにしてきた被災

者以外の人々の罪でもある。第二に、教会はそういう災害に直面して、直ちに被災者に愛の援助の手を

差し伸べた。そして、神に献身し、信仰のリバイバルを求めるという動きが続いた。第三に、その災害

の意味を問い直し、生かそうとしてきた。災害は、長期的に見ると肯定的に解釈できる。 

最後に、日本の教会は、この東日本大震災を契機に、神と歴史理解の転換を図ってほしい。アメリカ
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の教会は、それにあずかりたいと願っている、と結ぶ。 

 

講演 3 は、山口陽一氏（東京基督神学校校長）による「日本キリスト教史における東北」という講演

である。 

日本のキリスト教は地域ごとの特色を持っている。東北は、①迫害を逃れたキリシタンの宣教の歴史、

②明治になってのプロテスタントを中心とした教会とミッションスクールを中心とした宣教の歴史、③

戦後の食糧供給と労働力提供の地方伝道の歴史をもっている。そのような背景の中で、教会は、東日本

大震災を通して、原発問題、東北の復興に向かっての関わり、そして教派を超えた日本及び世界各地か

らの支援に対する関わりなどに応答していかねばならない。 

 

講演 4 は、グレン・ハロルド・スタッセン氏（フラー神学校教授）による「同情する苦しみ、また不

正義との対決としての十字架」である。 

マルコの福音書のキーワードは「来る（入ってくる）」という言葉である。マルコは、イエスが同情を

もって人々の中に入ってこられたことを明らかにする。それは、赦しと癒しを必要とする民衆に対して

であり（1-3 章）、祭儀的に汚れた人（5 章）、あるいは政治的・社会的・宗教的な支配者階級（11 章）

までも含んでいる。さらにそれにとどまらず、誤解、否認、裏切りに陥っている弟子たち（14 章）への

招きでもあった。弟子たちは、彼らと対立する「祭司長、律法学者、長老たち」をも赦すことを求めら

れた。キリストの十字架は、私たちの中にある強欲、暴力を抉り出し、その中に入ってきてすべてをあ

らわにし、赦して共同体に招くものである。 

 

講演 5 は、大木英夫氏（聖学院大学総合研究所所長）による「神に造られた改革、日本を神学する」

である。 

今回の震災によって、神は我々に根本的な改革を迫っている。津波で洗われた街は「賽の河原」であ

り、南三陸の役所屋上で避難を促し続けて犠牲になった遠藤未希さんの中には永遠の命がある。 

戦後の日本の教会はバルト神学の影響を強く受けてきたが、今回の東日本大震災の状況は「旧来のバ

ルト的垂直次元の発想ではとらえることはできない。」「ニーバー的水平次元に関わる歴史社会的神学」

へと転換せねばならない。この転換をもたらすのは、復活前の土曜日「墓に横たわるキリスト」である。

そこから我々は、現状に諦念せず、停滞せず、終末に向かって出立する。 

 

追記 

今回の信徒研修会では、原発の問題には触れない。東日本大震災においては「地震及び津波」と「原

発」とは深く結びついて災害を大きくしたが、本来は全く違う視点で扱うべきテーマである。原発問題

は原発問題として、独自に、本格的に学ばねばならない（むろん、緊急性をもって）。残念ながら、別の

機会に委ねたい。というわけで、ここでは、キリスト者の立場から書かれた原発関係の参考文献を紹介

しておく（原発問題の参考文献については、キリスト者の立場から発言することにどれほどの意味があ

るのかは分からないが）。 

 

新教出版社編集部編『原発とキリスト教―私たちはこう考える』（新教出版社、2011年） 

内藤信吾『キリスト者として“原発”をどう考えるかー今問われている責任と決断』（いのちのことば社、

2012年） 

 

［参考資料５］ 

 

Å．キリスト教界の文献 
東日本大震災をめぐって、「リスボン大震災」にふれているのは、新免氏、上沼氏、Susan Neiman、N. 

T. Wright、John C. Polkinghorne など、ごくわずかである。 

新免貢氏は、「小論、リスボン大地震に寄せて」『滅亡の予感の中で家の生き方に戻る』（新教出版社、

2012 年、49-67 頁） において、ルソー、カント、ヴォルテール、ゲーテ、ウェスレーなどの論述をか

なり詳しく紹介している。 

 

上沼昌雄氏は、2012 年 3 月 6 日号の「神学モノローグ」で、次のようにふれている。「1755 年にポル

トガルの首都リスボンで大地震と大津波が起こり、壊滅的な被害と、今回の震災の倍以上の死者を出し
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た。このリスボン大震災は、後のヨーロッパの啓蒙思想の陰となった。ライプニッツもカントもこの陰

を引き受け、避けないで取り上げている。それでも西洋の啓蒙思想は多大な影響をもたらした。そして

その結果とも言い得るかのように、ホローコストを通して悪が前面に出てきたことで、その終焉を迎え

た。レヴィナスは、神義論の終焉とまで言う。」 

 

ライトは、N. T. Wright, Evil and the Justice of God (InterVarsity Press: IL, 2006) 

19-21 頁において、スーザン・ニーマンの「悪」の理解において、地震やハリケーンなどのような「自

然がもたらす悪」と、テロリストなどによる「人間がもたらす悪」とを区別して考えなければならない

ことに賛意を表明する。 

続いてライトは、聖書の「悪」の取り扱い方は、教理的あるいは倫理的な説明ではなく、神がどのよ

うな方であるのかをイスラエルの民の間で開示していく過程において描かれている。それは出来事の中

に記述されたものであって、抽象的に論理化し、体系化したものではない（45-46 頁）。そういう前提に

立って、ライトは、旧約聖書（47-74 頁）、新約聖書（75-100頁）、そして来たるべき新しい世（101-130

頁）において「悪」がどのように描かれているかを解説する。そして、神は最終的に悪に決定的な勝利

を実現し、私たちをその悪から解放する（131-163 頁）。結論として、私たちは、このすばらしい、美し

い、根本的に善であるこの世界になぜ悪が存在するのかを説明できない。しかし、いつの日か、すべて

がよくなり、神の勝利が現わされ、真理を知る時が来るだろう。その時を待ち望みながら、今の世にお

いては、キリストの死と復活の土台の上に立って、聖霊の働きを受けながら生きていくのである。今あ

るところで、隣人を愛し、敵を赦すという経験をすればするほど、「すべてが善に変えられていく」とい

う神学的な深い真理を味わうことができるだろう、と結んでいる。 

ライトの「悪」の理解は、現代的な問題意識でスタートしており、興味深い記述で始まるのだが、聖

書を解説していくうちに結局従来のキリスト教の伝統的な理解に留まり、特別目新しい論理が展開され

ているわけではない。人間社会に見られる悪の問題に限定せず、自然界における悪の問題についても議

論を深めてほしかった。 

 

なお私は、ライトが紹介しているスーザンの書物、Susan Neiman Evil and Modern Thought: An 

Alternative History of Philosophy (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2002) につ

いては注文中であるが、この講演をする日までに届かなかったので、いまだ読んでいない。 

 

ポーキンホーンは、John C. Polkinghorne, Science and Orivudence: God’s Interaction with the 

World (Templeton Foundation Press, 2005)、78-79頁において、リスボン大震災にふれている。神は

自然をそれ自体で自律的に活動するような本姓をもって造られ、人間の自由に対して敬意を払っている

ように、自然の本姓に対しても敬意を払っている、と述べている。鋭い指摘である。彼は、神が自然界

にどのように関わったかという問題について、さまざまな角度から考察しており、今回のテーマに関わ

る有益な情報をたくさん提供している。一読をお勧めする。 

 

Ｂ．教会史の書物について 
私の手元にある「教会史」関係の書物では、一冊を除き、リスボン大震災についてはふれていない。

例えば、Ｅ・ケアンズ著『基督教全史』、エミール・Ｇ・レオナール著『プロテスタントの歴史』、ウィ

リストン・ウォ－カ－著『近・現代のキリスト教』、園部不二夫著『図解キリスト教史』、ハンス・フォ

ン・シューベルト著『教会史綱要』、半田元夫・今野国雄著『キリスト教史Ⅱ（世界宗教史叢書 2）』、高

柳俊一、松本宣郎編『キリスト教の歴史（2）』、Ｊ．ペリカン『キリスト教の伝統、第五巻、キリスト教

教理と近代文化』、水谷誠『総説・キリスト教史３､近・現代篇』などである。 

一冊の例外とは、L. J. ロジエ『キリスト教史７－啓蒙と革命の時代』（平凡社、2006年）である。

その 214 頁には、「（ポンバル候は）それより以前、1755 年の諸聖人の大祝祭日にリスボン市の大半を破

壊し、三万人以上の犠牲者を出した大地震の際にも、多数の神父が説教壇で、この出来事は、反宗教政

策を罰する神の審判だと言ったのを咎め、彼らを死刑にしていた。」と記されている。残念ながら、啓蒙

思想家たちの神学論争には一言もふれていない。 

 

私の友人丸山剛司牧師（聖契神学校教会史教授）は、次の教会史の書物にも「リスボン大震災」につ

いては一切ふれていないと報告してくださった。ご協力に感謝する。 
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フスト・ゴンサレス『キリスト教史・下巻―宗教改革から現代まで―』（新教出版社、2003年：原書の

出版は 1985 年） 

井上正己監訳『キリスト教 2000年史－The History of Christianity―』（いのちのことば社、2000年） 

Roger E. Olson, The Story of Christian Theology-Twenty Centuries of Tradition & Reform 

(InterVarsity Press, 1999) 

Mark A. Noll, Turning Points (Second Edition) – Decisive Moments in the History of Christianity 

(Baker Academic, 1997, 2000) 

Mark A. Noll, The Rise of Evangelicalism – The Age of Edwards, Whitefield and the Wesleys 

(InterVarsity Press, 2003) 

Jonathan Hill, the History of Christian Thought (InterVarsity Press, 2003) 

 

Ｃ．一般の書物の中で 

キリスト教以外の世界においては、東日本大震災との関連でリスボン大震災についてふれている記事

は意外と多い。むろんそのほとんどが、キリスト教神学に対して否定的な評価を下していることは言う

までもないが。 

 

佐々木中氏は「砕かれた大地に、一つの場処を」（河出書房新社編集部編『思想としての３．１１』（河

出書房新社、2011 年）の 12-13 頁において、「リスボン大震災は、ヴォルテールやルソーなどの啓蒙主

義者たちがライプニッツなどを代表とするキリスト教神学者たちを困らせた事件」と述べている。 

 

中井久夫氏は、「戦争から、神戸から」（河出書房新社編集部編『思想としての３．１１』（河出書房新

社、2011 年）の 53 頁において、リスボン大震災とフランス革命を結びつけている。 

 

小林義之氏は、「出来事の時、資本主義＋電力＋善意のナショナリズム」（河出書房新社編集部編『思

想としての３．１１』（河出書房新社、2011年）の 129 頁において、「カントがリスボン大地震の後『地

震論』について言及しているのは、『崇高論』を説くためには安全である大地を必要としたからである、

と述べている。 

 

亀山郁夫氏は、「深い衝撃、いくつか断片をつなぎながら、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』」

（『震災以降を生きるための 50 冊、現代思想 7月臨時増刊号』（青土社、2011年）の 27頁において、『カ

ラマーゾフの兄弟』をヴォルテールの『カンディード』になぞらえている。 

 

美馬達哉氏は、「災害をめぐって」（『震災以降を生きるための 50 冊、現代思想 7 月臨時増刊号』（青土

社、2011 年）の 49-50 頁のエッセイの中で、ルソーとヴォルテールの対話を、「論争といっても、二人

の哲学者が地震という社会的事件をキリスト教批判ないし文明批判を披歴したと言うべきものです。天

災と人災の区分を巡るルソーの論点あたりは興味深いのですが、神学的な論争そのものは、東日本大震

災以降の私たちにとって、ピンと来るような内容ではない気がします。」と述べている。 

 

橋本一径氏は、「不可避の破局を回避するために、ジャン＝ピエール・デュピュイ『ツナミの小形而上

学』」（『震災以降を生きるための 50 冊、現代思想 7 月臨時増刊号』（青土社、2011 年）の 63-64 頁にお

いて、ジャン＝ピエール・デュピュイがリスボン大震災にふれていることを取り上げている。 

 

[参考資料６] 

 

Ａ. 「リスボン、ポルトガルの歴史」に関する参考文献 
デビット・バーミンガム『ポルトガルの歴史（ケンブリッジ版世界各国史）』（創土社、2002年） 

金七紀男『ポルトガル史（増補新版）』（彩流社、2010 年） 

高橋博高『スペイン・ポルトガル史（新版世界各国史）』（山川出版社、2000 年） 

 

Ｂ．「リスボン大震災」全般に関する参考文献 
Ana Christina Araujo, The Lisbon Earthquake of 1755 – Public Distress and Political Propaganda 

University of Coimbra (araujo@fl.uc.pt) 
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Boxer, C. R. Some Contemporary Reactions to the Lisbon Earthquake of the 1755. Lisbon: Revista 

da Faculdade de Letras, 1956 

Kendrick, T. D. The Lisbon Earthquake. Philadelphia: Lippincott, 1956 

Edward Paice. Wrath of God: The Great Lisbon Earthquake of 1755. London: Quercus, 2008 

New Shrady, N. The Last Day: Wrath, Ruin , and Reason in the Great Lisbon Earthquake of 1755. 

New York: Viking, 2008 

 

Ｃ．リスボンの現在の街の様子 

リスボンはポルトガル国の首都である、今日も美しい観光都市として、多くの日本人が訪れている。

リスボンは、テージョ川の河口から 12 キロ上流の右岸（北岸）に開けた街である。リスボン付近の川幅

は 2キロ以上あり、その川から見るリスボン市街地は、急勾配の斜面一面に建築物が張りついているよ

うに見える。都心はバイシャと呼ばれる川岸に面した低地と 1755 年の大地震後の復興計画でつくられた

長さ 1500メートル、幅 90メートルのリベルダーデ大通りを中心とした地区からできている。 

旧市街地のバイシャには、河岸のコメルシオ広場を囲むかたちで官庁街があり、そこから内陸に向か

って 7本の通りが延びている。そこには、貴金属店や専門店、レストランなどが数多く建ち並び、いつ

も観光客でにぎわっている。バイシャの東に位置する急斜面地のアルファマは、狭い路地と密集住宅か

らなるイスラム色の残る旧市街地である。新市街地のリベルダーデ大通り周辺には高層ビルが、なだら

かで緑の多い大通りを挟む形で建ち並び、業務ビルや高級ホテルが集中している。 

現在のリスボンは、1994 年ごろから行われた再開発の結果生じた街であるが、その原型は、リスボン

大震災直後の都市計画に基づいている。 

 

Ｄ．リスボンの街の歴史 
リスボンには、紀元前 1000 年ごろからフェニキヤ人が定住した、歴史的に由緒ある街である。その後

ギリシャ人やアフリカ北部のカルタゴ人たちによって貿易の基地として栄えた。紀元前 138年にローマ

軍が侵略、帝国崩壊までローマの支配下に置かれた。その後、イスラム世界との衝突、中世の十字軍の

攻防を経て、1260年ごろ、リスボンはポルトガルの首都となる。その後近代になると、ポルトガルはス

ペインと並んで世界制覇をもくろむほどの強力な国家になり、黄金時代を迎えた。 

このポルトガルの 18世紀の黄金時代は、植民地だったブラジルに金鉱が発見されたこと（1693 年）

に始まる。その 5 年後には金の総産出量は 60 万オンスにまで達し、ポルトガルは世界屈指の金の産出量

を誇るようになる。しかしその 50年後には金が枯渇し始め、コストが合わなくなる。すると今度は、ダ

イヤモンドがブラジルで発見され、その交易事業を通じて財政的基盤は盤石なものになる。そのように

して得た富を基に、牧畜業、捕鯨事業、砂糖産業、農業、貿易事業などを通じ、経済的繁栄を謳歌する

ことになる。 

このような富を背景にポルトガルは、ペドロ二世（1706 年死亡）、ジョアン五世（1706-50年）、ジョ

ゼ一世（1714-1777 年）の時代に、新しい芸術・思想・文化を開花させる。そして、王宮、聖堂、市庁

舎、荘園貴族の邸宅など記念碑的な建物が至る所に建てられ、都市づくりが盛んになる。これらは、世

界の各地、特に北アフリカから集められた多くの奴隷たちによって進められたものだった。ローマ時代

からあったリスボンに水道を引く計画も、1731年に着工され、1799年に完成した。 

王室関係者や貴族は、ヨーロッパ各国を旅して、国際的な美意識や価値観を身に着けていた。彼らは

最高級の礼服を身にまとい、これ見よがしに馬車に乗り込み、舞踏会などの楽しみに明け暮れていた。

ところが一般庶民はといえば、さほど高い教育を受けることはできず、識字率も低いままだった。多く

の新しい思想や知識が他のヨーロッパ諸国から流入してくるのだが、膨大な数の貧困層が増え、農民は

封建時代の従属民と同じような生活を強いられていた。今流に言えば、格差社会が広がるばかりだった、

ということになる。 

リスボンは、宗教的にはカトリック支配の、極めて敬虔な都市だった。1717 年、ローマ教皇の要請を

受け、ポルトガル軍はマタバンの海戦においてトルコ軍と戦った。その参戦と引き換えに、ジョアン五

世は、念願のリスボン総大司教区の創設を認められ、以降、リスボン総大司教には枢機卿の地位が与え

られた。王宮礼拝堂を備えた総大司教座教会は、枢機卿の地位に相当する 28名の高位聖職者、190名の

聖職禄受領者、90名の教会音楽家を擁して、あたかも教皇庁に匹敵するかのような勢いをもっていた。

こうしてジョアン五世の王権は、宗教的にも権威づけられたのである。教区内には 41 の教区教会があり、

他に 121 の礼拝所、90 の修道院、150以上の宗教的な共同体があった。ポルトガルの人口 300万人のう

ち、20万人が教会のメンバーだったと言われるが（これは当時のヨーロッパ一である）、リスボンに限
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って言えば、人口 27万人ぐらいの内 10%が教会員だった。どの教会にも華麗な彫刻やきらびやかな装飾

が惜しみなく施され、リスボンは誰が見ても宗教的で豊かに繁栄した町だった。 

 

Ｅ．震災からの復興 
ポルトガルの国土は日本の四分の一ほどでとても狭い。18世紀当時は加工品の貿易国家だったが、震

災によって主要港リスボンとその周辺の工業地が壊滅状態に陥ってしまった。その結果、当時の国内総

生産の 32〜48％が失われ、インフレに苦しむことになる。震災前のポルトガルは、スペインと並ぶ強国

の一つで、新興国イギリスなどと激しい主導権争いを展開していた。しかしこの地震を契機に国力は衰

退、栄華を極めた過去のような国家に再び戻ることはなかった。 

とはいえリスボンはポルトガルの首都であり、当時の世界においては最大の貿易港だったので、立ち

直りも早かった。ロンドン、アムステルダム、ハンブルグ、ヴェニスなどの商人たちは、リスボンに取

引所があり、その復興に全勢力を傾けた。しかし当時の周辺諸国においては、地震の被害はさほど大き

くなかったが、ポルトガルの繁栄に快く思わない国々も多く、大きな援助を差し延べなかった。ただイ

ギリス議会だけは、ポルトガルを同盟国の一つと見なし、親しみ深い友好的な属領と考えていたので、

大震災の報を受け取ると直ちに 10万ポンドを供出した。国王はその後さらに、5 万ポンドを追加支援し

た。 

ポルトガルの王族、貴族、教会は、震災後直ちに復興作業に着手した。国王ジョゼ一世は、ポンバル

侯爵を宰相に任命し、リスボン復興の指揮を取らせた。彼は王の後ろ盾を 100 パーセント利用し、独裁

体制を敷いてリスボン再建に立ち上がった。 

教会は平時と変わらないよう死者たちの埋葬に全力を尽くした。軍隊は招集され、海賊の襲撃に備え

て海防を強化した。王は私財を投じ、優れた危機管理能力を発揮し、パニック状態にある国民を救出し

た。また彼らが難民となって市外に流出するのを防いだ。 

この大震災をきっかけに後世に名を残したのは、リスボンの都市再建計画だった。南米のスペイン領

の新都市をモデルに、碁盤の目のように整然と区画された市街地が設計された。テージョ川に面した王

宮はもはや修復不可能な状態だったので、その跡地には巨大な広場がつくられることになった。広場の

中央に乗馬姿の国王ジョゼの像を立て、三方を王族用のアパートと政府の庁舎で囲み、周囲に商業地と

住宅地とを配置した。 

津波で堆積した泥土上に街を再建するのは、容易なことではなかった。ヨーロッパ北部から大量の腐

りにくい木材を買い入れ、軟弱地盤となった土地を補強するため基礎工事用の支柱に使い、高層の建造

物を建てた。計画は思い通りに進んだわけではなく、様々な理由から遅れがちになっていた。1777 年に

国王ジョゼが没した時点でも、計画の完成には程遠い状態にあった。それでもこの大規模な都市計画は

徐々に進められ、ついにリスボンをヨーロッパでも最も洗練された街にまで生まれ変わらせたのである。 

しかし、歴史には常に光があれば、陰がある。一方でこの美しい都市が再建されたのだが、他方でリ

スボンの七つの丘の周辺にはバラックが建ち並び、巨大な貧民街が次々と生まれてしまった。一方では

貴族や支配者階級、聖職者たちは、富をほしいままに使って石造りの住居を立て直した。他方では、火

災や洪水に追われた庶民は、自力で粗末な掘っ立て小屋を建て、やっとの思いで飢えをしのぎながら生

活を立て直さねばならなかった。 

 

Ｆ. カルヴァーリョ（ポンバル侯爵）（1699-1782年）について 
震災後にリスボンの都市計画をつくり、復興に大きな貢献をしたのが、国王によって宰相に任命され

たセバスティアン・デ・カルヴァーリョ（本講演では通称の「ポンバル侯」と呼ぶ）である。ポンバル

候は、1699年、リスボンに移住したばかりの中産階級の家庭に生まれた。18 歳から 21 歳の頃まで、い

ろいろな啓蒙主義者たちと接触し、多くの啓発を受けた。彼は、リスボンのコインブラ大学で法律学を

専攻したが、肌に合わず中途退学。軍隊に入隊したが、そこでも自分の生きる道を見つけることができ

ず、ロンドンに戻って 24歳で結婚する。 

その後、国王に仕えていたモタ枢機卿と出会い、歴史と政治を学ぶ。その頃国王の委託を受け、ポル

トガル王国の歴史を書くことになるが、そのことを通して政治に大きな関心を抱くようになる。彼は、

ジーン・コルバートの重商主義（輸入を抑えて輸出を多くする政策のこと）、トーマス・ホッブスの絶対

主義、ジョン・ロックの立憲君主制、アイザック・ニュートンの自然哲学などを学び、大きな影響を受

けた。 

その後、ロンドン（1738-45 年）、ウィーン（1745-49年）の大使を歴任。1750 年に国王ジョセ・マニ

ュエル一世（1714-1777）の全面的信任を得て、外務大臣に就任。さらに、リスボン震災直後、国王から
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宰相に任命される。彼は、ロンドン大使だったとき、英国の産業革命の成功に強烈な印象を受け、どの

ようにしたら同じような経済政策をポルトガルでも実現できるのか考え続けていた。 

リスボン大地震のときは、間一髪で難を逃れた。ポンバル候は凄惨極まりない状況に心を痛め、いち

早く街の再建に乗り出す。まず、聖職者の反対を押し切って市内の遺体を沖合に運んで水葬にする。そ

の死体の数は、3万とも 6万ともいわれているが、その結果疫病の発生を防ぐことができた。彼は、負

傷者・病人の手当に心配り、住居と食料の確保、税金問題の処理、安全対策、保険関係の対応などに力

を注いだ。彼の指揮の基に、市民は積極的に瓦礫撤去と街の再建に協力した。 

地震の一か月後、12 月 4 日には、マニュアル・ダ・マイアに 5 つのリスボン再建計画案を提出させ、

その中の一つに基づき、再建計画に着手した。その結果、リスボンの町は碁盤目状に区画され、新興ブ

ルジョアジーが町の中心部に進出することになる。彼は、震災から 10年以内に、神の怒りを鎮め、親王

派を保護し、造反者を処罰し、商業を復興させ、芸術を振興し、廃墟を取り払って新しい街によみがえ

らせる構想を練っていた。 

むろん、すべてが彼の計画通りに進んだわけではなかった。経済的な問題には絶えず悩まされ続けた

ので、強力な権限を持つ商業評議会を設立し、財政の改革や工業化の推進に努めた。経済革新というも

のは、いかなる場合にも、ゆっくりと、しかも臨機応変に進めねばならない。ポンバル候は、ものごと

を根本的に改革するには、伝統的な制度という衣を上手に着せ、慎重に進めねばならないことをよく知

っていた。 

彼は寡黙で意志強固、勤勉な野心家で、先見の明を持っていた。インドのポルトガル植民地において

は奴隷制を廃止し、陸海軍を再編した。コインブラ大学を再建し、それまで卑しいとされてきたポルト

ガルのブルジョアジーの地位を大きく向上させた。むろんこのような街の再建を彼一人の功績にするこ

とはできない。しかし、それでもやはり、ポルトガルの政治を動かした中心人物はポンバル候であり、

彼を庇護する国王でさえ、陰に隠れてしまうほどの存在だった。むしろ国王は、国政をポンバル候に任

せ、自らは狩猟や馬術に興じていた。 

しかし、光のあるところに確かに陰がある。ポンバル候は、都市再興という錦の御旗を掲げ、強引な

独裁政治を敷いて王に敵対する勢力をことごとく処罰していく。ポンバル候は、1758年、国王の体調不

良を理由に、王妃が摂政の座に就くことを発表して、貴族に対する攻撃を開始する。国王の体調不良は

ポンバルの失脚を画策して失敗した貴族の不満分子が図った暗殺計画によるものだったと、政府の広報

機関を通じて一般国民に報ずる。彼は自分に忠誠を尽くす貴族たちには高い役職と特権を与え、他の貴

族たちには、極めて残忍なやり方で見せしめとしての弾圧を行った。こうして、アヴェイロ家やタヴォ

ラ家などの有名な貴族が 1000 人以上逮捕され、拷問によって自白を強要され、処刑された。反逆者の首

謀者とされたアヴェイロ公爵は、四肢切断の上、火あぶりの刑に処せられた。後にポンバル候が失脚し

たときには、釈放された政治犯は 800人を数えた。それまでに獄中死した人の数は何と 2400 人に上った

といわれる。 

ポンバル候は、貴族だけでなく、イエズス会をもその抹殺の標的にした。イエズス会は、創設されて

から 200 年を経ていたが、ポルトガル社会の隅々にまで大きな影響を及ぼしていた。南米大陸に豊かな

農園をいくつも持ち、都市部にも資産価値の高い不動産をたくさん所有していた。リオデジャネイロの

地所は 10万エーカーの広さに達しており、1000 人からの奴隷を使っていた。低地の農園地帯には 17の

砂糖工場があり、いずれも経営状態はよく、大きな収益を上げていた。ポンバル候はまず、イエズス会

を王室つきの贖罪司祭という地位から追放した。さらに、イエズス会をポルトガルの経済的・文化的停

滞の元凶、世界の進歩の障害と見なし、全財産を没収してしまった。ポルトガルの宮廷に派遣されてい

たローマ教皇の代理人は、この措置に対し抗議をした。するとポンバル候は、バチカンとのあらゆる関

係を絶って、ポルトガルに自立した半プロテスタント風の国教会を設立すると脅し、そうした抗議を一

蹴した。 

さらにポンバル候は、イエズス会に対する迫害の手を緩めず、最終的には修道院や学校をすべて閉鎖

してしまい、一人残らず国外に追放してしまった。さらに彼は、ローマ教皇に働きかけ、73年クレメン

ス十四世からイエズス会の廃止を勝ち取ってしまう。 

啓蒙主義時代を迎えていたピレネーの彼方では、宗教的・倫理的理由で、人を迫害することはなくな

っていた。ところがポルトガルにおいては、18世紀に入っても異端尋問所は頻繁に開かれ、ポンバル候

が権力の座につく 59年までに、3589 人が刑の宣告を受け、少なくとも 91 人が火刑に処せられていた。

このような異端尋問所は、本来国家権力から独立していたが、ポンバル候は、1768 年に国家に完全に従

属する国王裁判所として再編してしまった。そしてその長官に、弟のパウロ・カルヴァリョを任命した。

このようにしてポンバル候は、専制支配に抵抗する貴族を徹底的に弾圧し、イエズス会と異端尋問所に
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致命的な打撃を与え、二度と支配的な権力を行使できないものに変えてしまった。 

1777年、国王ジョゼが崩御し、女王マリア一世が王位に就いた。マリア一世は、ポンバル候を新政府

のいかなる要職にもつけなかった。それどころか、彼がとらえた政治犯を皆釈放し、国外に追放された

人々を本国に呼び戻した。それまで恐怖におびえていた貴族や聖職者たちは、再び富と勢力を得る道が

開かれ、こうして徐々に、ポンバル色は薄められ、旧勢力が急激に復活してきた。このような流れは全

ヨーロッパに広がり、世界史はフランス革命（1798年）へと突き進んでいくのである。 

ポンバル候は、志半ばにして、1782 年失意のうちに死去することになった。 

 

Ｇ. ポンバル候の地震に関するアンケート調査 
ポンバル候は、「地震学の祖」と言われている。それは、彼がリスボン大震災の直後に、地震とその影

響について、以下のような質問状を国中の全ての教区の司祭、修道士、役人に対し送ったからである。

これは、今日でも意味ある、貴重な資料である。このような客観的な情報を収集したことが、彼が地震

学の元祖と言われるゆえんでもある。その質問とは、次の 13項目である。 

①地震は 11 月 1日のいつ始まり、どのくらい続いたか。 

②地震の揺れに特定の方向（例えば、北から南へ？ それとも反対方向だったのか）はあったか。崩壊

した建物は一方向に崩れるという傾向はあったか。 

③教区の中で、どれぐらいの建物が崩壊し、倒れなかったものはどういう状態だったか。 

④何人ぐらいが死に、著名な人はいたか。 

⑤海水や川にどのような異常が生じていたか。 

⑥海水は最初にひき、それから高くなったのか、それとも反対だったのか。何度ぐらい津波は押し寄せ

てきたのか。 

⑦地上に魚が挙げられることがあったか。湧水などはどうだったか。 

⑧司祭、軍隊、奉仕者たちはどのような行動を取ったか。 

⑨11月 1 日以降、いつ、どの程度の余震が起こったか。 

⑩動物が不審な振る舞いをしなかったか。 

⑪それぞれの教区には何人ぐらいが生き残ったか。性別はどのようなものだったか。 

⑫食料は何が不足したか。 

⑬火災はどの程度のもので、どれぐらい続いたか。 

これらの質問に対し寄せられた回答は、現在も国立公文書館に保存されている。ここに、客観的なデ

ータを集めて地震について調べる近代地震学の始まりがある。現代の地震・歴史研究者たちは、収集さ

れた回答を相互に参照しながら、リスボン大地震を科学的な見地から検証しようとしている。 

（興味深いことに、津波が押し寄せる前、動物たちが高い土地に移動したという言い伝えがある。こ

れは地震の際、動物が異常行動を取ったことを示すヨーロッパ最初の情報である。） 

 

［参考資料７］ 
 

以下は、ジョン・ウェスレーの「最近のリスボンの地震に対する真剣な考察（Some Serious Thoughts 

Occasioned by the Late Earthquake at Lisbon）」より抜粋したものである。 

「現代のクリスチャンは古代の異教徒より道徳的に勝っているとは言えない。むしろ劣っている。ど

こに行っても、公共の精神、国家への愛、高潔な誠実さ、純粋な真実さなどはもはや見られない。反対

に、貪欲さ、野心、種々の不正、贅沢、あらゆる種類の偽善などがすべての階層や宗派の人々に見られ

る。僧職者もまた、例外ではない。」 

「ポルトガルからの最近の報道については何といったらよいのだろう。何万という家が崩壊し、何万

という人が死んだ。美しい街が瓦礫の山と化した。世界を裁く神がおられるのだろうか。神が尋問して

おられるのだろうか。もしそうだとしたら、昼夜を問わず、多くの人の血が流され、野蛮な方法で殺害

されたこの地において始められるのはもっともなことである。人々から敬意や配慮は消えうせ、『高価な

命を探して滅ぼし、金銀宝石を手に入れよう』という叫びが聞こえる。どれほど長い間、彼らの血が地

から叫んでいることだろう。どれほど長い間、血にまみれた恵みの家、すべての宗教や人間性がもたら

す醜聞が天と地を侮辱していることだろう。『これらのことをわたしが見て、このような街を報復せずに

おられようか』と主は言われる。」 

「世を治めているのは偶然ではないという確信はとても大切なのに、どうしてすぐに気づかないのか。

ロンドンがそうであったように、リスボン、リマ、カタネアは、全能者の御手がご自身の望むところを
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行っていることをどうして認めないのか。『すべてのことは純粋に自然かつ偶然のできごとではない』と、

どうして答える準備ができていないのか。すべては自然で偶然だと考えることは、事実ではないし、満

足できるものでもない。」 

「もしすべては自然であると言うのなら、神は何ら関わっていないということであり、神の摂理はな

かったということである。これは事実ではない。聖書が真実であると言うのなら、伝染病、風、雷、稲

妻などの自然的な出来事の中に神の働きが何もなかったことを証明しなければならない。しかしそれは

誰にもできない。誰も神の働きを疑いえない。自然の中に起こるこれらのすべてのこと、それが雨であ

れ、雷であれ、稲妻であれ、火災であれ、霰（あられ）であれ、雪であれ、靄（もや）であれ、風であ

れ、嵐であれ、すべては神に仕えているのである。これらが自然現象であることをむろん認めはするが、

にもかかわらずそれらは、自然を支配するお方の御手の中にある。」 

「金銀はあなたを守ってくれるのか？ 体を残していく（死ぬ、の意）のでなければどこにも飛んで

逃げることなどできない。地を静めることもまたできない。昨日どこで衝撃的な出来事が起こったかを

知ることはできるが、明日それがどこに起こるかは分からない。・・何かできることがあるとすれば、祈

りだけだろう。しかし、だれに祈るのか？ あなたは、あなたの神は地震に対し何の手出しもできない

と思っているのだから。」 

「どのようにしたら、まことの神からの愛顧を受けることができるのか？ 霊とまことをもってであ

る。どんなに正確に教えを体系化しようと、礼拝の形を宗教的に整えようと、それはむなしい茶番劇か、

一種のショウのようなものに過ぎない。神は愛である。だから神を愛せよ。そうするなら真の礼拝者と

なろう。人類を愛せよ。そうすれば、神はあなたの神、あなたの父、あなたの友となる。自分の魂を欺

いてはならない。これはとても大切である。もしあなたが神を愛するなら、あなたは神にあって幸せで

ある。富とか、名誉とか、快楽は水の泡と帰していくだろう。もしあなたが神を愛するなら、神はあな

たの思いの中におられ、あなたの全生涯は神にささげたものとなる。もしあなたが人類を愛するなら、

あなたの計画、願い、努力を通し、あなたの周囲に美徳と幸せを届けることになろう。現在の悲しみを

小さくし、喜びを大きくせよ。そして、神の右の御手の中にある喜びの川に多くの人を導け。」 

 

［参考資料８］ 

 

Ａ．ヴォルテールに関する参考文献 
ヴォルテール『ヴォルテール回想録』（大修館書店、1989年） 

ヴォルテール『カンディード（岩波文庫）』（岩波書店、2005年） 

ダニエル・モルネ『十八世紀フランス思想―ヴォルテール、ディドロ、ルソー』（大修館書店、1990年） 

高橋安光『ヴォルテールの世界』（1979 年）118-119頁 

永田英一 「リスボンの震災について － ルソーとヴォルテール」九州大学文学部創立四十周年記念論文

集（1966 年 1011-1063頁） 

 

Ｂ．ヴォルテールについて 
ヴォルテール（1694-1778）はパリに生まれ、イエズス会の教育を受けた。若い時から豊かな文学的な

才能を発揮し、巧妙で機智に富んだ文章によって、多くの読者を魅了した。と同時に、彼の率直さは、

多くの人々を敵に回すことにもなってしまった。その後彼は、バスチーユに 2度投獄され、さらにロン

ドンに追放された。ロンドンでは 3 年の時を過ごしたが、イギリスの理神論者たち、ロックやニュート

ンなどから大きな影響を受けた。 

その後フランスに戻った彼は、1734 年に「哲学書簡」を著し、フランスの旧体制を批判、攻撃した。

このため逮捕状が発せられたが、シレイのシャトレ夫人のもとに逃れ、哲学と劇作に没頭する。彼は、

正統的なキリスト教をあからさまに攻撃したので、無神論者であるとか、懐疑論者の象徴のように語ら

れる。確かにそう受け止めざるを得ないような発言も少なくないが、しかし彼自身は理神論者であり、

信仰的な問題に真摯に関わろうとしていたことを忘れてはならない。 

 

Ｃ．「リスボンの災害についての詩」の紹介 

ヴォルテールがリスボン大震災直後に書いた詩「POÈME SUR LE DÉSASTRE DE LISBONNE OU EXAMEN DE CET 

AXIOME: "TOUT EST BIEN"（リスボンの災害についての詩『すべては善なり』というオプティミズムの公

理の検討」の翻訳（大意）（永田氏の論文集より引用） 
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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。 

 

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。 

 

厚顔無恥なる傍観者よ、諸君は同胞の難破をながめて、平然と嵐の原因を説く。 

そしてすべては善なり、必然なり、よりよき運命を望むのは倣慢だという。 

だがテージョ河の岸辺へいって、瀕死の人々にきき給え。 

「天よ助け給え、人間の惨めさをあわれみ給え」と叫ぶことが果して倣慢であるかどうか。 

全智全能の存在があの忌わしい風土に人間を住まわせねばならなかったというのは、 

すなわち神の能力を制限し、神の仁慈を禁じることではないか。 

 

わたしは謙虚に、神にそむくことなく、 

この硝煙を吹きあげる業火が砂漠の奥で爆発していたならと願う。 

わたしはわたしの神を敬うが、世界を愛する。 

恐しい禍をなげいたとて、人間は決して倣慢ではない。 

人間は木石ではないのだ。  

 

テージョ河の岸辺のあわれな住民たちは、恐怖と責苦の中で、 

誰かに次のようにいわれれば、心を慰めるであろうか。 

 

安らかに死せよ。 

世界の幸福のために君らの住家はこわされるのだ。 

他の人々の手が君らの宮殿を建て直し、他の民族が君らの城壁の中に生れるだろう。 

北の国（イギリスのこと） が君らの損失で肥るだろう。 

神の眼からみれば、墓の中で君らを喰ううじ虫も君らも一視同仁なのだ。 

 

何という恐しい言葉だ！ 

残酷な人々よ、わたしの苦悩を侮辱しないでほしい。 

わたしの不安な心に、その確乎不動の必然性の法則を見せつけないでほしい。 

 

公正なる主の下にあって、われわれは何故苦しむのか。これが問題の核心なのだ。 

諸君はこの事実をあえて否定することによって、われわれの苦患をいやそうというのか。 

全能者の子でありながら、悲惨の中に生れたわれわれは、 

共通の父に手をさしのべているのだ。 

陶磁器ならば、もちろん作者に何もいわぬ。 

だが わたしは生きているのだ。わたしは感じるのだ。 

しかるに、「この不幸は他の存在の幸福だ」と諸君はいう。 

血まみれのわたしの屍体から無数の虫が生じるだろう。 

わたしの苦しみが死によって極まる時、虫に喰われるとは、結構な慰めだ！ 

 

禿鷹はかよわい獲物を襲い、それを喰って満足する。 

だがやがて鋭い鷲の爪にとらえられ、その鷲もまた人間の銃弾にたおれる。 

そして人間は戦野に屍をさらし て、貪欲な鳥どもの餌食となる。 
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これをもって諸君は、各存在の不幸は全般的な幸福をつくるというのだ。 

何という幸福だ！ 諸君は"すべては善なり″と叫ぶが、 

世界の現実はそれを裏切っているではないか。 

 

地水火風、動物、人間、すべてが戦っている。 

たしかに、悪は地上に存在するのだ。 

だがその根元はわれわれにはわからない。 

悪はすべての善の造主から来たのか。……  

 

善意そのものなる神が、愛する子供たちに恩恵をほどこし、かつ禍をふりそそいだとはどういうことか。 

いかなる眼が、神の思召しを窺知しうる町か。 

完全無欠な存在から悪は生れるはずはなかった。 

その他のものからも由来することは決してない。 

なぜなら神のみが主であるからだ。 

されど悪は存在する。 

ああ、何と悲しい真実か！ 

 

人々が理屈をならべている間に、リスボンは地下の劫火にのまれ、 

テージョの岸辺からカディスの海にいたる三十もの町々が潰滅した。 

人間は生れながらに罪あるもので、神がこれを罰するのか。 

あるいは実存と空間の絶対的支配者が、 

なさけ容赦もなく、その最初の命令を貫徹しているのか。 

あるいは未定形の物質が、その主に反逆して、必然的な欠陥を包蔵しているのか。 

あるいはまたわれわれは神の試煉をうけ、 

この束の間の現世は久遠の世界への狭い通路にすぎないのか。 

 

われわれの知るものは何もなく、恐れぬものは何もない。 

自然は黙している。問いかけても無駄だ。 

われわれは人類に話しかける神を欲するのだ。 

おのれの所業を説明し、弱者をなぐさめ、賢者を照らすのは、神のみのすることだ。  

 

人間は、疑惑と誤謬の中に打捨てられ、せめて支え与る葦草をもとめても空しいのだ。 

可能なあらゆる世界の中でもっともよく組織された世界において、 

何故に この永遠の混沌と悪があるのか。 

無垢なるものも、罪あるものも、何故ひとしく災禍を蒙らねばならないのか。 

ライプニッツは何も教えない。 

人間精神の莫大な能力も、一体、何ができるのか。 

運命の書はわれわれの眼に閉ざされている。 

わたしは何ものなのか、 

どこにいるのか、 

どこへゆくのか、 

またわたしはどこから来たのか。 

 

われらはこの土くれの上に苦しむ微粒子なのだ。 

死にのまれ、運命にもてあそばれる。 

だが考える微粒子だ、その眼は思考に導かれ、天空を測った。 

われらはわれらの存在を無限のかなたへ投げあげるが、 

一瞬もわれら自身を見ず、また知ることもできぬ。 

 

この傲慢と誤謬の舞台は、幸福を語る不幸者にみちている。 

誰もが福祉をもとめて欺き、呻いている。 

かくては何人も死ぬことを欲せず、 
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また何人もふたたび生れ変ることを欲しないであろう。 

 

苦しみに捧げられたわれらの人生において､時に､われらは快楽の手で涙をぬぐう｡ 

だが､快楽は影のように消えうせる｡ 

われらの悲しみ､悔恨、われらの損失は数知れぬ｡ 

過去は悲しい思い出にすぎず､現在はおそろしい､ 

もし未来もなく､墓場の闇が考える存在を滅ぼすならば｡ 

いつの日かすべては善となるであろう､これがわれらの希望なのだ｡ 

今日すべてが善である､というのは幻想にすぎぬ。 

 

［参考資料９］ 

 

Ａ．ライプニッツに関する参考文献 
増永洋三『ライプニッツ・人類の知的遺産 38 巻』（講談社、1981年）76-79 頁 

ライプニッツ『弁神論（上）』（ライプニッツ著作集、宗教哲学第 6巻）工作舎、1990年 

ライプニッツ『弁神論（下）』（ライプニッツ著作集、宗教哲学第 7巻）工作舎、1991年 

ライプニッツ『弁神論（人類の知的遺産 38巻）』（講談社、1981年）326-350頁 

ライプニッツ『形而上学叙説―世界の名著』（中央公論社、1969年）375-399頁 

 

Ｂ．ライプニッツについて 
ライプニッツ（1646-1716）は 17世紀から 18世紀に生き抜いた著名な科学者として、ニュートン

（1642-1727）と共に歴史に名をとどめている。彼の学問範囲は実に幅広く、数学、哲学、論理学、物理

学、歴史、神学などに及んでいる。数学では特に、微積分学の創始者の一人と言われている。彼はプロ

テスタントの信仰をもちながら、カトリックとの間に調停を図ろうと生涯努力し続けた。 

リスボン大震災は彼の死後 40 年を経て起こったことであり、ライプニッツ自身が大震災を経験したわ

けではない。ではなぜ彼が問題になるのか。「神はこの世界をあらゆる可能的なものの中から最善のもの

を選んで創造された」と主張したからである。この彼の「最善主義（楽観主義）」が、死後 40年もたっ

てから起こったリスボン大震災をきっかけに、問題視されたのである。 

 

Ｃ．『弁神論』よりの引用 
「たとえすべての時間と場所が充足されているとしても、それは無数の仕方で充足させることができ

るはずだし、現に無数の可能的世界があるということは依然として常に真である。神はその可能的世界

の中から最善なる世界を選択したはずである。なぜなら神は、至高の理由に従うことなしには何ものも

なさないからである」（上、127 頁） 

「われわれはさらに、しばしば悪なるものが善なるものを生ぜしめることを知っている。しかもその

悪なしには、人は善に達しないこともある。時には二つの悪が一つの大きな善をもたらすことすらある。」

（上、128頁） 

「悪を捉えるときに、形而上学的悪と物理的悪と道徳的悪とに分けることができる。形而上学的悪は

単なる不完全性に存し、物理的悪は苦痛に存し、道徳的悪は罪に存する。ところで、物理的悪と道徳的

悪は、必然的でないとはいえ、それらは永遠真理がありさえすれば可能なものとなる。」（上、138頁） 

「確かに、神は物質と精神とから望みどおりのものを作る。しかし神は優れた彫刻家のようなもので

あり、大理石の塊から自分が最善だと判断したものしか作ろうとはせず、しかもそれがよいことだと考

えているのである。神はすべての可能な機械の中で最も美しいものを物質から作る。神は、考えられる

すべての支配形態の中で最も美しいものを諸々の精神によって作る。私の説によれば、神はこのように

してすべての調和の中で、最も完全なる結合を物質と精神の間に確立するのである。」（上、232頁） 

「神は最大の建築家としての資質に劣らず最善なる君主としての資質をも有している。物質に具わる

運動法則は、精神に対する神の支配が最善なものとなるようにしつらえられている。したがって、形而

上学的善と物理的善と道徳的善とを一緒に検討するならば、神は可能な限り最大の善を獲得したのだと

いうことが明らかになるであろう。」（下、16頁） 

「神の善意が被造物一般の中で働くのは、神の知恵に導かれてであるが、そこから、神の摂理が宇宙

の系列の全体の中に示されているということが帰結する。そして、神は諸事物の無数の可能的な系列の

中から最善のものを選んだのであり、それゆえその最善の系列は現実に存在しているこの世界の系列な
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のだ、と言わねばならない。というのも、宇宙においてはすべてが互いに調和しているからであり、最

も知恵のある者があらゆるものを見渡した上ではじめてそれを選ぼうと決意したからである。したがっ

て全体が常に問われているのである。個別的なものだけを別個に取り上げて考えるときには意志は事前

的あってもかまわないが、全体に目を向けるなら、意志は決定的なものとして理解しなければならない。」

（下、264頁） 

 

［参考資料 10］ 

 

Ａ．ポープに関する参考文献 

ポープ『人間論―岩波文庫』（岩波書店、2001 年） 

 

Ｂ．ポープについて 

ポープ（1688-1744）は、イギリス古典主義文学の総師であり、『批評論』や『人間論』などの著作が

ある。祖父は国教会の牧師であったが、父はリスボンで商売の見習いをしているときにカトリックに改

宗している。彼は父親の信仰を受け継いだ。彼は正規の学校教育は受けておらず、12 歳ごろから独学の

道を選ぶ。17歳の頃大病を患い、生死の境をさまよった経験をもつ。 

彼の創作活動は三期に分けられる。第一期は 1704 年から 15 年ぐらいまでの習作時代で、ローマン的

で牧歌的な作品を生み出している。第二期は 1715 年から 25 年ぐらいまでの時期で、ホーマーの書物を

翻訳している。第三期は 1725 年から晩年までで、ロンドンの風光明媚な邸宅で好きな作品を好きな時に

書くという恵まれた時を過ごしている。 

この三期の代表作が『人間論』である。それは 4つの書簡（1733年 2月、4月、冬、そして 34年 1月）

から成り立っているが、最初は匿名で発刊された。この『人間論』は、「神の摂理に基づくこの世界は、

すべての可能な世界のうち最善の世界である」というライプニッツに代表されるオプティミズムを継承

し、その思想を通俗化して流布した書物と言われる。この書は、ライプニッツなどの難解な文章とは違

い、誰にでもわかる平易な詩文体で書かれている。従って、幅広い大衆から受け入れられ、ヨーロッパ

世界に大きな影響を与えた。かのヴォルテールまでもが、彼の詩文体文章に感動し、彼の文体をまねた

詩をつくって王に献上している。 

 

Ｃ．『人間論』からの抜粋 
もしかの無限なる「叡智」が、 

凡そ可能なる組織の中で、必ずや最善なるものを形づくり、 

一つに集まる力が失われぬかぎり、すべては充実し、 

高きにのぼるものは、正しい段階を踏んでのぼることを認めるならば、 

理性をもって施行する生命の階段のどこかに、 

「人間」の如き階級が、必ずあることは明白なのだ。 

そして一切の疑問は（たとえいかに論議の花を咲かせても、） 

神が人間の位置を、誤ったか否かに帰着する。 

人間についてわれらが「悪」と呼ぶものは、 

全体との関連では「善」であるかも知れないのだ。（17-18頁） 

 

人間は不完全で、神は誤っていると言うのはやめるがよい。 

むしろ人間は人間なりに完全だと言うがよい。 

彼の知識は彼の状態と位置とにふさわしく、 

彼の「時」は一瞬で、彼の空間は一点なのだ。 

もしある領域で完全であるならば、 

早かろうと遅かろうと、現世来世は問題ではない。 

今日幸福なものは、千年以前の者と同じく、完全に幸福なのだ。（19-20頁） 

 

しかし、燃える太陽から鉛色の死が降り、 

地震が都市を廃墟に嵐が住民を悉く海底にさらって行くとすると、 

「自然」はこの慈愛の目的から免れるのではないのか。 

「そうではない」と答える。「全能なる第一原理は、 
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部分的な法則で行動しない。その行動は一般的な法則による。 

例外は皆無に近い。太初以来あるものは変化した。 

完全に造られたものが果たしてあるのだろうか。」 

― とすれば、人間だけがなぜ特に ―。（24 頁） 

 

見るがよい。この空、この海、この大地を埋めて、 

あらゆるものが生き生きと躍動し、誕生している。 

上には生命が何と高くまで進出し、 

周囲は何と広く、下は何と深く延びていることか。 

存在の巨大な鎖！ それは神に始まり、 

天のもの、地のもの、天使、人間、 

けだもの、鳥、魚、蟲。 

眼に見えぬもの、望遠鏡の届かぬもの、 

無限から汝へ、汝から無へ― 

上なる力に我らが続くとすれば、 

下なる力は我らに続いている。 

さもないと、完全な創造に間隙ができて、 

踏み段の一つが折れても、大階段の全体が崩れるのだ。 

自然の鎖のどの環を破壊しても、－十番目でも、一万番目でも－ 

鎖は同じように壊れるのだ。（30-31 頁） 

 

この全体の世界で、一つの部分が他の部分であると主張するのも、 

万物を支配する偉大な精神が規定した仕事や努力を嘆くのも、 

そのバカさ加減は、皆同じことなのだ。 

自然はその肉体で、神はその魂だ。（32 頁） 

 

やめるがよい。秩序を不完全呼ばわりすることを。 

彼らにふさわしい幸福は、我らが非難するものに依存しているのだ。 

汝ら自身の立場を知るがよい。この種類この程度の盲目や弱さは、 

神が汝に与えたものなのだ。 

服従するがよい、この世界でも、また、他のいかなる世界でも、 

汝は身分相応に恵まれていると信じてよいのだ。 

生まれる時も、死ぬ時も、安全に、 

唯一の摂理の神の手の中にあるのだ。 

自然全体は汝の知らぬ技術で、 

すべての偶然は汝には見えない掟なのだ。 

いっさいの不調和は汝の理解を超えた調和で、 

部分的な悪はことごく全体的な善なのだ。 

思い上がりや、誤りやすい判断にもかかわらず、 

一つの真理は明白だ。－ すべてあるものは正しいのだ。（34頁） 

 

神はすべての存在の天性の中に、 

適当な幸福を据え、適度の制限を置く。 

彼が全体を形づくった時、それを祝福するために、 

相互の欠乏の上に、相互の幸福を置いた。 

かくて太初から永遠の秩序が支配し、 

生物は生物に、人間は人間に結びつけられたのだ。 

空に住み、海に突き進み、地にあふれる生命のすべてを、 

生気溌刺たる霊気が養い、 

一つの自然が生命の焔を育て、生命の種子をふくらませる。（66頁） 

 

世界の偉大なる調和とは正にかくの如きもの、 
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事物の秩序と、結合と、完全な一致とから生まれるのだ。 

そこでは大小、強弱を問わず、 

傷つけることなく助け合い、侵すことなく強め合う。 

ここが強力になることが、全体にとって必要であり、 

ここが幸福であるに応じて、全体もまた幸福である。 

獣、人間、天使、家来、主人、王、 

すべてを一点に引きよせ、一つの中心に集めるのだ。 

政治形態の論は愚人に委せるがよい。 

最もよく施行されるものが最善の政治なのだ。 

信仰形式の論議は恩寵を失った狂信者に委せるがよい。 

その生活の正しい者に誤りはあり得ない。 

信仰と希望について、世界は一致しないだろうが、 

人類の関心事は、あげて慈悲にある。 

この偉大な目的を妨げるものは、すべて虚偽で、 

人類を祝福し改めるものは、すべて神のものだ。（78-79 頁） 

 

思い出すがよい。「宇宙の原理の働きは、 

部分的な法則によらず、一般的な法則による」ことを。 

我らが正しく幸福と呼ぶものは、 

一人の利益ではなく、全体の利益の中にあるのだ。 

個人の見いだす幸福で、多かれ少なかれ、 

人類全体の方向を持たないものはない。（85頁） 

 

自然の贈りものは賢明で、その贈りものの中で、 

人間最高の美徳を最大の幸福と結びつける。 

人間が幸福になり得る最も明るい希望はまた、 

他人を助ける最も強い動機と結びついている。 

自愛はかくて社会愛に、神の愛に推し進められ、 

隣人の幸福を自己の幸福とするようになる。 

広大無辺の心情には、これでは物足りぬというのか。 

さらに心を広くして、汝の敵を抱くがよい。 

理性と、生命と、感覚の全世界を。 

善意の緻密な世界の中に包むがよい。 

多少によらず親切であればそれだけで幸福で、 

幸福の絶頂は最大の慈悲に通ずるのだ。 

神はまず全体を愛して、部分に及ぶが、 

人間の心はまず個を愛して、全体に高まらなければならない。 

自愛は有徳の心を養うのに役立つのだ。（106-107 頁） 

 

［参考資料 11］ 

 

Ａ．ルソーに関する参考文献 

ルソー『孤独な散歩者の夢想』（白水社、1986 年） 

ルソー「ヴォルテール氏への手紙」（『ルソー全集（第 5 巻）』（白水社、1989 年）9-38頁 

森口美都男『ルソーの宗教観』（第三文明社、1979年） 

小林義彦『ルソーとその時代、増補版』（大修館書店、1982年） 

中川久定『甦るルソー』（岩波書店、1983 年） 

井上尭祐『ルソーとヴォルテール』（世界書院、1995 年） 

沼田裕之『ルソーの人間観―エミールでの人間と市民の対話―』（風間書房、1986 年） 

 

Ｂ．ルソーについて 
ルソー（1712-1778）はフランス人の時計商人の子として、ジュネーブで生まれた。幼くして両親を失
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い、牧師、弁護士、機械工などの家を転々としながら育てられた。幼いころはカルヴァン主義の教育を

受けたが、アヌシでヴァラン夫人と同棲生活をし、カトリックに改宗する。20 歳代の彼は、デカルト、

ロック、ライプニッツ、パスカルたちの書物から大きな影響を受けた。 

1741年、29歳の時にパリに逃れ、多くの書物を著すようになる。50年ごろ著した『学問及び芸術論』

においては、芸術と学問の進歩が道徳を腐敗させたと、興味深い論理を展開している。その後ジュネー

ブに戻ってカルヴァン主義の影響を受け、『人間不平等起源論』を著した。人間の原始的な状態は善でも

悪でもない。自由で幸福なものである。人間が不平等であることの起源は、社会制度と所有権制度の発

達にある。従って、自然に帰ることが一番よいと論じている。 

 

Ｃ．ルソーの手紙よりの抜粋 

「あなたは、ポープとライプニッツがすべては善であると主張しながら、私たちの災難を侮辱してい

ると言って非難し、また私たちの不幸の光景を誇張するあまり、感情を悪化させています。私が期待し

ていた慰めのかわりに、私を深く悲しませるばかりです。・・・ポープの詩篇は私の不幸を和らげて辛抱

させるのですが、あなたの詩篇は苦しみをかきたて、私を不平にかりたてて、希望をくじいてしまうう

えに、私からすべてを奪い取って、私を絶望に追い込んでしまいます。」（12 頁） 

「汝の不幸は、汝の本姓およびこの宇宙の構成の必然的結果である。汝を支配している慈悲深い永遠

の存在は、なんとかして汝を不幸から守ろうとしたのだ。永遠の存在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だ。あるいは『必要とあ

れば、同じことをさらにいっそうあからさまに言うと』慈悲深い永遠の存在がこれ以上良く行わなかっ

たとすれば、それはこれ以上良く行うことができなかったということである。」（13 頁） 

「さらに死というものはこれを早めさせる手筈が整っている場合だけは悪であるのを例外として、大

部分の物資的な悪はやはり私たちの産物であることを証明したと思っています。リスボンに関するあな

たの主題から離れずに言えば、たとえば、自然の方からすれば、なにもそこに六階や七階建ての家を二

万軒も集合させることは全くなかったことを考えてみてください。第一回目の地震のときに全住民が逃

げ出していたら、翌日にはそこから二十里のところで何も起こらなかったときとまったく同じく陽気な

人々の姿が見られたことでしょう。しかし、人は居残り、芝屋にしがみつき、新たな振動に身をさらし

ます。なぜなら残してあるもののほうが持ちだすことのできるものよりも価値があるからです。この大

震災で、ある者は服を、他の者は書類を、別の者は金を、持ちだしたいがために、どれほど多くの人々

が不幸にも命を失ったことでしょうか。その場合、各人の身が自分の最も価値のない部分と成り果てて

しまったこと、そのほかのすべてのものを失ってしまったときには、我が身を救うには及ばないことが

わからないのでしょうか。」 

「リスボンよりもむしろどこか砂漠の奥地で地震が起こっていたらよかったのにとあなたは願ってい

たのですね。（まただれが同じように願わなかったでしょうか。）地震は砂漠でも起こるのかなどと疑う

ことがありましょうか。このことについては話さないことにします。なぜならば砂漠の人々は都市の人々、

つまり私たちの考慮していた人間たちだけにはいかなる不幸ももたらさないからです。人里離れた場所

に分散して住んでいるから、屋根が落ちることも家屋が燃えることも懸念することはない動物や未開人

たちにさえ、ほとんど損害を与えません。けれどもそのような特権は何を意味することになるでしょう

か。それでは、世界の秩序は私たちの気まぐれに従って変わらなければならない、自然は私たちの法に

従わなければならない、自然に対してある場所での地震の発生を禁じるために、私たちはそこに一つの

都市を建設するほかはない、とでも言うべきなのでしょうか。」（14-15頁） 

「自然が強制して私たちを不幸にしてしまうことは、私たちがそれに付け加えてしまう不幸にくらべ

てはるかに残酷ではありません。」（15頁） 

「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のです。」（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』と言った方がよいでしょう。その場合、きわめて明白なことですが、いかなる人も賛成でも

反対でもその直接的証拠を示すことはできますまい。なぜならそのような証拠は、世界の構成とその作

者の目的とを完全に知っていることにかかっているからで、またそのような知識は明らかに人間の叡知

を超えたものだからです。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はずです。」

（22頁） 

「そして悪の起源の問題は、疑いもなく、神の摂理の問題から派生してきたのです。もしこの二つの
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問題で悪の起源の問題よりも神の摂理の問題のほうが十分に論じられていないとすれば、それは神の摂

理についてつねにひどくまずい推論をしたからであり、また神の摂理について不条理なことを言ったこ

とが、あの偉大な慰めになる教義からひきだせるはずのすべての必然的帰結をひどくもつれさせてしま

ったからです。」（22-23頁） 

「もしカルトゥーシュ（1693 年から 1721年に生きたフランスの盗賊）またはカエサルがなにか悲劇

的な事故のために幼年時代に命を落としていたら、人々は、彼らがどんな罪を犯したというのか、と言

ったことでしょう。この二人の悪党が生きたので、私たちは、なぜ彼らを生かしておいたのか、という

わけです。反対にある信心家は、前者の場合については、神は父親からその子を奪うことによってその

父親を罰しようとしたのだと言うでしょうし、後者については、神は民衆を懲らしめるために、子ども

を生きながらえさせたのだと言うでしょう。したがって、自然がどちらの行き方を選んだとしても、神

の摂理は、信心家においては常に正しく、哲学者においては、常に間違っているのです。おそらく人間

的な事象の世界では、すべては共通の法則にもとづいており、だれに対しても例外はないのですから、

神の摂理は間違いでもなければ正しくもないのです。宇宙の支配者の眼から見れば、個々の出来事はこ

の世ではなにものでもなく、その摂理はひたすら普遍的であって、神は類と種を保存すること、及び各

個人がその短い人生を過ごす方法については心を煩わさずに、すべてを司ることで満足しているのだと

考えられます。」（23-24頁） 

「それゆえ、私が神の摂理について抱きうるもっとも主要な観念は、それぞれの物質的存在は全体の

ためにできる限り最善に配列されているし、知性と感性とを備えた存在はめいめい自己自身のためにで

きるかぎり最善に按配されているというものです。」 

 

［参考資料 12］ 

 

Ａ．カントに関する参考文献 
カントついては、たくさんの書物を参考にした。ただし、参考文献としては、「地震」に関わりのある

ものにとどめる。 

カント著『地震論』（『カント全集（第 1巻）』233-244頁、理想社、1986年） 

亀井裕著『解説・地震論』カント全集（第 1巻）（理想社、1986年）351-353頁 

 

Ｂ．カントについて 

カント（1724-1804）はドイツのケーニッヒスベルクに、牧師の子として生まれた。幼いころから敬虔

主義の信仰的な雰囲気の中で育てられ、ケーニッヒスベルクの大学に進んだ。彼は、哲学のほか、神学、

数学、自然科学を学び、科学的な思考を身に付けたが、ずば抜けて優秀な学徒であったことを、入学後

まもなく周囲に認めさせた。 

後にカントは「純粋理性批判」（1781 年）、「実践理性批判」（1788年）、「判断力批判」（1790年）の三

部作を著し、近代哲学における「認識論の父」としての地位をゆるぎないものとした。それまでの認識

論は、認識の相手である世界は、われわれが認識するような形でそのまま存在すると考えられていた。

これは、アリストテレスの存在論に基づく客観的な認識論である。ところがカントは、認識者に先験的

（ア・プリオリ）に備わっている理性的認識能力のゆえに、万人に妥当する認識がなされうると、全く

逆の方向から説いたのである。それに対し、神とか霊魂不滅、あるいは自由の問題などは、純粋理性（知

性の働き）で扱えるようなことではなく、実践理性（良心の働き）をもって初めて可能である、と主張

したのである。カントはここで、自然科学的な課題に関する認識と神学的な問題に対する認識の方法に

は違いがあり、その両方ともが必要であると説いた。 

 

Ｃ．『地震論』からの抜粋 
この書物の中から、私たちにとって意味深いと思われる個所を以下に引用しておく。 

「ある運命を防止しようと百万手を尽くしても何の功も奏さないときに、その運命に対する恐怖に襲

われずにすむこと、また、われわれの実際の悩みが、起こりかねないと認められる出来事に対する恐れ

によってさらに増大しそうなものなのに、増大せずにすむこと、これらは疑いもなく摂理の恩恵である。」

（235 頁） 

「まず第一にわれわれの注意をひくのは、われわれの立っている大地は中空であり、その空洞はほと

んど一つづきで広範な地域にわたり、海底の下にまで、続いていることである。私は歴史から例をひく

つもりはない。私の目的は地震の歴史を伝えることではないからである。地下に荒れ狂う暴風のごとく、
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また、しき石の上を走りすぎる荷車のごとく、恐ろしい轟音が多くの地震の際に響いたこと、350ドイ

ツマイル離れたアイスランドとリスボンが同一の日に動いたということが明らかに示しているように、

遠国にまで同時に地震の作用が及ぶこと、これらの現象は一致して、地下の空洞が一つづきであること

を証拠立てている。」（236 頁） 

「あえて言いたいが、ここに一つの河があり、その流向がまさしくその国における地震の自然に振動

する方向と一致する場合、その河の流長の方向に再び都市を営むことは危険である。リスボンの不幸な

廃墟はまさにこれを痛感させるものではなかろうか。」（236-237頁） 

「リスボンの災害はどうもその位置によって拡大されたようである。というのは、リスボンはタホ河

の岸に沿っていたのである。」（237頁） 

「たいらな土地で山地と何の関係もないところでは、地震は稀で、しかも、弱い。これにより、ぺル

ーとチリは世界中で地震の災害をこうむることが最も頻繁である。」（237-238頁） 

「あの不幸な 11月 1日、諸聖人の祝日に多くの海岸地方で激しい海水の動揺が認められ、この地震に

おける不思議な現象として驚嘆と好奇心の的となった。地震が海底の下まで延びて船がはげしく揺れ、

まるで揺れる固い地盤の上に固定されているかのごとく思われたということは普通の経験である。けれ

ども上記の地方では水が奔溢したのに、地震の気配はどこにも、少なくとも海岸からかなりの距離のと

ころで、感じられなかった。しかし、海水の動揺も全く例がないわけではない。1762年にはほとんど全

般的に地震が感じられたが、また海水の動揺がオランダ、イングランド、およびドイツで観察された。」

（239-240頁） 

「地震の原因は大気圏にまでその作用を及ぼしているように思われる。大地の揺れ始める数時間前に

空が赤くなったとか、その他大気の異変を表わす兆候が観察された。動物どもはその直前にすっかり恐

怖に取りつかれた。鳥は家の中に飛び込み、鼠はその穴から這い出して来た。疑いもなくこの瞬間に、

まさに発火点にあった熱気が地中の空洞の上層部を通って出たのであろう。この熱気からどのような作

用が期待されるか、それを論断する自信はない。少なくとも、自然科学者にとってはそれはありがたい

仕事ではない。なぜならば大気圏の変化交替の法則にかてて加えて、地下の大気がその作用に一役買う

ような場合、その法則の裏を見破る自信のある人があろうか。」（243頁） 

 

［参考資料 13］ 
 

フランスの科学哲学者ジャン＝ピエール・デュピュイ（1941年生まれ。スタンフォード大学教授。フ

ランス放射線防護原子力安全研究所（IRSN）倫理委員会委員長）は、『物の地獄』（1979）、『犠牲と羨望』

（1992）、『認知科学の起源に』（1994）、『心の機械化』（2000）、『チェルノブイリからの帰還』（2006）、

『聖なるものの刻印』（2009）などの著者であるが、日本語に訳されたのは、『ありえないことが現実に

なるときー賢明な破局論に向けて』（筑摩書房、2012 年）である。 

この書は、前年度の 9.11 事件を契機に書かれ、2002 年に出版されたものであるが、彼は、人間を破

局に至らしめる罪について、アウグスティヌスやライプニッツを超えた考え方をしなければ現代の問題

を理解できないと主張する。 

「今、提起されなければならない問題とは次のようなものである。西欧文明を作り上げたキリスト教

的伝統において、悪は悪しき意図の帰結としてのみ存在する。少なくともアウグスティヌス以来、悪と

は魂の症状であり、したがって人格の内部にあるものである。ところが、形而上学におけるこのような

立場は、現代において維持しえないものになっている。最善の意図であっても、人間の実行能力が－そ

れは破壊する能力と表裏一体のものだ－ある臨界地を超えてしまうと、破局をもたらしうるのだ。」 

デュピュイ氏は、『ツナミの小形而上学』（岩波書店、2011年）という書物を 2006 年に出版している。

この書は、2004 年 12 月のスマトラ沖地震を踏まえて書かれたものであるが、東日本大震災のための講

演の来日に当たり、日本語に翻訳されたものである。 

彼は、リスボン大震災を取り上げ、ライプニッツ（38-42 頁）、ルソー（43-47 頁）、ヴォルテール（48-62

頁）の間でなされた論争を紹介している。その内容は、昨年 6 月に東京大学において講演したものの中

に含まれているので、そちらを紹介しておこう。 

西洋において、死・病・事故といったものが、summum bonum、すなわち至高善の原則によって、神が

罪を犯した人間に対して下した正当な罰だと考えられていた時代がありました。神は物理的な厄災の原

因だったわけですが、それに加えて、神は罪や道徳的な悪の原因でもあるのかという問いが立てられま

した。かりにそうであるならば、自分自身の創造物を損なうものを神が発明したことをどうやって正当

化することができるのか、というわけです。神を正当化しようとする行為を、ギリシャ語で「テオディ
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ケー（弁神論）」と言います。テオディケーは、神の完璧な創造行為によって生み出されたはずの世界に

悪が存在するというスキャンダルに意味を与えようとする人間の試みであり、そうした試みの一切を指

す語として哲学的伝統のなかで用いられてきました。この難問に対する答えとして長いあいだ満足すべ

きものとされてきたのは、アウグスティヌスの解答でした。それは次のようなものです。神は道徳的な

悪を欲したわけではないが、それを許容する以外に道はなかった。なぜなら、神自身の似姿に作られた

人間は、自由な存在として、すなわち悪を選ぶ自由も具えた存在として創造されたからである。 

アウグスティヌスのこのテーゼは、数多くの思想家によって攻撃されてきました。最も手厳しい攻撃

は、カルヴァン主義者で、『歴史批評事典』（1695年‐1697年）という膨大な書物を著したピエール・ベ

ールからの攻撃です。敵に贈り物をするとき、最も簡単にできるのは敵の破滅をもたらすものを贈るこ

とだ。こう、ベールという恐るべき論客は揶揄しました。そのベールからアウグスティヌスの議論を救

い出したのは、ドイツの哲学者にして数学者であるライプニッツでした。それは、彼の形而上学の二本

の柱である著作で展開されています。最初の著作は、1710年に刊行され、まさしく『弁神論』と題され

た著作であり、第二の著作はその 4 年後に刊行された『モナドロジー（単子論）』です。 

ライプニッツの弁神論は次のように要約することができます。神は、彼の悟性のなかに無限数の可能

な世界を持っていた。彼はその中からひとつを選び、それに実在を与えた。その選択は、（いかなる効果

にも原因があるという）充足理由の原理ゆえに、恣意的な選択ではありえなかった。存在しうるのは最

大の完璧さを有するもののみだという原理ゆえに、神は最善の世界を選ぶ以外になかった、というわけ

です。では、神には別の選択をする自由がなかったのか。そうではなく、神の選択を導いた必然性は単

に道徳的なものであって、形而上学的なものではなかった。（つまり、神が最善の世界以外の世界を選ぶ

ことに論理的な矛盾はないという意味で形而上学的なものではなかった。） ところが、可能な最善の世

界を実現するために、神は一定量の悪を残さなければならなかった。さもなければ全体として世界はよ

り悪いものになっていたからだ。個々のモナドから見ると悪に映るものはすべて、全体から見ると全体

をより良いものにするために〈必要な犠牲〉だった。したがって、悪に見えるのは単なる錯覚であり、

神と人間とのあいだの遠近法の違いの結果にすぎない、というのです。 

しかし、「楽天主義」と評されるライプニッツのこの学説は、1755年 11月 1日にこっぱみじんに粉砕

されてしまいます。東日本大震災と同等のマグニチュードをもつ大地震が起きてポルトガルの首都に巨

大な火災をもたらし、モロッコ沿岸にも及んだ 15メートルもの高さの津波が襲ってリスボンは瓦礫に帰

してしまったのです。そこから、悪=厄災をめぐる 2つの哲学的態度が出てきました。便宜上、ヴォルテ

ールとルソーという、2 つの固有名詞に結びつけておきましょう。ヴォルテールは、1756 年 3 月に『リ

スボンの災害についての詩』という哲学的な詩をおおやけにし、それをルソーが、1756 年 8 月 18 日付

の『ヴォルテール氏への手紙』で反駁しました。 

ヴォルテールは、「ポストモダン」と形容したくなるような態度で、われわれは出来事の純粋な偶発性

を認めなければならず、けっして原因と結果の連鎖を知ることがないという事実を受け入れなければな

らないと要求しています。ルソーの方はというと、次の二つの事柄が確実だと述べています。罪を犯し

た人間を罰するのは神ではないとうこと。そして、人間を襲う不幸の原因と結果の連鎖については人間

的な説明、ほとんど科学的な説明を見つけることができるということ、です。1762 年の著作『エミール』

において、彼はリスボンの惨事からの教訓を引き出しています。「人間よ、もはや悪=厄災をもたらす者

をもうさがすことはない。悪=厄災をもたらす者、それはお前なのだ。お前がおこなっている悪=厄、あ

るいはお前が悩まされている悪=厄災のほかには悪=厄災は存在しないし、それらの悪=厄災はいずれもお

前自身から生まれるのだ。」 

西洋においてルソー的見方が優勢であることは、フクシマ以前に近年に起こった大規模な自然災害、

ハリケーン・カトリーナと 2004年クリスマスのスマトラ沖地震による津波への反応から明らかです。そ

こで疑問視されたのは、まさしく自然のカタストロフィーという性格でした。『ニューヨーク・タイムズ』

は、ハリケーン・カトリーナについて “A Man-made Disaster” （人間による災害）という見出しをつ

けました。東南アジアの津波についても同じことが言われましたが、それにもそれなりの理由がありま

した。都市化、観光、魚介類の養殖、気候温暖化によってタイの珊瑚礁とマングローブが無残に破壊さ

れていなかったならば、人々の命を奪った波の侵入を防ぎ、有意義な形で被害の増大を防ぐことができ

ただろう、というわけです。ニューオーリーンズについては、何年も前から防波堤の補修を怠っており、

救援活動をすべきルイジアナの州兵はイラクへと駆り出されてしまったためにいなかった、ということ

が判明しました。そもそも、あんなに危険な場所に都市を造ることを考えたのは誰だったのか、という

問いも出ました。東日本大震災についても、日本は絶対に商業核に乗り出すべきではなかった。なぜな

ら、日本の地理的条件からして、地震が多発し、津波の危険がある地帯に原発を建設する以外にないか
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らだ、という声がすでに聞かれます。というわけで、西洋的な見方からすると、人間を襲う不幸、その

犯人ではないにせよ責任者であるのはほからならぬ人間であり、ただひとり人間なのだ、ということに

なります。 

ルソー的な考えを完全に逆転させた、悪=厄災に関する別の考え方が西洋に広がるには、20 世紀の大

規模な道徳上の惨禍を待たなければなりませんでした。哲学者のヴラディミール・ジャンケレヴィッチ

によれば、ルソー的考え方は「テオディケー（弁神論）の構造を持ちながら人間が神に取って代わった

アントロポディケー（弁人論）である」というのです。しかしいまや、あらためて神や自然が証人とし

て語るよう求められるようになりました。それを評して、「悪=厄災の自然化」と言う人さえいます。 

 

松岡正剛氏（1944年生まれ、東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授を歴任。株式会社松岡正剛事務

所代表取締役）は、「千夜千冊」のプログにおいて、ジャン-ピエール・デュピュイ『ツナミの小形而上

学』（岩波書店 、2011 年）を取り上げ、次のような興味深いコメントしている。 

デュピュイがリスボン地震をとりあげたのは、その一日でヨーロッパが変じたからだ。知識人が変じ

てしまった（かに見えた）のである。リスボン地震の前、ライプニッツは『神義論』で、あらかた次の

ようなことを書いた。 

神は自身の知の中に可能世界を無限にもつがゆえに、その可能世界のどれかひとつを選択しなければ

ならなかった。それでもそれは当然に最善の選択でなければならず、しかもそれが唯一の選択になるの

だから、そこにいくばくかの「悪」を忍ばせる必要もあった。その悪の存在によって世界が「善」に向

かえばいいからだ。 

これがライプニッツのはなはだ楽観的な神義というものだが、その観点に安住してきた知識人が、た

った一日のリスボン地震によってひっくりかえってしまった（かに見えた）のである。とりわけ 11月 1

日はヨーロッパ中が「諸聖人の日」だったから、祝福されるべき一日が忌まわしくも呪われた一日にな

ったことで、当時のけっこう多くの知識人が動揺した。ライプニッツはまちがっていたんじゃないか？ 

そういう疑問を代表して持ち出したのは、こういうときはいつも先頭を切るヴォルテールだった。地

震の翌年の 1756 年、『リスボンの災害にまつわる詩』でそのことを告白した。ヴォルテールはライプニ

ッツを少しだけ擁護し、半分は皮肉って次のように書いた。「きっと神は復讐したのだろう、彼らの死は

罪の代償だったのだろう」と。 

この告白は曖昧だった。さっそくルソーが反論して、『ヴォルテール氏への手紙』にこう書いた。精神

的な悪の源というものは、自由で非の打ちどころのないような、それゆえ腐敗もしているはずの人間に

こそ求められるものだと思います。だからこれは不可避です。一方、物理的な悪はすべての人間がそこ

に属しているのだから、それこそが不可避なものだと思われがちですが、実は不可避であるがゆえにそ

れを事前に回避することもできるのです。リスボンの住民が 6 階建ての家を 2 万軒も集積させてしまっ

たのは、わざわざ自分たちで災害の不可避を選択したのです。また、住民が持ち物をあんなに大事にし

なかったならば、もっと早く逃げ出すことができたでしょう。 

デュピュイは、このルソーの反論こそがその後の近代につながる「リスクの思想」と「憎悪の思想」

をつくったというふうに見ている。われわれはルソーの見方に従うだけの近代社会ではなく、どこかで

ライプニッツとヴォルテールのあいだにこそいてもよかったのではないか。そんなふうな感想をデュピ

ュイは洩したのだ。 

えっ、ライプニッツとヴォルテールのあいだ？ これにはやや愕然とさせられた。さすがにルネ・ジ

ラールの衣鉢をついでいる哲人だ。 

ついでにデュピュイは、最近のアメリカのメディアはヴォルテール的で、フランスのメディアがルソ

ー的になっているとも書いた。これについては、ぼくはなんとも実感値がないので、ふーん、そういう

ものかとしか思えない。ただ日本のメディアは、残念ながらヴォルテールにもルソーにもなりえていな

いことだけが、はっきりしている。 

神なき日本では、メディアは大衆を味方につけたふりをして、正義と悪とを仕分けしているにすぎな

い。「キレイダ・キライダ」でいいはずなのに。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%9D%E5%A1%9A%E5%B1%B1%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6

