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回復と再⽣ ―災害に対するキリスト教的応答の考察― 
オックスフォード⼤学 

アリスター・マクグラス 
（郷崇治訳） 

 
こんにちは。オックスフォード⼤学のアリスター・マクグラスと申します。2011 年 3 ⽉

11 ⽇に起きた東⽇本⼤震災について、皆様とともに考える機会をいただきとても光栄です。
この重要かつ難しいテーマの講師として私をお招きくださり、⼼から感謝します。とてもご
寛⼤なお招きです。皆様もきっとお察しのとおり、当時⽇本にいた訳ではない私のような者
が、震災のもたらした感情的、⽂化的、経済的な痛みを⼗分に理解することは簡単ではあり
ません。皆さんにとって、特に東北沿岸部に実家のある⽅やその地域と何らかの繋がりをお
持ちの⽅々にとって、この震災がどれほど⾟く、痛ましく、重いものであったのかは、想像
することしかできません。しかし私にもできることがあるとすれば、それはこの悲惨な出来
事の意味を考察することです。東⽇本⼤震災をどう理解したら良いのでしょうか。キリスト
教信仰の枠組みの中にどう位置付けたら良いのでしょうか。また、将来このような出来事が
再び起こってしまったとしたら、どう対応することができるのでしょうか。 
 私がこの講演の中で⾏いたいことは、東⽇本⼤震災から⽣まれてくるいくつかの問いや
課題と向き合い、考えていくことです。私の役割は、⾃分の考えを皆さんに押し付けること
ではなく、あくまで皆さん⾃⾝がこれらのことについて考えを整理していく助けとなるこ
とだと思っています。皆さんの考えや議論を深めていくきっかけ・リソースとなれれば幸い
です。これからいくつかの⾒⽅やアプローチを紹介していきます。震災が⽂化的に、知的に、
霊的に私たちに残したものは何だったのかを考察する上で、これらが少しでも助けになれ
ばと願います。 
 この講演では、私たちが将来にもまた同じような災害を体験する可能性を⾒据えながら、
東⽇本⼤震災からの回復と再⽣についてお話ししていきます。私たちはこの出来事を、⼀般
的な観点、キリスト教的な観点という 2 つの⽅向から理解する必要があります。また、私た
ち⾃⾝がこの種の出来事とどう関係しているのかを理解し、似た災害が起こることも⼗分
考えられる将来に備え、対応できる⼒をつける術を知ることが⼤切です。 
 私はここで、神が悪や苦しみとどう関係しておられるのか、という問いを扱います。皆さ
んもそれは予想しておられたことでしょう。しかし、東⽇本⼤震災を単に、キリスト教の枠
組みの中で悪はどう位置付けられるのか、という視野から考えるだけでは短絡的です。ここ
で問われるのは単に、悪や苦しみがこの世に存在することで神の存在を信じられなくなる
かどうか、ということだけではありません。もっと深い課題があります。それは、私たちが
苦しみにどう応答すれば良いのか、さらには苦しみの結果、より強く知恵ある者となるには
どうすれば良いのか、将来起こるかもしれない似た災害に対応できるものとなるためにど
うすれば良いのか、といった問いです。⾃然災害とそこから来る苦しみ、という問題が議論
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される時、神とこの世界における苦しみの関係を考えるただの知的な営みに陥ってしまう
ことがあまりによくあります。神学⽤語や様々な定義が並べられるばかりで、深い感情の部
分や⾃分⾃⾝に関わる問いに応えることをしていないとも⾔えます。しかし、むしろ多くの
⼈にとって、神と苦しみの関係を考える際に関⼼のある核⼼の部分は後者なのです。 
 最初に、歴史からわかることを 1 つお話しします。なぜこれを持ち出すのか奇妙に思え
るかもしれませんが、今回のテーマを考える上で⼤事な⼟台となるものです。⼈類は常に悪
や苦しみを経験してきました。残念ながら、この悩みは全く新しいものではありません。と
ころが歴史を⾒ていくと、この問題に対する⾒⽅には様々なものがあったことがわかりま
す。古代や中世には、悪や苦しみが神への信仰と⽭盾するとは考えられていませんでした。
⻄洋の歴史の最初の 2000 年間は、この世界はそういうものだ、と皆受け⼊れていたのです。
仕⽅がない、⾃分たちは⾃然の⼒を制御できない。世界は確かに危険や問題に満ちているか
もしれないが、私たちがその中にあっても⽣きることを神は助けてくださる。先の⾒えない
中、困難の中、危うい⼈⽣を歩むもろい存在である⼈間にとって、神こそが⽣命線だったの
です。 
 イエスの誕⽣から最初の 300 年ほどの間にキリスト教に多くの⼈々が惹きつけられた理
由の 1 つは、キリスト教が苦しみや悪を体験している者とともにいてくださる神について
語ったからだ、ということがわかっています。当時の⼈々がしばしば体験していた苦しみ
は、従順を強いるため暴⼒を全くためらわなかったローマ帝国の役⼈たちによるものでし
た。皆さんは、ローマにある「カタコンベ」について聞いたことがあるかもしれません。カ
タコンベとは、地表にある柔らかい岩を掘って作られた地下通路でした。キリスト教の信仰
がローマ帝国で禁じられていた⻑い間、クリスチャンたちはそこで礼拝を捧げ、死者を葬る
ことなどをしていました。カタコンベに飾られていた壁画を⾒たことがある⽅もおられる
かもしれません。発⾒されている壁画の中には、イエスを良い⽺飼いとして描いているもの
がいくつもあります。イエスはご⾃分の⺠とともに歩み、暗く危ない中を通るときに⽀え、
慰めてくださる⽅だったのです。 
 初代のクリスチャンたちにとってこのような絵が⼒強い励ましになったのはなぜでしょ
うか。それは、イエス⾃⾝が悪、迫害、苦しみを経験された⽅だからです。イエスは、彼ら
が通っている苦しみを知ってくださっていました。イエスはこの世での痛みや苦しみに対
処することを助けてくださる。そして、黙⽰録 21章 4節に書かれているように、いつの⽇
か彼らは新天新地のエルサレムで彼とともに住むことになり、「神は彼らの⽬から涙をこと
ごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない。以前
のものが過ぎ去ったからである。」という希望が与えられているのでした。中世になっても、
その時代のクリスチャンによって書かれた⽂献を⾒ると、同じテーマが死について、⼈⽣の
歩みについて、適⽤され深められている様⼦がわかります。この世界はしばしば⼈に対して
⽛を向け、私たちを脅かすものです。しかし、⾃然世界による苦難であれ⼈の⼿による苦難
であれ、信仰こそ、その中で私たちを⽀えるものなのです。 
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 ところが、18 世紀に⼊ると、⻄洋の思想的な⾵潮が変わってきます。1700 年代以降、地
震や津波のような⾃然災害があることはこの世界に⼀貫性も意味も存在しないことを⽰し
ている、と主張する⼈が現れるようになりました。それ故、神を信じることは不可能だ、と
⾔うのです。私⾃⾝も元々は無神論者で、そのように考えていました。私の無神論の根拠は、
⼈⽣についての⼤きな問い、深い問いについて、科学がすべて答えてくれると信じていたこ
とでした。科学があるから、世界や⼈⽣を理解するために神など必要ない。世界の中には明
らかに悪や苦しみが存在していて、それは間違っている、と強く感じていました。私にとっ
て、悪や苦しみがこの世にあることは、神がいないとする証拠として⼗分でした。神がいる
なら、悪や苦しみなど絶対存在しないはずではないか。しかし、このことについてきちんと
深く考えたことはありませんでした。丁寧に導き出した論理的な結論というより、私の感覚
的な思いでした。私には、「世界はこうあるべきだ」という思い込みがあり、⾃分の先⼊観
によって世界に判断を下し、神をも裁いてしまっていたのです。 
 この講義の中では、神と悪、苦しみとの関係について考えることを通し、私たちが過去か
ら何を学べるか、将来のためにどう備えることができるかを⾒ていきたいと思います。今回
のシンポジウムでは「いかにしてもう⼀度⽴ち上がるか」というテーマが掲げられています
が、これは⾮常に重要な問いです。この問題意識を私もとても真剣に受け⽌めたいと思いま
す。ですので、もう⼀度⽴ち上がりましょう。筋道を⽴ててじっくりと考え、私たちの考え
を⾒つめ直してみましょう。災害への応答に関して私たちが無意識にもってしまいやすい
いくつかの誤った考えについて、ここで⽴ち⽌まって考え直す必要があると思います。 
 
 
⼈間の⾃然界への期待 
最初に考えたい問いはこれです。傷んだ世界に⽣きている私たちは、この世界に対して⾮現
実的な期待をしてはいないでしょうか。歴史神学者である私は、初期のクリスチャンたちが
世界、⼈⽣、神などについてどう考えていたかを調べることに⽇頃多くの時間を費やしてい
ます。1 つ特に印象深かった発⾒は、昔の⼈々が⼈⽣に関して持っていた期待が⽐較的⼩さ
かった、ということです。苦しみや病気は、よくある⽇常の出来事と捉えられていて、⼈⽣
を狂わす受け⼊れ難いものと考えられてはいませんでした。⻄洋の学者たちはしばしば悪
や苦しみを、理性によって説明される必要のある問題と考えます。しかしむしろそれらは、
対処できるようになる必要のある現実的な状況と⾒るべきであり、私たちを⼈間として成
⻑させ得るものと考える⽅が良いかもしれないのです。このことについては後で触れます
が、ここで、イギリスで最も著名な科学者の 1 ⼈である⼈物についてお話ししたいと思い
ます。 
 アイザック・ニュートンのりんごが落ちたエピソードは有名です。説明しましょう。1666
年の夏の終わり頃、ニュートンはケンブリッジ⼤学を後にし、ランカスター州のウールズソ
ープという村にあった実家に引っ越すのですが、そこで、庭に植えられていたりんごの⽊か
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らりんごが落ちる様⼦を⽬にします。ニュートンによると、この偶然の観察が万有引⼒とい
う原理の発⾒につながったのです。ところで、その時なぜ彼は実家で暮らしていたのでしょ
うか。実は、当時ケンブリッジで疫病の流⾏が起こり、教授や学⽣たちが⽣活するには危険
な状況になってしまっていたからです。17 世紀に⾄るまでヨーロッパ中でこうした疫病の
発⽣は珍しくなく、その度に特に都市部で多くの⼈々が犠牲になっていました。「⿊死病」
は、1347 年から 1351 年の間に 2 億⼈もの⼈々を死に追いやりました。疫病の恐れは⽣き
る上での厳然たる現実であったため、⼈々はそれに合わせた⼈⽣観を持つようになってい
たのです。 
 ニュートンは、⼈間の命がもろいものであり、私たちに制御不能な種々の⼒によっていと
も簡単に翻弄されてしまうものだとよく理解していました。しかし、ニュートン以降の数百
年の間に、多くの⼈々が「⼈類の進歩は限りなく続く」という啓蒙主義の⾔説を信じるよう
になります。ところがこの思想は、敬意を持って⾃然界と共存するのではなく、むしろ⾃然
界を⼈間に都合の良いように搾取することに容易につながるものでした。啓蒙主義が⽬指
したのは、⾃然の働きを⾃分たちの利益のために⽤いることができるように、⾃然世界を⼈
間の理性と技術の⽀配下に置くことだったのです。 
 このことによって、⼈間の知恵で⾃然現象を制御することは可能であり、⾃然災害によっ
て引き起こされる苦しみを終わらせることもできるに違いない、という⾮現実的な期待が
⽣じました。⾃然を⽀配し搾取することで、⼈間の技術は、⾃分たちを悩ませるものであり
続けてきた病気、飢饉や他の災害を根絶することができる。イギリスの学者テリー・イーグ
ルトンら多くの⼈々は、「進歩のイデオロギー」(⼈類の歴史を通して、道徳、⽂化、技術、
政治などのあらゆる⾯に関してはっきり継続的な進歩が⾒られるという考え⽅)の傲慢さや
⽢さを指摘します。このような、⼈類の絶え間ない進歩が⾃然の⽀配と利⽤に繋がるという
考え⽅は、苦しみ、痛み、悪といったものを過去の遺物にできるとする⾮現実的な期待を⽣
んだのです。19 世紀にクロロホルムやエーテルといった⿇酔が発⾒されますが、この発⾒
は、⼈類を苦しみと痛みから解放するための探究の⼤きな成果・布⽯として受け⽌められま
した。 
 私も若い頃は、⼈間の理性のみによって⼈⽣の複雑な⾊々な側⾯や謎に思われること、私
たちが直⾯する問題への解決の道をすべて明らかにできるという啓蒙主義の⾔説を受け⼊
れていました。あらゆる物事は理性的に整理して理解することができる。世界がどのような
仕組みで動いているのか、その中で私たち⼈間がどう位置付けられるのかに関して、納得の
いく包括的な説明が可能だと思っていました。多くのヨーロッパの啓蒙思想家たちと同じ
ように、私は単純にも、⼈間に内在する理性がこの世界を⽀配することは可能で、⾃然をな
だめ、好きなように動かすことができること、⼈は悩みのない⼈⽣を⻑く楽しめるようにな
ることを信じていました。しかし、これは 50 年以上前の話であって、今はそのように考え
てはいません。 
 次に、現代のもう 1 つの⾮現実的な期待を⾒ていきます。それは、⾃然の持つ⽣態系の⼀
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部を⽀配することで、⾃然を⼈間の必要を満たすために、より役⽴たせることができる、と
いう考えです。しかし、⾃然環境の⼀部に⼿を加えると、⽣態系全体を乱し破壊する結果に
なってしまうとは誰も気が付かなかったようです。⾃然環境全体がどれほど緻密に絡み合
うことで成り⽴っているのかを理解していた⼈はおらず、ようやく明らかになってきた時
にはすでに遅すぎました。 
 私はイギリス⼈ですが、19 世紀にイギリスが世界中に強い勢⼒を伸ばしていた時、それ
を後押ししていたのが産業⾰命であり、環境に深刻な悪影響を与える⽯炭やその他の化⽯
燃料の使⽤であった、という事実を認めないわけにはいきません。「進歩」という⾔葉は、
⼈類がより繁栄し、より⻑く⽣き、より良い教育を受けられるようになること、という意味
で使われていました。必ずしも⼈々の⼈格的な成⻑が⽬指されたのではなく、⼈々がイギリ
スの帝国としての⼒を誇⽰し拡⼤していくことが追求されました。もちろん、中にはジョ
ン・ラスキンという⼈物のように、産業⾰命の引き起こし得る悪影響を指摘した預⾔者的な
存在もいなかったわけではありません。しかし、⽿を傾ける⼈はいませんでした。新しい産
業は多くの雇⽤を⽣み出し、イギリスを経済、軍事⼒、⽂化などあらゆる⾯で世界を牽引す
る⽴場へと押し上げていました。私たちはそろそろ気づき始めているでしょう。そう、私た
ち⼈間⾃⾝が、知らぬ間に、後戻りできないところにまで⾃然を傷めてしまったのです。そ
してこれの状況は継続し、さらにエスカレートしているのです。 
 要するにどういうことでしょうか。私たちは⾃然を⽀配しようとしてきたのだ、というこ
とを強調したいのです。その試みが上⼿くいっている側⾯も確かにある⼀⽅、今この地球の
将来を脅かしている想定外の⾊々な深刻な結果を招いてしまっているのです。⾃然界にお
いて⼈間が⽀配しきれていない領域は、地震や津波を含め、まだまだ存在しています。しか
しこのような⾃然災害を⾒て、この世界に構造上の⽋陥がある証拠だとみなし、神を信じる
障害だと主張する⼈もいます。では、⾃然災害を信仰の観点からどう捉えれば良いのかにつ
いて考えたいと思います。 
 
神への信仰と⾃然災害 
講義の冒頭で触れた歴史の考察について、もう少し考えてみましょう。苦しみや悪といった
ものが神の存在を疑う理由になるという⾒⽅がされるのは、⻄ヨーロッパで「理性の時代」
と呼ばれる時代になってからでした。18 世紀にイギリスの哲学者デイビッド・ヒュームが、
この世界はあまりにひどい状態にあるため、愛と知恵に満ちた神によって創造されたと考
えることは不可能である、と主張します。私たちは⽋陥のある傷だらけの世界に⽣きてお
り、それは愛と知恵に満ちた神の存在と⽭盾する。確かに強⼒な主張です。私も以前こう考
えていました。この世界よりも良い世界、地震や津波のない世界がなければならないと。し
かし、今はそう思いません。 
 なぜ私が、ヒュームの主張が間違っていると考えるようになったのか、なぜ私たちが彼の
反論を慎重に再考する必要があるのか、説明させていただきたいと思います。私の⼦供の頃
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に次のようなことがありました。12 歳の頃、私はおもちゃの⽊の船を、⽊を削ったり絵の
具を塗ったりして作ったことがあります。皆さんはご存知ないかもしれませんが、私は細か
いことが苦⼿で、不器⽤なのです。この船はあまり完成度の⾼いものではありませんでした
が、私はとても満⾜していました。ところが、その後ある友達の家に遊びに⾏くと、その友
達も⽊の船を作っていました。しかも彼のものは、私の船よりも遥かに上⼿にできていたの
です！友達のものと⽐べた時に初めて、私は⾃分の作ったものに⾊々と駄⽬な部分があっ
たと気が付きました。⽊の削り⽅や絵の具の塗り⽅が雑だったことがわかりました。この経
験は私にとって⼤事なものとなりました。なぜなら、将来⾃分は学問の世界に⾝を置くこと
には向いているかもしれないが、器⽤さが求められる実務的な仕事には向いていないとい
うことを知ることができたからです。 
 なぜ私はその時、⾃分の作ったおもちゃの⽊の船を喜べなくなってしまったのでしょう
か。⾃分の船よりも上⼿なものを⾒るまではとても喜んでいました。しかし、⽐べる対象が
できたために、⾃分のものが不完全で⽋陥のあるものだと気付いたのです。私は友達を通し
て判断基準を与えられたので、その基準に照らした時に、⾃分の作った物の⽋点や駄⽬さが
⾒えました。ある物について、⽋陥があり駄⽬なものだという根拠ある判断を下すために
は、「これがふさわしい状態だ」として⽐較できる対象がなければならないのです。どのよ
うな状態であることが正しいのかを知って初めて、⽐較しているもののどの部分が不⼗分
なのかがわかります。そうだとすると、私たちがこの世界を、⼈の頭の中に築き上げたにす
ぎない空想上のものと⽐較しても意味がないと⾔えます。⽐較対象として必要なのは、現実
に存在するものなのです。私の⾔おうとしていることがおわかりでしょうか。この世界が⽋
陥品だと⾔うのならば、その時に⽐較に⽤いている「良い世界」はどこにあるのでしょうか。
そんなものは存在しないのです。私たちが「世界はもっと良いものであるべきだ」と主張す
るのは、ただ感覚的に強くそう思うからなのです。 
 ここで、C・S・ルイスの話をしたいと思います。ルイスはこの議論に関連することをい
くつか述べています。ご存知の⽅も多いと思いますが、彼は 10代の頃深く考えないまま無
神論を受け⼊れていましたが、オックスフォード⼤学で学ぶ中でその世界観が短絡的であ
ることに気付き、考えを変えたのでした。16 歳の頃ルイスは、宗教とは⼈の原始的な思い
込みに過ぎないと当時の最も信頼できる学者たちによって証明済みである、と疑いなく思
っていました。21 世紀に⼊ってリチャード・ドーキンスが主張するようになる通り、私た
ちは進歩した、それゆえ神などもういらないのだ、とルイスも主張しました。真⾯⽬に宗教
を信じるなど⾺⿅げている。私たちは神を卒業したのだ、と。 
 さらにルイスがこのような考えを固めるきっかけになったのは、第⼀次世界⼤戦中イギ
リス軍で仕えた際に彼が⽬にした苦しみや傷付け合いの数々でした。周囲に溢れる苦しみ
や破壊⾏為を⾒て、⼈⽣の意味などないこと、神など存在しないことを彼は確信しました。
第⼀次世界⼤戦のこの経験から、ルイスは神に対して怒りを抱くようになります。しかし同
時に彼は、無神論も、戦争によってもたらされた痛みや破壊を意味付けるための枠組みを与



 7 

えてくれるものでは全くないと悟るのです。神がいないとすれば、戦争の恐るべき悲惨さは
完全に⼈間のせいであるということになります。しかし、⾼度な知性を持っているはずの⼈
類に戦争を引き起こした責任があるとは考えられない。そう感じたルイスは、「神に対して
『なぜ存在してくれていないのか』と怒っていた」と⾔います。彼は、第⼀次⼤戦で起きて
しまった傷付け合いと惨さは、キリスト教の⽴場からだけでなく、無神論の⽴場からしても
同じくらい説明に窮するものであることに気付かされたのです。そして当時、同じような⼾
惑いに⾄った⼈は少なくありませんでした。 
 ルイスは、苦しみと悪の存在によって神がいないことが確証され、裏付けられるという⾃
らの元々の考えについて疑問が増していきました。その様⼦を⾒ていきましょう。彼はこん
な発⾔をしています。「無神論を主張する私の根拠は、この世界があまりに残酷で不正に満
ちている、ということであった。しかし、私の「正しい」「不正」といった考えはどこから
来ているのか。⼈は、真っ直ぐな線というものがあることを知っていなければ、ある線を
「曲がっている」と⾔うことはできないはずだ。私が「この世界は間違っている」と⾔う時、
それを何と⽐較して⾔っていたのだろうか。」 
 ルイスのこの発⾔は、少し前に触れた、世界が不完全であるとするデイビッド・ヒューム
の考えや、私の⽊の船の話と関連してきます。ルイスは、この世界が残酷で不正に満ちてい
るとすると主張するための確かな基準は何も存在しないということに気付きました。⽐較
対象となる別の世界など、ないのです。彼の主張を理解するために、もう⼀度ルイスの⾔葉
をお読みします。「無神論を主張する私の根拠は、この世界があまりに残酷で不正に満ちて
いる、ということであった。しかし、私の『正しい』『不正』といった考えはどこから来て
いるのか。⼈は、真っ直ぐな線というものがあることを知っていなければ、ある線を『曲が
っている』と⾔うことはできないはずだ。私が『この世界は間違っている』と⾔う時、それ
を何と⽐較して⾔っていたのだろうか。」 
 ルイスは、⾃分がこの世界を、実在する世界と⽐べるのではなく、⾃らの頭の中に創り上
げた理想世界と⽐べてしまっていたことを悟りました。⾃分の想像する「正しさ」や、何が
正しくて何が間違っているのかという個⼈的で裏付けのない意⾒によって、世界を裁いて
いたのです。この点を深めるために彼の話していることをお聞きください。「無論私は、⾃
分の持っていた『正しさとはこれである』という考えを、ただの個⼈的な思い込みだったと
して捨てることもできただろう。ただしそうすれば、神はいないとする私の主張も破綻する
ことになってしまうことになる。なぜなら、私にとって無神論の⼤きな根拠は、この世界が、
ただ私の個⼈的な好みに合わないだけではなく、本当の意味で(客観的に)間違っている、と
いうことだったからだ。」ここでルイスは「好み」という⾔葉を、「本当であってほしいと思
うこと」「好ましく思えること」という意味で⽤いています。彼はこうして、無神論を証明
しようという⾃らの試みを⽀えていた前提の部分が、実は正しいと⽰せないものであるこ
とに気付きました。神はいないとする彼の主張は、この世界よりも優れた世界があるに違い
ないという感覚的な思い、直感に基づいているに過ぎなかったのです。 
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 ここで、デイビッド・ヒュームが神に対する反証として挙げている、この世界が間違って
いるとする主張を改めて⾒てみましょう。ヒュームは、世界は⽋陥だらけであると⾔いま
す。しかし、⽐べることのできる「より優れた世界」がある訳でないにも関わらず、どうし
てそのように述べ、判断を下すことができるのでしょうか。ヒュームには、私たちの世界と
の⽐較対象となるような現実の世界があったのではありません。では彼は、この世界のある
べき姿はこうだ、という考えをどこから⼿に⼊れたのか。本当のところそれは単に、彼の感
覚的な思いに過ぎないのです。私たちの世界よりも「正しい」本物の世界との⽐較検討から
導き出された帰結ではなく、根拠のない思い込みなのです。ヒュームは現実には存在しない
「より優れた世界」を想像し、頭の中で創り上げ、私たちの知るこの世界をそれと⽐較して
しまっているのです。 
 ⾃分たちが今知り、経験している⼈⽣を思う時に、「何かがおかしい」「もっと良い世界が
あるはずだ」と感じる⼈は多くいます。この感覚はどこから来ているのでしょうか。講演の
冒頭で、黙⽰録 21章に⾒られる「新しいエルサレム」の幻が描写されている部分に触れま
した。そこでは、刷新され変貌を遂げた世界、痛みや苦しみが過去のものとなった世界が描
かれています。クリスチャンは今の現実世界を⾒つめ、そこにある痛み、苦しみ、不正を⾒
る時、それを新しいエルサレムの希望に照らして⾒ることができます。私たちは、この世界
の何がおかしいのかを知ることができるのです。 
 しかし、ここが⼤切なポイントです。世界のあるべき姿を知っている私たちは、この世界
をより良くしていく歩みへと突き動かされていくのです。私のクリスチャンの友⼈の中に
は、福祉や医療に携わる仕事をしている⼈が多くいます。ほとんどの場合彼らを動機付けて
いるのは、貧困、苦しみ、病気を和らげることを通してこの今の世界をより神様のみこころ
にかなったものへと変えていきたい、という願いです。新しいエルサレムへと向かう信仰の
旅路を歩む中、この新天新地のまだ⾒ぬ姿は、世界をより良いものへと変える主の働きに私
たちが携わるための原動⼒となるのです。世界をより良くし、⼈類の苦しみを取り除いてい
く神学的な動機付けを与えてくれるものであり、私たちが⾃然災害にどう対応したら良い
のかを考える上で⾮常に⼤事なことなのです。 
 
⾃然の働きを科学的に考える 
次に、この議論の３つ⽬の重要な領域である、科学的な側⾯の考察に⼊りたいと思います。
東⽇本⼤震災だけでなく、2004年のインド洋津波と直近の新型コロナウィルスのパンデミ
ックを含む、近年の⾃然災害について⾒ていきます。科学的に⾒ると、これらの３つの災害
を引き起こした⾃然の働きは⼈類の存在にも関わるものである、という点を⽰したいと思
います。 
 講義の前半で、⾃然世界に対して否定的な⾒⽅をしていたデイビッド・ヒュームを紹介し
ました。彼は⾃然界がひどい状態にあるということが、それを創造した存在の無能さや未熟
さを表しているとして切り捨てます。しかしヒュームは、いわゆる「安楽椅⼦の哲学者」で
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あり、この世界を根底で⽀えている種々の⾃然の動⼒を理解せず、⾃分の感覚的な思いによ
って世界について判断を下してしまっているのです。私が⾔いたいのはこれです。⾃然世界
に関して明らかにされている知⾒によれば、地震や津波、感染症は単に根絶可能な破壊的な
現象なのではなく、むしろ⽣命の誕⽣に不可⽋なものなのです。実はこれらの現象は、⼈類
が誕⽣するために不可⽋な役割を果たしていたのです。これらなしには、ヒュームは⾃然災
害について科学的裏付けの⽋けた浅薄な意⾒を語るどころか、この世界に⽣まれてくるこ
とすらできなかったでしょう。 
 初めに、地殻を構成するプレートの動きについて考えてみましょう。これが、2011 年の
東⽇本⼤震災や 2004年のインド洋地震をもたらした⾃然の働きです。地震や津波は、地殻
のプレートが動かされることによって起こります。プレートが動くことにより、地球の表⾯
の状態は常に変化しているのです。ご存知かもしれませんが、この変化と再⽣のプロセスは
⽣命が存在するために必要なものである、と認める研究者が多くなってきています。 
 地球は、表⾯をいくつもの固いプレートで覆われているという点で、太陽系の中でも特殊
な惑星です。プレートは動き続けています。時に互いに近づいたり、時に遠ざかったり、あ
るいは隣り合わせで⼀緒に動くこともあります。⽕星と⽐べると対照的です。⽕星には動く
プレートがありません。なぜなら、地球と異なり、プレートに分かれている表⾯の層が存在
しないからです。そして⾔うまでもありませんが、⽕星には⽣命も存在しないのです。 
 誤解をしていただきたくはありません。地震や津波は良いものだ、と⾔っているわけでは
ありません。私が⾔いたいのは、これらは⾃然現象であり、それゆえ「良い」「悪い」とい
った倫理的な枠組みで捉えることは相応しくない、ということです。そしてまた、これらは
私たち⼈間も含めた⽣命の誕⽣に必要な⾃然の働きであるということも覚えなければなり
ません。⾔い換えれば、科学的な観点からすると、現在私たちを脅かすことがある地学的現
象は、そもそも私たちを誕⽣させてくれたものでもあるのです。 
 次に、ウィルスについて考えてみましょう。新型コロナウィルスの拡⼤によって、ウィル
スの持つ驚異的な感染⼒が明らかになりました。実は、ウィルスの前⾝は⽣物が存在する以
前からあったと⾔われており、それは⽣命誕⽣に不可⽋な要素であった可能性が⾼いので
す。ウィルスによってこの世界が形作られ、細胞の働きや発達の仕組みなどが出来上がった
のです。そして、⽣物界にとって重要な役割を果たすものとして、ウィルスは今後も必要な
のです。 
 例えば、地球にある酸素の 50%は、シアノバクテリアという細菌が⽣み出しています。
この細菌が光合成タンパク質の遺伝⼦を含むウィルスに感染することによって、間接的に
酸素の⽣成が促進されます。他にも多くの例を挙げることができますが、私の⾔いたいこと
はおわかりでしょう。科学的に⾔えば、⼈類の誕⽣は現在私たちを脅かすものともなってい
るウィルスに拠っています。これらは地球のもろい⽣態系を維持するために⼤切であり、⼈
類の存在と繁栄のために必須のものなのです。 
 ここまで考えてきたことは、⾃然災害に関する疑問に対して神学的な解答を与えるもの
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ではありません。しかし、これらの疑問を正しい視野から考えることを助けてくれます。私
たちが複雑に絡み合った世界に⽣きていること、その⼀端を担っている要素を「不要だ」「脅
威だ」として切り捨てることは不可能であることがわかるはずです。 
 ここまでは単に⾃然現象について考えてきました。しかし、そこに加わる⼈の⼿について
も触れる必要があります。⼈の⼿が⾃然に影響を与え、⾃然災害のリスクを⼤幅に⾼めてし
まっていることがますます認識されるようになっています。⼈類が地球温暖化の原因の⼀
部になっていることは直視すべき事実です。世界が私たちに影響を与える⼀⽅、私たちも世
界に影響を与えています。19 世紀以降、私たちは⾃然災害の可能性や、災害のもたらすダ
メージが⾮常に⼤きくなるような仕⽅で⾃然世界に痛みを与えてしまっています。災害は
単に「⾃然な」現象なのではなく、⼈間の媒介や活動によってその影響の⼤きさが決まる現
象なのです。 
 この点を説明するために２つの例を挙げたいと思います。東⽇本⼤震災による被害の⼤
きかった理由の 1 つは、福島第⼀原発で爆発が起こったことでした。津波による被害の影
響で原発の 1,3,4号機でメルトダウンが起き、⼤量の放射線汚染⽔が漏れ出してしまい、数
⼗万⼈の住⺠が避難を余儀なくされました。この場所に原発があったことは、⼈の⼿による
ものです。⼈の媒介がこの場合、発⽣した⾃然現象の影響を猛烈に強める結果となってしま
ったのです。あるいは、2005年にアメリカのニューオーリンズ州に甚⼤な被害をもたらし
た、ハリケーン・カトリーナがあります。この災害による被害が⼤きかった原因の⼀部は、
同地域の対策の不⼗分さや設備的な⽋陥、ずさんな管理などでした。⾃然災害は、⼈の⼿に
よって引き起こされる側⾯もあるということを覚える必要があります。災害の破壊⼒は、⼈
的要因によって増幅されていくものなのです。 
 私は、災害というものを広い視点で捉える必要性を強調したいと思います。私たちは災害
の被害者であるとともに、そもそもその被害の程度を左右する⽴場にもある、という視点で
す。東⽇本⼤震災とハリケーン・カトリーナは、被害地域での経済的、政治的、法的、⽂化
的な⾒直しや変化をもたらしました。私たちは、⽇本とルイジアナのそれぞれが甚⼤な被害
を被った理由を理解し、将来同じような形での損害や犠牲が発⽣する可能性を少なくする
⽅法を知る必要があります。また、これらの被災地域におけるダメージの深刻さを知らなけ
ればなりません。これらに重要な光を当てることのできる聖書的な観点に照らして考えて
みましょう。 
 初めに申し上げた通り、私は何年もの間オックスフォード⼤学で神学を教えています。私
の担当するゼミでは、様々なテーマについて学⽣たちとディスカッションをします。その中
で、クリスチャンの観点から「苦しみ」の問題について考える、いわゆる「神義論」を扱う
ゼミがありました。世界に様々な痛みが存在することと、神が良い⽅であるとする信仰とは
どのように調和するのか、しばしばとても抽象的で知的な議論になります。学⽣たちは、ヒ
ュームなど様々な学者の⾒⽅に触れながら、この問題を考えることに積極的に取り組んで
くれます。しかし、私は冷笑的になりたくはないのですが、時にこれは、相⼿がいない状態
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でパンチを打つ「シャドーボクシング」のようなものに感じられました。それなりに興味深
いテーマではあるものの、話している当⼈たちにとってどこか他⼈事のような議論が交わ
されているように思えました。あくまで学問的な領域にとどまっていて、⼈の⽣き⽅につな
がるようなこととはあまり結びつけられていませんでした。学⽣たちは⾃分たちに特に関
係のないこととして、単に学問的に重要な問題として向き合っていました。 
 ⼀⽅、同時期に⾏なった別のゼミでは、「キリスト教信仰における苦しみ」というテーマ
にフォーカスしました。ここでは先程のゼミとは違う⽅向性をとりました。歴代の偉⼤なク
リスチャンたちがどのように苦しみの経験と向き合ってきたか、に焦点を当てたのです。困
難に直⾯する時、信仰が私たちをどのように⽀えてくれるのか。信仰によって私たちはどの
ように⼈として成⻑できるのか。これらの信仰に基づいた考え⽅やアプローチが、私たちが
苦しみの中にあっても⽣きる⼒を取り戻し、苦しみから学ぶことをどのように助けてくれ
るのか。このゼミの雰囲気はかなり違いました。学⽣たちは、授業で扱う著者たちを、⾃分
たちの⼈⽣を変え得る知恵の源として捉えながら、信仰⽣活の助けや導きを求めて議論に
臨んでいました。彼らはこれらのテーマを⾃らの⽇々の歩みがより豊かになるために⼤切
なこととして向き合っていったのです。私の⾔わんとすることがおわかりでしょうか。 
 この２つのゼミの明確な違いは、学問的な神学と信仰的な霊性の本質的な違いを表して
います。学問的な神学の⾒⽅は、キリスト教信仰の内容について明確、正確かつ客観的に理
解することを求めます。⼀⽅、信仰的な霊性の⾒⽅は、個⼈の内⾯の変化を願い、痛みやト
ラウマに⽴ち向かう抵抗⼒が強まることにつながるのです。過去のクリスチャンたちの記
述を⾒ると、そのほとんどから、様々な痛みや理不尽に思える試練に⾃分ごととして向き合
い、苦しみをむしろ⾃分が知恵や⼈格の⾯で成⻑するための踏み台として⾒ていた様⼦が
読み取れます。苦しみは⼈⽣につきものであると⼀般に受け⽌められ、⼈が理解できるよう
に説明されなければならないものとは捉えられていなかった中世には、このようなアプロ
ーチがクリスチャンの⼀般的な考え⽅でした。それでも、苦しみというテーマは⼤事なテー
マでした。当時の多くの⼈々は、⾃分たちがどのように苦しみを通して知恵と⼈格において
成⻑することが可能かについて思索を深め、しばしば黙想を深めるためのシンボルとして
⼗字架にかけられたイエスを⽤いました。私は、神学と信仰的な⾒⽅は切り離せないもので
あり、互いが互いを豊かにし合うものだと思います。その上で、ここで強調させていただき
たいことは、⼈は神学的な説明以上のものを求めている、ということです。私たちに必要な
のは信仰的な励ましであり、主にある歩みにおいて成⻑する道筋なのです。 
 
⾃然災害を信仰的に捉える 
先に進みましょう。ここで、苦しみというものをどのように信仰的な⼈⽣の⾒⽅・世界の⾒
⽅に結びつけられるかを考えます。これは⼤切なテーマです。近年、⼈⽣の意味を⾒出すこ
とが、⼀般的な意味での⼈類の繁栄のために望ましく、特に精神⾯で豊かに⽣きるために⼤
切である、とますます⾔われるようになってきているからです。クリスチャンにとっては、
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これは昔から明らかなことでした。この点ではようやく世界が私たちに追いついてきた、と
いったところでしょうか。イギリス⼈の⼩説家、ジャネット・ウィンターソンは⾃伝の中で
次のように⾔っています。「⼈間が無意味に⼈⽣を送ることは、動物が⾃分について理解せ
ずに⽣きることとは異なり、尊いことではない。私たちは単に⾷べて、寝て、狩りをして、
繁殖するだけの⽣活はできない。⼈は意味を求める⽣き物である。⻄洋世界は宗教を捨てた
が、宗教的な欲求を捨てたわけではない。私たちには何か⾼尚な⽬的、⼈⽣の意義といった
ものが必要なようである。お⾦や娯楽、社会の発展だけではどうしても不⼗分なのだ。」 
 私たちは簡単に移り変わる⼈の意⾒に流されるのではなく、揺るぎない確固たる真理の
岩の上に⾃らの⼈⽣を築く必要があります。しかしここでは、もっと深い問題があります。
⼈⽣で⼤事なのは、物事を「理解する」ことだけではありません。わからないことや困惑す
ることにも対処し、⾃分に導きや意味を与えてくれる価値あるものを⾒出すことが⼤事な
のです。1 ⽇ 1 ⽇の⽉⽇をただ過ごすということ以上のものを求めたいのです。1 ⽇ 1 ⽇を
過ごすということも⼤事なスタート地点かもしれませんが、私たちは物事の意味を知りた
いのです。⾃分の歩みはどのような流れの中に位置づけられるのか、⼈⽣の意味につなが
る、私たちが置かれている「より⼤きな物語」とは何なのか。私たちの⼈⽣がより超越的な
枠組みのうちにあるものでないならば、⼤きな物語も、⼤きな⽬的も、ないことになります。 
 このことを説明するために、地震やコロナウィルスといった⾃然災害について考えてみ
ましょう。1950 年代に、シカゴ⼤学の全国世論調査センターが「災害」に対する定義を唱
えました。これは「フリッツの定義」と呼ばれていて、⾮常に⼤きな影響⼒を持つようにな
りました。これによれば、災害とは「特定の空間・時間に集中した」出来事であり、ある社
会に対して部分的あるいは全⾯的な物理的な被害や社会的混乱を与えるものである、とい
います。 
 しかし最近では、災害は⼈間のもろさの表れである、と捉え直されるようになってきてい
ます。⼈類は決して強い存在ではなく、⾃分たちの安全や存続を気にかけてはくれない⾃然
の⼒に⻭が⽴たない、もろい存在であると⾒られるようになってきました。「もろさ」とは
複雑な概念であり、個⼈にも、組織にも、建造物、あるいは社会全体に関しても⾔えること
です。しかし、これは個⼈や⼈の集まりに関しても⾔えます。⼈は、⾃分のコントロールの
及ばない領域である⾃然世界の種々の現象に対して脅威を感じているのです。 
 将来の災害に備えるために、私たちは社会の構造、形成された環境、⽂化的な価値観など
の、その社会が災害をどう理解し対応しようとしているかを表すものと向き合う必要があ
ります。近年の⾃然災害によって、そのような事態に備えること、リスク管理のための包括
的な対策を取ることの⼤切さが認識されるようになってきました。どの国や地域も、⾃然の
もたらす異常事態とその破壊的な⼒の脅威から完全に逃れることはできないのです。⼈間
のもろさという視点をもって⾃然の脅威を捉える時に、災害への包括的な対策として、⼈間
⾃⾝の抵抗⼒を⾼めることが⼤事であることが⾒えてきます。 
 では、先の不確かさや脅威の中にあって、信仰がどのようにして私たちに災害への抵抗⼒
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を与えるために重要であるのでしょうか。信仰は、個⼈や⼈々の交わりが困難や困惑に対処
し、その中で導きと意味を⾒出すことを助けてくれるのです。このことの重要性をヴィクト
ール・フランクル（1905-97）という⼈物が強調しました。彼はナチスの強制収容所に収容
された経験を通して、悲痛な状況で⽣き抜くためには意味を⾒出すということが⼤切だと
悟りました。その状況下で⽣き延びられるかどうかは、「⽣きたい」という意志の強さにか
かっていました。その意志の強さは、命が絶たれるかもしれないという悲痛な苦境の中で意
味や⽬的を⾒出せるかにかかっていたのです。収容所でも押し潰されずにいられた⼈々は、
⾃分の置かれた状況を位置付けることのできる「意味の枠組み」を持っていた⼈々でした。
出来事や現象、状況を理解し意味付けることができなければ、しばしば厳しく冷酷に思える
この世界で踏みとどまることは難しいでしょう。 
 私たちには、⾃分たちを位置付け、⼈⽣の道筋を⾒出す助けとなるような、世界を説明す
るマインドマップが必要です。また、⼈間の性質、この世界、そして神についての本質的な
テーマや問題を⾒つめるレンズが必要です。さらには、そのマインドマップやレンズが正し
いかどうかを確かめる⽅法を持つことも必要でしょう。キリスト教の考え⽅では、⽬の前に
⾒えている現実世界は、私たちの先にある遥かに素晴らしい真の世界のほんのひとかけら
の前味に過ぎないのです。パウロは、今の世界では「私たちは鏡にぼんやり映るものを⾒て
います」（1コリント 13:12）という有名な⾔葉を残しました。このように、私たちはこの世
界では物語のすべてを⾒ることはできません。しかし、「⼤きな物語」が存在すること、そ
して私たちはその重要な⼀部であることは確かに⾒て取ることができるのです。 
 では、悲痛な経験や⾃然災害の中で踏みとどまるというだけでなく、それらを通して成⻑
するにはどうすれば良いのか、ということも考えたいと思います。これはますます重要さを
増しているテーマであり、クリスチャン信仰の強みが活かされる部分でもあります。トラウ
マの影響についての⼼理的な分析では、⼀般的に、悲痛な経験が⼈の⽣活に及ぼす⼼理的・
内⾯的な影響が強調されます。こうした経験は、⼈を苦しめ、時には命の危険にさらすだけ
で終わりません。それは、⾃分⾃⾝の価値や⽣きることの意味についての思い込みを打ち砕
くことにより、世界や⾃分⾃⾝に関する核となる考えにも疑問を投げかけてくるのです。最
近、キリスト教がトラウマの経験に活かされるものであることが注⽬されてきており、キリ
スト教には「外傷後成⻑」と呼ばれる枠組みがあるとされています。「外傷後成⻑」とは単
に、悲痛な経験から⽴ち直るということだけではありません。⼈々がその経験を通して⾃分
の⼈⽣について新しい意味を⾒出し、⽣きるための新しい⼒や、この世界と向き合う新しい
視点を深めていくプロセスのことなのです。 
 これは、「抵抗⼒」と同じではありません。抵抗⼒が、悲痛な経験の後にそこから元通り
⽴ち直ることのできる⼒であるのに対し、外傷後成⻑とは、⼈が⾃分の⼈⽣や本質的な価値
観を揺さぶられ壊される経験が、より成熟した価値観の再形成につながるプロセスを指し
ます。聖書は私たちに、この回復のプロセスをたどるためのとても強⼒な枠組みを提供して
くれるのです。この分野での世界的な権威の 1 ⼈は、ミシガン州のオークランド⼤学で⼼
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理学を専⾨とする⽇本⼈研究者である、宅⾹菜⼦教授です。宅教授は外傷後成⻑の研究者で
あると同時に、神⼾⼤学の学⽣であった時に⾃分⾃⾝が 1995年の阪神・淡路⼤震災の被災
者となり、⾃らトラウマを経験した⼈でもあります。 
 宅教授は⼼理学の専⾨家として書いています。私が⾔わんとしているのは、キリスト教
は、悲痛な経験をした後に⼈が⾃分の内⾯を再構築するための枠組みを与えてくれる、とい
う点です。私の妻のジョアンナ・コリカットは、神学者かつ⼼理学者であり、トラウマ後の
成⻑とキリスト教神学との関連について、特に福⾳書に⾒られるイエスの⼗字架の記事に
注⽬しながら詳しく研究してきました。このテーマに関して記した彼⼥の論⽂を少し引⽤
します。「⼈⽣は先が読めないものであることは、想定外の悲惨な事態はきっと起こるとい
うことを意味する。しかし、『⼗字架による勝利』という視点で⾒るならば、私たちの経験
する悲惨な事態や苦難をむしろ重要なもの、良いもの、成⻑の機会として再解釈することが
できる。常にイエスが臨在してくださること、『より偉⼤なもの』に依り頼むことができる
ことは、⾮常に⼤切で⼒強い、⽣き抜くための原動⼒なのだ。」 
 キリスト教の核⼼であるイエスの⼗字架と復活は、外傷後成⻑の素晴らしい例です。災害
や混乱のうちにある⼈間の状況に光を照らし、変⾰をもたらすことができるものです。それ
は、苦しみや困難をむしろ⼈⽣を豊かなものにするための⼿段として⾒るクリスチャン信
仰を明確に表しています。福⾳書の記述で、⼗字架はキリストに対する残酷な⾏為として描
いています。これを受けて弟⼦たちは落胆し、途⽅に暮れ、絶望に陥りました。⾃分たちの
依り頼んできた信仰と価値観は、このような悲痛な出来事を前にして何の⼒にもならない
ように思われたでしょう。しかし、このように⾃分たちの⼤事にしてきたものを問い直すこ
とで、彼らは⼀連の出来事を新しくより正しい視点をもって理解するようになり、そうする
ことが暴⼒と苦しみに満ちたこの世界に⽣きていく助けになると悟ったのです。⼗字架は、
そこに神がおられなかったことの証拠であるどころか、むしろ神の全世界を救う働きを成
し遂げる⽅法だったのです。 
 クリスチャンが苦しみや痛みの中でも⽣きていくための際⽴った⼒を有することは、
元々教会が悲痛な経験を通して誕⽣したものであるという歴史に根ざしています。⾮現実
的な期待が打ち砕かれたところから新しい考え⽅が⽣み出され、それによってクリスチャ
ンたちは、苦しみにより途⽅に暮れ、先の⾒えない中にあっても、新しい視点と新しい確信
を持つことができたのです。この点についてはより詳しい説明が必要ですが、ここでは時間
の関係で割愛します。しかし、この⼤切さはおわかりいただけたのではないでしょうか。 
 あなた⾃⾝の⾒⽅を形成していくためには、私のような⻄洋の学者ばかりに⽿を傾けて
いただきたくはないと思います。皆さんのアプローチは、キリスト教信仰に根ざすと同時
に、⽇本に特有の⽂脈に即した真に⽇本的なアプローチであるべきでしょう。例を挙げれ
ば、先程触れた宅教授は、外傷後成⻑についての研究の中で、アメリカと⽇本の間の違いも
指摘しています。 
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結論 
ここまで、⻑く話してきました。講演を締め括らなければなりません。改めて、この⼤事な
テーマについてお話しする機会を与えていただき感謝します。このシンポジウムのテーマ
は、「いかにしてもう⼀度⽴ち上がるか」です。これはとても重要であり、私たちに直接関
わる問題です。私は、災害からの回復と再⽣に特に焦点を当て、それらを抵抗⼒と成⻑とい
うことと結びつけて語ってきました。すでにおわかりのように、私は皆さんの国からすれば
ゲストに過ぎず、私の視点は外からの⾒⽅に過ぎません。そのため私は、東⽇本⼤震災に関
わるより深い問題について考察し、皆さんが⽇本の⽂脈でご⾃分の考えを深めることがで
きるようなツールを提供しようと試みたつもりです。⽇本の教会が、これらの問題に関する
それぞれの独⾃のアプローチを深めることは⾮常に⼤切だと思います。ここで扱った様々
な考え⽅が２つの点で助けになることを願います。1番⽬に、このような災害をどう理解す
れば良いかを知的に考えることにおいて。2番⽬に、そしてこちらの⽅がより重要かもしれ
ませんが、どのように災害に対応すればよいのか、特にその中でクリスチャンの交わりや 1
⼈ 1⼈がより知恵において成⻑するためにはどうすればよいか、ということにおいてです。
残念ながら、私たちはこの先も、⾃然災害を避けることはできないでしょう。社会的に、組
織的に、霊的に、しっかりと備えておく必要があるのです。 


