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第 56 回朝祷会広島全国大会 
記念講演③：「未来：広島後のキリスト者の祈り・広島の神学に向けて」     福田誠二神父 
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１． 広島の原爆被爆 
 

1945 年 8 月 6 日（月）、快晴の日の朝、午前 8 時 15 分に人類史上最初の原子爆弾が広島に投

下された。原子爆弾は投下 43 秒後に地上 600 メートルの上空で閃光を放って炸裂し、小型の太

陽ともいえる灼熱の火球を作り、中心温度は摂氏 100 万度を超え、1 秒後には最大直径 280 メー

トルの大きさの火球となり、爆心地周辺の地表の温度は 3 千～4 千度に達した。爆発の瞬間、強

烈な熱線と放射線が四方へ放射されるとともに、周囲の空気が膨張して超高圧の爆風となり、こ

れらが複雑に作用して大災害をもたらした。原爆による被害の特質は、大量破壊と大量殺戮が瞬

時にかつ無差別に引き起こされたこと、放射線による障害がその後も長期間にわたって人々を苦

しめたことにある。2016 年 8 月時点で原爆死没者慰霊碑には 30 万人以上の犠牲者名簿が納めら

れている。爆風、熱線、放射線、高熱火災、それらによる被災および被爆の後障害、就職や結婚

の差別など、今日でも尚、原爆という「絶対悪」による被爆被害は続いている１。 
 
2. 被爆直後の広島における証言 
 
① 山口裕子（ヤスコ）氏の証言：「1945 年当時、ヒロシマ市内には幟町カトリック教会と、楠 
木町（現・三篠教会の場所）に煉獄援助修道会とその託児所、近郊の長束にイエズス会修練院が

ありました。・・・記録によれば 1944 年、幟町教会の信徒数は 256 名、受洗者 19 名。1945 年は

被災のため不明。1946 年には 172 名になっています。この他に 1944 年に三篠では 48 名、長束

の信徒も若干名あり、また朝鮮半島から強制連行されて広島に来た人々の多くがカトリック信者

であったといわれています・・・」２。 
②  J. ジーメス神父の証言：「我々は幾度となく、原子爆弾を投下することの倫理性について議 
論をたたかわした。ある人たちは原子爆弾を毒ガスと同列に論じ、これを非戦闘員に投下するの

は許されぬ行為だと主張し、他の人たちは、現在日本が遂行しつつあるような全体戦争において

は戦闘員と非戦闘員の間に本質的な区別は存在せず、しかも原子爆弾は事実において日本の降伏
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をうながすことによって戦争の流血を停止させ、確実に予測されていた日本国民の玉砕を未然に

防いだ点を考えなければならないと主張した。私の意見はどうかといえば、もしもわれわれが近

代的な全体的戦争を是認するならば、その論理的帰結として、当然、非戦闘員の殺傷を非難する

ことはできなくなるということである。従って、残された根本的問題は、正当な目的のためとあ

らば今日みられるような形態の全体戦争が論理的に正当化され得るのかということになる。しか

し全体的戦争というものは、それによって獲得されるはずのあらゆる善よりもはるかに大きな物

的ならびに倫理的悪を、当事国の国民に不可避的にもたらすとは言えないだろうか。倫理神学者

たちに、この具体的な問題に対して、はやく明確な解答を与えてくれないものだろうか」３。  
③ P. アルペの証言：「このミサこそ私たちのために苦しみを受け十字架上でご死去なさったイエ 
ズスが、苦しみのさなかに救いの恵を与えてくださることを教えてくれた。・・・おのずと私は、

あの原子爆弾を落とした残忍な人々のために『主よ、何をしたか知らないから、彼らを赦したま

え』と祈った。また、私の前に横たわって体中のやけどで苦しんでいるこの大勢の人々のために

も『主よ、彼らの目が開かれるように、彼らに信仰を与え給え。その苦痛を耐え忍ぶために、彼

らに力を与え給え・・・わが主よ、我が神よ、この牧者なき羊の群れを憐み給え、主を信じる恵

みを与え給え。彼らも主をシラなければならないことを覚え給え』」４。 
④ H. チースリクの証言：「本祭壇の後壁には、聖堂が聖母被昇天にささげられているので、聖 
母のモザイクが計画されたが、実際は、1961 年にドイツ連邦のアデナウワー首相が献贈した「再

臨のキリスト」となった。世界でもユニークで、高さ 13 メートルもある巨大なモザイクであ

る。・・・このモザイクは「再臨のキリスト」という題であるが、1985 年 8 月 6 日にこの聖堂で

行われた荘厳な献堂記念と慰霊祭にあずかったアメリカの一信者の印象は、まったく違っていた

ので、興味深い。言うまでもなく彼は近くからではなく信者席のかなり後ろからながめただけで

あろう。彼はそれを「原爆のキリスト」と見ており、栄光の光線を原爆と解釈しながら、そのな

かで十字架につけられているキリストに見えた。あたかも新しい信仰箇条かのように、『キリスト

は広島で十字架につけられた』と深く感動したそうである。彼の論文『私の広島』は、京都国際

文化協会の懸賞募集で二等を受けた」５。 
 

３．永井隆の「燔祭説」の神学的意味 
 
 2015 年に、広島のプロテスタント・キリスト者である四條知恵氏はその博士論文６『浦上の原

爆の語り―永井隆からローマ教皇へ』において、日本のカトリック教徒の原爆被爆に関する語り、

特に日本のカトリックの一つの中心地であり、長崎原爆被爆の中心地でもある長崎・浦上におけ

る原爆に関する語り、すなわち、日本のカトリック教会における原爆に関する神学的語りに関す

る詳細な調査および分析を行っている。四條によれば、「長崎の原爆被害は、しばしば『祈り』と

いうキリスト教的なイメージと結びつけて語られ、その中心に永井隆の原爆に対する思想の影響

があると考えられてきた」。その中で提唱された「燔祭説」は、長崎のカトリック教徒の間で生ま

れた独特の原爆の語りとして、占領期以後、数々の批判にさらされてきた。永井の「燔祭説」と

は、「信仰の自由なき日本において、迫害の下、四百年殉教の血にまみれつつ信仰を守り通し、戦

争中も永遠の平和に対する祈りを朝夕絶やさなかったわが浦上教会こそ、神の祭壇に献げらるべ
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き唯一の潔き羊ではなかったでしょうか。この羊の犠牲によって、今後更に戦禍を蒙る筈であっ

た幾千万の人々が救われたのであります」７というもので、GHQ の検閲下で出版が許された『長

崎の鐘』の一節である。それには、「少なからず、占領期以後を生きる非カトリック教徒の視点か

ら見た、このロジックの異質さへの驚きがあったと感じる。それは、明るい『陽の光』が長崎旧

市街だとすれば、暗い『陰の顔』は、キリシタン弾圧から原爆まで長崎の悲劇の面をのみ背負っ

てきた浦上である」などというように、浦上を、「差別を抱え込んだ『異質』な土地と捉え、差別

を受けてきたカトリック教徒たちの歴史的背景と結び付けてその原爆被害と語りを理解するとい

う論調を生んだ。このような論調には、原爆被害を浦上に限られたものとして矮小化するという

批判も向けられており、著者自身もキリスト教的なイメージと原爆被害と結び付けて語ることは、

肯定的に用いるにせよ、否定的にもちいるにせよ、原爆被害を浦上に閉じ込めることにつながる

と考えている。このような旧来の論調のほとんどが、単純に永井隆は浦上のカトリック教徒を代

表する存在であり、永井隆の原爆被害の語り方はすなわち浦上のカトリック集団の語り方である

と捉えている。それでは、たまたま壊滅的な被害を受けた地域に永井隆という提唱者がおり、カ

トリック教徒がいたために、燔祭説は生まれたのだろうか」８。 
確かに、長崎市の原爆被害を受けた中心には、カトリック教徒の多く住む地域が含まれていた。

長崎のカトリック教徒は、迫害の中で信仰を守り続けてきた歴史を持つとともに、当時の日本の

カトリック教区のなかで最大の信者を有しており、被害を受けた浦上はその要とも言える地域で

あった。これは、同じ原爆被害を受けた広島市にはない特徴である。浦上のカトリック教徒、ま

たカトリック集団にとって、燔祭説が与えた原爆死の意味は、崩壊した社会の中で生きるための

希望を指し示すものであった。「燔祭説は、個々のカトリック教徒とカトリック集団の原爆被害を

結びつけるとともに、これまでの歴史理解に沿ってカトリック集団の存在意義を強めることで、

浦上の地域共同体に入った『ひび』を統合する機能を持っていた。それは、浦上のカトリック教

徒たちに、過去と未来を提示することで、集団を再統合し、共同体を作り出す試みであり、それ

によって、生き残ったカトリック教徒たちは、もう一度、集団の中の個人としてのアイデンティ

ティを確保し、再建に向かって歩み出す力を与える」ものであった。「カトリック教徒が集住する

地域共同体があり、それをもう一度立て直そうとするなかで、燔祭説は求められ、語られた。燔

祭説はカトリック教徒であったために必然的に語られたものではなく、それを提唱した永井隆の

存在と、浦上のもつ固有の条件から長崎のカトリック教界に生まれた独特なものと言える」９。以

上が、四條による『永井隆の燔祭説』という語りに見られる神学理解である。 
 
４． 広島市の「平和宣言」 
 

世界最初の原子爆弾の惨禍を経験した広島市は、1947 年から平和公園で「平和祭」を開始し、

広島市長が「平和宣言」を読み上げている。最初の「平和宣言」では、「この恐るべき兵器は恒久

平和の必然性と真実性を確認せしめる『思想革命』を招来せしめた。すなわち、これによって原

子力をもって争う世界戦争は人類の破滅と文明の終末を意味するという真実を世界の人々に明白

に認識せしめたからである。これこそ絶対平和の創造であり、新しい人生と世界の誕生を物語る

ものでなくてはならない」、「今我々が為すべきことは全身全霊をあげて平和への道を邁進し、も
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って新しい文明へのさきがけとなることでなければならない。この地上より戦争の恐怖と罪悪と

を抹殺して真実の平和を確立しよう。ここに平和塔の下、我々はかくのごとく平和を宣言する」

とある。1956 年の「平和宣言」で「原水爆禁止」が宣言される。1971 年には「次の世代に戦争

を平和の意義を正しく継承するための平和教育」が宣言され、1982 年には第二回国連軍縮特別総

会で提唱された平和のための世界的な都市連帯の呼びかけが「平和宣言」の中で行われる。1991
年には「日本はかつて植民地支配や戦争で、アジア・太平洋地域の人々に、大きな苦しみと悲し

みを与えた。私たちは、そのことを申し訳なく思う」という日本の戦争責任についても言及され、

1996 年には「核実験の全面禁止」を表明するとともに、被爆の実相を語り継ぎ広く伝えていくた

めの「平和文化の創造」と「被爆資料の集大成」を求める宣言が行われた。1997 年には核兵器の

ない世界を実現するために、日本政府に対して「『核の傘』に頼らない安全保障体制構築への努力」

を求めると同時に、言語・宗教・習俗などの違いを超えて、世界の人々と率直な対話を進める必

要性が訴えられた。1999 年には被爆者が原爆の惨苦や絶望を乗り越え、ひたむきに核兵器廃絶を

訴え続けてきた足跡を称えた上で、核兵器は人類滅亡を引き起こす絶対悪であるとの真実に基づ

き、核兵器を廃絶する強い意志を持つことが何よりも大切であることを訴えた。2000 年には戦争

と科学技術の世紀であった 20 世紀を振り返り、憎しみや暴力の連鎖を断ち、「平和と人道の世紀」

にするために和解や人道を重視する勇気を持つよう訴え、2001 年には、21 世紀の最初の平和宣

言として、2020 年までに地球上から全ての核兵器を廃絶するために「核兵器廃絶のための緊急行

動」への支持を訴えた１０。 
 
５． 教皇ヨハネ・パウロ二世の「平和アピール」 
 
 1981 年 2 月 23 日から 26 日にかけてカトリック教会の最高指導者である教皇ヨハネ・パウロ

二世が始めて日本を訪れた。広島平和記念公園においてローマ教皇は、集まった約 2 万 5 千人の

観衆を前に九ヵ国語で「平和アピール」を行った。このアピールは「戦争は人間のしわざです。

戦争は人間の生命の破壊です。戦争は死です。…『過去を振り返ることは、将来に対する責任を

になうことです』。」という印象的な日本語で始まり、「戦争と核兵器の脅威にさらされながら、そ

れを防ぐために、各国家の果たすべき役割、個々人の役割を考えないですますことは許されませ

ん」という戦争と核兵器の恐怖に対して明確に個人の行動を強く求めるものであった１１。 
 続いて訪問した長崎で、教皇は原爆被害者に対して次のメッセージを残す。「皆さんが今日まで

耐えてこられた苦悩は、この地域に住むすべての人の心の痛みとなっています。皆さんの生きざ

まそのものが、すべての善意の人に向けられた最も説得力のあるアピール――戦争反対、平和促

進のため最も説得力のあるアピールなのです。今、私は、最初の原爆炸裂の日より二年目に、時

の広島市長が、『戦争のもたらす苦痛と罪悪性を己が身をもって体験した者こそ、戦争を最悪の悲

劇としてどこまでも告発し、最大の情熱を傾けて平和を希求するであろう』と言った言葉を思い

出します。皆さんは絶え間なく語りかける生きた平和アピールであり、私たちは皆、皆様のおか

げをこうむっているのです」１２。教皇の被爆地訪問は様々な評価があったが、「平和を願う市民

感情が大きな一つのうねりとなり、共鳴を呼び起こした」として原水禁運動を越えた被爆者ある

いは市民の思いを代弁するものであり、新聞記事によれば、「一口に言って大変崇高なアピールだ。
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我々が将来とるべき指針を具体的に示してくれた。原爆被災地の一つである長崎からみると、現

在一部の人々が訴えているような、『過去は忘れて、ただ祈っていれば恒久平和がやってくる』と

の考え方や取り組みをたしなめたものと言える。やはり私たちが唱えてきた方法、つまり将来に

向かって行動に立ち上がることが大事であることを的確に指摘している」という評価であった１３。 
  
６． 「燔祭説」から「核兵器廃絶、世界恒久平和」の運動へ 
 
 新聞記事によれば、日本のカトリック教会は、「過去 30 年間、ひたすら被爆を『神が課した試

練』としか受け止めず、被爆者らの平和運動にも沈黙し続けてきたカトリック信徒たちが、過去

の閉鎖性を打破してどのような平和運動を築き上げていくべきか。『祈りの長崎』の言葉に代表さ

れる宗教性への逃避、埋没をどう突き破っていくべきか。教皇のアピールをただのセレモニー、

平和ショーとしないためにも、平和のために『行動するカトリック』への大胆な変革が問われて

いる」状況であった１４。これに対して、日本のカトリック教会は『平和と現代日本のカトリック

教会――教皇「平和アピール」に答えて』を発行し、教皇の平和アピールは「世界にとっても、

アジアにとっても、日本にとっても、また日本のカトリック教会にとっても計り知れない重要性

を持つものである」という認識を表明し、「日本の教会の責任と使命」について「教会の頭であり、

我々の父である教皇のこの力強いアピールを聞きながら、日本のカトリック教会が全霊をもって

これを受け止め、全力をもってこれを実行に移さないならば、それは教皇の期待にそむくばかり

でなく、全世界と全アジアの期待にそむき、特に深い感動をもってこのアピールを聞いた日本の

全国民の期待にそむき、カトリック教会への失望をまねくことになる」と述べる。さらに、1982
年に日本の司教団は第二回国連軍縮特別総会での「核兵器完全禁止を要請する趣旨書」において

「戦争は人間の仕業であり、核兵器は人間が造り出したものです。それゆえ核兵器を完全に禁止

し、平和な世界を造り出すことも人間の責任です」と呼びかけ、さらに、「憎しみと戦争に反対し、

色々な他の方法を用いて正義と平和の推進のために献身している、他の宗教を信じている人々と

協力することも自分たちの使命である」と述べる。8 月 6 日から 8 月 15 日の間は「日本カトリッ

ク平和旬間」と定められ、広島と長崎で様々な平和行事が行われるようになった。 
それでは、永井隆の『燔祭説』をめぐる語りでは、歴史を叙述するという観点から、何が強調

され、何が覆い隠されていたのだろうか。「原爆死を神への燔祭とし、その犠牲によって平和がも

たらされた」とすることにより、原爆死者は「潔く善い人」であり、その死により平和がもたら

されたという肯定的な意味が与えられる。それは何よりも当時の浦上のカトリック教徒にとって

肝要なことだったが、構造として、暴力による殺戮という原爆被害の問題性は不可視化され、原

爆を投下した者の存在が見えなくなるという側面をもっていた。原爆被害者とそれにより死んで

いった者たちの美しさ、清らかさ、気高さが強調されることにより、原爆死の醜さ、残酷さ、悲

惨さへの訴えは影をひそめ、憎しみ、怒り、恨みといった感情的要素も語られにくくなる。また、

カトリック集団は苦難の折も信仰を守り通したために神に選ばれたのであるから、戦時中の集団

自身の行為に批判的な視線を注ぎにくくもなる。戦時中、浦上教会では戦闘機の寄付のための献

金が進んで行われ、司祭の中には、カトリック信者の多い「南方」に宣撫班として出向いていた

者も少なくはなかったが、内部からこれらの戦争協力に批判が向けられる機会は少なかった。人
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は、理不尽な死になんらかの意味を見出さなければ、前に歩み出すことはできない。『燔祭説』に

より、残された者は暴力による不合理な死に意味を与え、慰めと生きる力を得て、人生を歩んで

きた。『燔祭説』が統合しようとした「ひび」は、永井が「原子爆弾が私たち長崎市民に加えた破

壊のなかで、最もむごいものでありました」と述べるように、浦上のカトリック教徒と集団が抱

く、癒えることのない深い苦痛そのものであったのではないだろうか。浦上の輝く「復興」を目

指して語られた『燔祭説』が覆い隠そうとしたのは、率先して復興を導き、あるいは支える人た

ちの間で、消えることなくい疼き続ける痛みでもあったのかもしれない１５。 
これに対して、教皇をめぐる語りは、「戦争を否定すべきものと捉え、原爆死よりも戦争の悲惨

さを語り継ぐことの意義を強調することで、語る者の憎しみや怒りといった感情的要素を掬い上

げるという構造を持っており、『戦争は人間のしわざである』と規定することで、原爆を否定する

回路を開くという点に、『燔祭説』をめぐる語りとの大きな違いがある」。過去の出来事を語ると

いうことは、本質的に出来事を現在に意味づけ、原爆死について語ることは現在における新しい

意味を与えることである。新しく語られることによって過去の意味が変化し、現在を生きる意味

と行動に変化が要請されるのである。 
 
７． 「アウシュヴィッツ後の神学」から１６ 
 
（１）エリ・ヴィーゼルはアウシュヴィッツを生き延びたノーベル賞作家であるが、彼の作品『夜』

に次のような一節がある。「ナチスの捕虜収容所で脱走を試み捕まったユダヤ人の絞首刑の際に、

見せしめに多くのユダヤ人も絞首刑にされる。その中には子供もいる。子供は体が軽いので、長

い間、苦しみ続ける。それを見つめる一人の囚人は、自分の後ろで誰かがこう言ってうめくのを

聞いた。『神はどこだ。どこにおられるのだ。いったい、神はどこにおられるのだ』。そして、ど

こからともなく、ある声が、私の心の中で、その囚人にこう答えていた。『どこだって？ ここに

おられる。ここに、この絞首刑台に吊るされておられる』。…『神は死んだというニーチェの叫び

声が、ほとんど我々の身体と心に直に衝撃を与え続けている、一つの現実の表現であった』」。「神

がホロコーストの犠牲者の一人として死んだ」という、ニーチェのいう「神の死の神学の時代」

の到来であろうか。これが「アウシュヴィッツ後の現代の我々の神学状況」における根源的な問

題提起である１７。 
（２）I. メイバウムはホロコーストを生き延びたオランダのユダヤ教ラビであるが、彼によれば、

神が歴史の中で働くことを肯定しつつ、アウシュヴィッツでは働かれなかったとするのは矛盾で

ある。あるいはアウシュヴィッツで神が働かれているとすれば、ホロコーストの究極の責任は神

に帰されてしまうので、これも矛盾である。メイバウムによれば、ユダヤ民族は世界史的な破壊

的事件を三度体験した。神はこうした事件を通して歴史に介入し、新しい世界の始まりをもたら

そうとされる。このことを、メイバウムは「神の創造的破壊」と呼ぶ。紀元前七世紀の「バビロ

ン捕囚」、ローマ帝国による「エルサレム神殿破壊」、そしてナチスの「ホロコースト（大虐殺、

燔祭）」である。その上で、ホロコースト理解をイエスの十字架をモデルにして考察する。罪のな

いイエスが自身の死によって全人類の救いを可能にしたように、ホロコーストの数百万の犠牲者

も神によって選ばれた犠牲の捧げものである。世界の人々が神の呼び声に応答するのは、その声
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が死と破壊の言葉で表明される時である。それ故に、十字架が重要である。選民としてのイスラ

エルの民は、この神の意志を伝える「使命」を持つ。しかしながら、ユダヤ人たちは神から離反

し、神の意志を伝える使命に背いた。「神の創造的破壊」によって、神の使命の下に連れ戻される。

ホロコーストとはこの神の最後の叫びと呼び戻しである。永井隆の『燔祭説』と類似の意味を持

つものであるが、神の使命の実現とはいえ、数百万の無実の人々を苦難と死に追いやる神を本当

に受容できるのかどうか１８。 
（３）U. サイモンはアウシュヴィッツで父親を、スターリンのソ連で兄を失った聖公会司祭であ

るが、彼は、アウシュヴィッツとは特定の地域に限定されず、人間の蛮行から生じる罪過全体を

現す集約的概念であると考える。彼にとってキリスト論が重要である。アウシュヴィツの背後に、

原型として、すべての苦悩を負いたもうキリストの犠牲を読み取る。ゴルゴタとアウシュヴィッ

ツとが結ばれることで、アウシュヴィッツは無意味性から解放され、霊的意味が与えられる。ア

ウシュヴィッツでさえ、イエス・キリストによって成就された全てを包括する働き・救済の出来

事の外にはない。従って、アウシュヴィッツはその超越的指示を持つ。ヒトラーの反ユダヤ主義

は、ユダヤ人を拒絶することで法や知恵、福音を軽視してきたキリスト教信仰への警告である。

アウシュヴィッツにおける無実の人々の苦難や試練は、苦難の僕になぞらえられ、彼らの死は、

類比の関係により、贖罪の死と理解される。彼らアウシュヴィッツで死んだユダヤ人は、他者の

ために死んだ。ユダヤ教徒とキリスト教徒の間の憎しみは今や取り去られ、新しい時代に突入し

た。このサイモンの理解は、アウシュヴィッツの犠牲者を贖罪の苦難と死として捉え、ホロコー

ストの意味付けを試みたもので、その限り理解できる。しかし、そうした犠牲を容認したかもし

れない歴史の支配者・伝統的な全能の神への問いは残らないのかどうか。また、アウシュヴィッ

ツの犠牲者の苦難と死を贖罪の苦難と死とする理解の仕方は、キリストの十字架の贖罪の一回性

という伝統的解釈を突き抜けることになるが、サイモンの立場はそれを容認できるのかどうか１９。 
（４）J. モルトマンは自身のドイツ人としての同世代の罪責と苦難の経験から苦難の神から考察

を開始する。彼の神学的背景は「我々はアウシュヴィッツ後に神について語ることができるのか」、

「アウシュヴィッツ後にどうして神について語らないでいられるのか」という二つの問いのせめ

ぎ合いにある。強調点はホロコーストの根としての、キリスト教初期の時代からの「反ユダヤ主

義の告発と罪責告白」および「神概念の革命」にある。苦難を受け、毒ガスによって殺された人々

の義を求める叫びに直面する時、弱さや無力さを体験できない伝統的な全能の神概念は退けられ

る。彼の理解する神は三位一体論の中で解釈される苦難の神である。御子イエスが神から見捨て

られ十字架につけられるという苦難において、父なる神も子であるイエスを捨てるという痛みを

甘受される。それゆえ、彼は、この十字架における神と子イエスとの外的救済経綸的分裂を父な

る神と子なる神の対立として神自身の内的三一論的本質の中にまで導入する（内的三一論と外的

三一論の区別の撤廃）。しかしながら、父なる神の苦難とイエスの苦難とはまったく同一ではない。

従って、「父神受苦説」ではなく、「父神共苦説」を説く。モルトマンは、イエスの十字架のよう

に、アウシュヴィッツもまた神御自身の中に、父なる神の痛みの内に、子の放棄の内にあったと

考える。ヴィーゼルの言うように、神は絞首台に掛かっておられる。これは、アウシュヴィッツ

の肯定や正当化ではなく、虐殺された者、ガス室で殺害された人々の復活を通して実現される苦

難と死を超克する希望の現実の根拠である。このような、モルトマン等に見られるイエスの十字
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架に示される「神の共苦」から接近するアウシュヴィッツ解釈は現代の神義論の一つの特徴であ

る。しかしながら、アウシュヴィッツに見られるような罪のない者の苦難や死を神による「宗教

的訓練や試練」と見なすのはマゾヒズム的神観であり、他方、神を全知・偏在・全能を考える伝

統的定義と愛の正義の神理解とは一致できないのではないのか、苦難を全能の神の定めとし、罪

に対する懲罰とするのはサディスト的傍観者的神観ではないのか２０。 
（５）D. ゼレは、モルトマンも「苦しまれる神」を主張するが、その神学体系によって「十字架

につけられた神」という彼の意図は弱められていると考える。神の苦難の理解を三位一体内の出

来事とすると、神は愛し苦しむキリストであると同時に、苦悩を造る者、全能の支配者なる神と

いうことになる。これでは、神の残酷さを強調する神学的サディズムである。アウシュヴィッツ

は、神の意志でも神が許可されたことでもない。ドイツ民族の名によって起こったことである。

神は処刑者や見物人たちとではなく、ガス室で殺害された者と共におられる。神は毒ガスで殺さ

れた。我々が神を助けなかったために、この「無力な神」は犠牲者を助けることができなかった。

「神は我々の手以外の手を持っておられない」。神とは、ゼレにとって、人間の愛しうる能力に関

するシンボルでもある。神は、人間が抑圧され苦難を受けている人々の側に留まることを訴えて

いる。「神は…アウシュヴィッツで絞首台に吊るされて…解放の運動が人間から起こるのを待って

おられる」。ゼレは我々の「神理解の変革」を訴えるとともに、常に被抑圧者や被差別者と連帯さ

れる聖書の神に祈り、正義を行うよう勧める。世界各地で続いている軍拡や地域戦争や人種差別

などの差別に見られるように、アウシュヴィッツはアウシュヴィッツで終わってはいないからで

ある２１。 
（６）P. ヴァン・ビューレンはアメリカの神学者であるが、彼は「神の死の神学」の立場から、

アウシュヴィッツ後に神について語ることの困難さを指摘しつつ、神が我々を「自由に、そして

責任を負うべきものとして創造された」ことを強調し、「神は人間に与えたもうた自由を人間が充

分に行使しないために、静止され、痛みを覚え、苦しまねばならない」と考える。アウシュヴィ

ッツの時、神はどこにいたのか。「神はユダヤ人と連帯し苦難を受けておられた」。この神は神の

民と苦しまれることによって、キリストの教会を覚醒させ、ユダヤ人への愛と敬意を生み出させ

ようとしておられた。その意味で、ホロコーストは、人間が神の前で、歴史に対して徹底的な責

任を取るよう神が要求しておられることの神の啓示である。ビューレンの見解の特徴は、神によ

る人間の自由の創造が神の自己決定を構成するという点にある。神はホロコーストを阻止するた

めに介入できなかった。それは、介入すれば、人間に責任と自由な想像力を与える愛と自由の神

であることを止めなくてはならないからである。彼はいわば、有限な神からのアウシュヴィッツ

理解を試みているといえる２２。 
（７）E. ベートゲは、1950 年代にロンドンやニューヨークでのユダヤ人との出会いを通じて「罪

責問題」からアウシュヴィッツ後の神学を展開する。彼によれば、ホロコーストの事実は 1945
年 10 月のシュトゥッツガルト罪責告白にもまったく言及されていない。この罪責告白は一般的な

道徳的範疇に留まっており、それよりも「罪責の歴史的形態」「具体的罪責」が重視されるべきで

ある。ベートゲによれば、アウシュヴィッツの死は犠牲以外の何物でもなく、人間の死を告知す

る「全くの否定的告発」である。ホロコーストは、隠れてはいるが生きておられる神に対する人

間の叫びである。このアウシュヴィッツからの抗議をドイツ人は真摯に受けとめなくてはならな
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い。このように認識することで、ドイツ人の罪責告白を明らかにしていく。特に、このアウシュ

ヴィッツの根はキリスト教の反ユダヤ主義にあると見なす。従って、ベートゲは、新約聖書や初

代教父、教会の信条や典礼式文、教会制度などに見られる反ユダヤ主義を神学的解釈的に新しく

分析し、ユダヤ教との折衝によってメシアの出来事の検討を行う、「神学全体の検証」が重要であ

ると考える。神は「勝利の神」ではなく、「アウシュヴィッツで十字架を負いたもう神」であり、

この「苦しむ神」のみが我々に助けを与え得ると考える２３。 
 
８．「アウシュヴィッツ・ヒロシマ・ナガサキ後の神学」に向けて、ヨハン・バプテスト・メッツ 

の「受難の記憶（Memoria Passionis）」２４の視点からの基礎的考察 
 

（１）アウシュヴィッツ・ホロコーストに背を向けて、ヒロシマ・ナガサキの原爆被爆に背を向

けて、あるいは世界における戦争や内戦やテロリズムにおいて貧しい者や抑圧されている者や苦

しんでいる者の無言の苦難に背を向けてキリスト教神学は構築できない。これがヨハン・バプテ

スト・メッツの「政治神学」の出発点である。彼によれば、アウシュヴィッツ・ヒロシマ・ナガ

サキ後のキリスト教神学を形成するためには、キリスト者がユダヤ人、被爆者、戦争犠牲者、難

民…に直面し、ユダヤ人や彼ら各々の信仰や思想の歴史を理解し、彼らと同化する必要がある。

キリスト教信仰におけるユダヤ教や彼らの信仰的次元を再認識し、キリスト教内部におけるユダ

ヤ教やイスラム教や他の価値観の遺産を肯定し、真のエキュメニカルな営みのために聖書のメシ

ア概念を再興する必要がある。その上で、メッツは、ヴィーゼルの「神はどこにおられるのか」

という問いに対して誰が回答する権利を持つのかと問う。その権利を有するのは、第一に、アウ

シュヴィッツで死の恐怖を味わったユダヤ人、ヒロシマ、ナガサキ、数々の戦争や内戦やテロリ

ズムにおいて罪なくして命を落とした無辜の人々である。アウシュヴィッツの絶滅収容所やヒロ

シマやナガサキの原爆という現実の外に立つ者、少なくともガス室や原子雲や空爆によって人々

を絶望状況に追いやったキリスト者には、その問いに答える権利はないであろう。アウシュヴィ

ッツやヒロシマ・ナガサキの犠牲者との対話なしには、神と出会うことはできず、単なる無意味

性へと運命づけられることになろう。メッツは、アウシュヴィッツやヒロシマ・ナガサキを他の

類似の破局の象徴とすることで、ホロコーストやヒロシマ・ナガサキの犠牲者の固有性を無効に

してしまうことに警告を発する。メッツにとって、この問題は「神義論」の問いばかりではなく、

「人義論」（anthropodicy）の問い、すなわち、「アウシュヴィッツ・ヒロシマ・ナガサキで苦難

と死に直面した人間の義認の問い」でもある。「アウシュヴィッツ・ヒロシマ・ナガサキにおいて

人間はどこにいたのか、キリストの教会はどこにいたのか」とメッツは問いかける。キリスト者

とその教会は「アウシュヴィッツで死の恐怖を味わったユダヤ人、ヒロシマ、ナガサキ、数々の

戦争や内戦やテロリズムにおいて罪なくして命を落とした無辜の人々と共におられるイエス・キ

リストと共にいる、彼らと苦しみを共にするところにいる」と答えるべきである。それゆえ、「ア

ウシュヴィッツ・ヒロシマ・ナガサキ後の神学」は最終的に「アウシュヴィッツ後の、ヒロシマ・

ナガサキ後の共苦するキリスト論の問題」となる２５。 
（２）「人々は私のことを何者だと言っているか」というイエスの弟子たちへの問いに対する最初 
の回答は「あなたはユダヤ人です」というものである。キリスト論を問う際に第一に考慮すべき
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は、アウシュヴィッツの出来事は同じ根を有するユダヤ教、キリスト教、およびイスラム教を絶

滅する試みでもあったという点である。ヒロシマ・ナガサキにおける出来事は宗教を信じる人々、

宗教を信じない人々の区別にかかわらず、すべての人を死に追いやる、人類絶滅の出来事であっ

たということである。それゆえ、「アウシュヴィッツ後の神学」構築に向かう考察においては、こ

れら三つの宗教を含めて様々な宗教や価値観における諸宗教・諸価値観の対話がその基礎にあら

ねばならない。第二に、メッツによれば、キリスト教の歴史においては、罪なくして苦しむ人々

の正義の問題よりも、罪ある人々の救済の問題が中心とされてきた。「アウシュヴィッツ・ヒロシ

マ・ナガサキ後の神学」においては、犯行者の罪責やその赦しに対する問題が第一の問題ではな

く、ガス室や原子核の熱線や殺人光線による犠牲者の救済の問題、戦争や空爆で罪なくして苦し

む人々に対する正義の回復の問題が第一の問題とされるべきである。キリストの受難と十字架の

独自の意味は罪の赦しに関するものよりも、困難の直中で今苦しんでいる人間の、天に向かう黙

示的叫びに、その最も重大な意味が存在している。苦しみに対する、他者の苦しみに対する、そ

れも敵とされる他者の苦しみに対してまでも敏感である人間の感性、苦しみや痛みに同情し、共

感し、慟哭し、共苦する人間の心の問題、苦しみという現実からの人間の解放の問題とその意味

に関する問題が根底に存在している。キリストの受難と十字架とは人間の受難と苦しみとその終

末的帰結の問題がその主題である。ここに「十字架の神学」の重大な危険性、十字架につけられ

たナザレのイエスへの追従に関する我々の理解の危険性が存在している。「十字架の神学」は徹底

して「勝利と栄光と賛美・称揚の神学」を否定する。我々は、イエスの苦しみの現実を超えて世

界の無名の人の苦しみの現実を忘れることは許されない。イエスの十字架を超えて世界における

多くの十字架を見逃すことは許されない。イエスの受難と共に世界の数知れない多くの無名の

人々の苦難、無言で圧殺された無名の人々の苦しみ、数多くの人間の迫害について沈黙している

ことは許されない。「イエスの十字架の受難の記憶（Memoria Passionis）」の意味がここにある。

マタイ 25 章のイエスの御言葉が響く。「主よ、何時、私たちはあなたがまさしく苦しんでおられ

るのを見なかったでしょうか。…私はあなた方にはっきり言っておく。あなた方がこの最も小さ

い者の一人にしなかったのは、私にしてくれなかったことなのである」２６。 
（３）現在の世界の「諸宗教および諸文化の多元主義化の時代」において、キリスト教には、寛

容および対話の価値の重要性とともに、苦しみの問題、苦しみの記憶の問題、苦しみを心に刻む

こと、特に他者の苦しみ、それも敵とされる者の苦しみにまで及ぶ普遍性として、合意と共生の

真理能力のある判断基準として、「苦しみに対する感受性・共感・同情・共苦する（Compassion）
一神教」であることが求められている。イエスの第一の視点は他者の罪にではなく、他者の苦し

みにある。イエスによって示された新しい生き方は「他者の苦しみに対する基礎的な感受性に基

づく、共同で苦しむこと、苦しむ者の預言に耳を傾けること」、「単に共感するだけではなく、他

者の苦しみに巻き添えにされること、自発的に参与すること、知らない他者の苦しみを義務とし

て感受し、苦しむ他者を直視し、行動的に心に刻むこと」、これが「イエスの十字架の受難の記憶

（Memoria Passionis）」を生きる現代のキリスト者の実存である２７。 
（４）このような「イエスの共苦（Compassion）」が成就されているところでは、新約聖書的な

「私の死」が始まり、知らない者の苦しみを終わらせる覚悟における「自己相対化」、「私の離脱

における神と人間の連帯的な同盟」、「共苦の神秘主義」が始まる。「苦しむ者と共にある熱情とし
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て、すなわち、苦しむ神とともにある開かれた眼を有する神秘主義としての神の熱情」に沈潜し

ていく。マタイ 27,45-53 では、マタイは「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったので

すか」というイエスの叫びにおける、誰の顔も見えない神の闇における苦しみを記述する。神が

自身の独り子の見捨ての直中において一人で「現存」している。「イエスの共苦（Compassion）」
における神秘とは、最終的に受容された「神の苦しみの体験の表明」に他ならない。「しかし、イ

エスは再び大声で叫び、息を引き取られた。そのとき、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに

裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き

返った。そして、イエスの復活の後、墓から出てきて、聖なる都に入り、多くの人々に現れた」。

イエスは自身の苦しみの神秘を十字架における最後の叫びである「黙示的叫び」によって成就す

る。今、アウシュヴィッツ、ヒロシマ、ナガサキ、更には戦争、内戦等々の渦中において苦しむ

人々、犠牲になった人々の「叫び」が「イエスの黙示的叫び」とともに響き続けている。「アウシ

ュヴィッツ・ヒロシマ・ナガサキ後のイエス・キリストの教会」は、この「イエスの共苦

（Compassion）」を記憶する、「受難の記憶（Memoria Passionis）」により福音を宣べ伝える使

命を有する教会である。それゆえに、「イエスとともに共苦する教会」、「イエスとともに苦しみを

共にする一つのキリストの教会」、「共に共苦するエキュメニカルな教会」である２８。 
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