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1950 年代の日本のキリスト教会における原子核エネルギーに関する理解とその問題性：『福

音と世界』を中心として 

木村公一  

はじめに 

2011 年 3 月 11 日に始まり現在も終息していない東京電力福島第一原発事故は、汚染国

家となったこの国に生きる民に科学技術思想について根本的は再考を促している。それは

時代精神に対する預言者として召されている教会にとってなおさらのことである。 

この論稿は、現代日本のキリスト教会が直面する原子核エネルギーの問題の歴史的起源

を 1950 年代にさかのぼり、当時の教会指導者たちがこの問題についていかに考え行動した

かを明らかにし、今日の教会がこの問題を神学するための教訓と指針を探り出そうとする

小さな試みのひとつである。その際の資料として、当時においてもこの問題と誠実に向か

い合った『福音と世界』および『基督教新報』を採用した。 

 

１．自然世界からの神学の撤退 

19 世紀後半にイギリスの物理学者ジョン・ティンダルが「ベルファースト講演」で語っ

た言葉は、今日の別の意味で重要さを増している。 

 

われわれ〔科学者〕は、宇宙論的な理論の全分野を要求し、それを神学からもぎ取るで

あろう。科学の分野にこのように侵入している一切の計画と組織とは、それらが侵害す

る限り科学の支配に屈せしめるとともに、科学を支配しようとするような一切の思想は、

これを撤回しなければならない。これをやらないでおけば、不幸な事態を招くことは過

去において証明済みだし、今日では愚行でしかない。1 

 

こうして、自然世界から「もぎ取られた」神学は、自然科学の分野からだけではなく、

社会科学の分野からも撤退していった。そして、海の孤島のような≪魂の救い領域≫に引

き籠った。その結果、牧師や信徒の中には、自然や社会は信仰と無関係のものとして理解

する者たちが少なくない。脱原発を求め憲法九条の改悪に立ち向かう市民の運動に、多く

のクリスチャンは参加した経験をもたないし、相当部分の牧師や神学者はそれを良しとし

ている。なぜなら、かれらの持つ信仰理解（神学）の中には、自然・社会から切り離され

た抽象的な「救済」は議論されるとしても、「歴史的世界」とか「宇宙的自然」とかは神学

の対象外であるからである。 

 

２．原子力の平和利用と原発の拡散 

筆者が議論の範囲を 1950 年代に限定したのには二つの歴史的出来事による。第一は、

1953 年 12 月の国連総会で米国のアイゼンハワー大統領が行った Atoms for Peace「平和の

                                                   
1 ジョン・ティンダル『科学と空想 附・ベルファースト講演』創元社 1948 年 p.188-189. 
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ための原子力」という演説であり、第二は、その三ヶ月後に、ビキニ環礁においてアメリ

カの水爆実験が秘密裏に開始された事件である。2 このとき、日本のマグロ漁船・第五福

竜丸をはじめ約 1000 隻以上の漁船が「死の灰」を浴びて被曝した。 

 

2010 年 9 月 19 日   http://www.asahi.com/eco/SEB201009180037.html 

 

上記の「平和のための原子力」演説について、アメリカのジャーナリスト、ステファニ

ー・クックはその模様を次のように伝えている。「総会議場にさざ波のような拍手が広がり、

感謝と称賛がその場を満たした。アイゼンハワーもはにかんだ笑みで応える。大量破壊兵

器の話に一筋の光を放ち、アメリカはつねに平和と進歩を愛する国だという印象を与える

ことに成功した」。3 その裏には核開発競争でソヴィエトに追い上げられることを嫌ったア

メリカの外交戦略があった。こうして米ソの軍拡競争は加速の一途を辿ることになった。

他方、膨大な利益を分かち合う軍産複合体の主導の下で、原子力の民生利用を世界的に広

げるための国際機関 IAEA が創設された。こうして日本を始め多くの国々がアメリカから

原子力発電プラントを導入した。核エネルギーによる発電が普及すれば、それだけ核兵器

の開発は容易になる。なぜなら、核燃料のウラン 235 はそのまま原爆の材料になるからで

ある。 

1954 年の春のジュネーブにおける会談で、ソヴィエト外相モロトフはアメリカ国務長官

ダレスに対して、原子力発電の世界的拡散について警告を発した。それはソ連の核物理学

者クルチャトフら五名の科学者が会談直前に提出した報告書に基づいていた。その報告書

は「原子核エネルギーの産業利用は、軍事利用の拡大に直結する可能性がある。」と警告し

                                                   
2 森住 卓『核に蝕まれる地球』(岩波書店 2003) . 第二章「ビキニ水爆被曝者―マーシャル

諸島共和国・ロンゲラップ島民」に詳しい報告が載せられている。およそ２カ月間にわた

る計 6回の実験で、最大級の「ブラボー」はヒロシマ型原子爆弾約 1000個分の爆発力〔15Mt〕

を証明して見せた。 
3 ステファニー・クック『原子力：その隠蔽された真実―人の手に負えない核エネルギーの

70 年史』 p.109（飛鳥新社 2011）藤井留美=訳 池澤夏樹=解説 
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た。そして、発電の原動力となる核分裂反応は、プルトニュウムやウラン 233 といった同

位元素を生み出すが、「それ自体が強力な爆発物となる」と指摘していた。つまり、「平和

のための原子力」は世界を核戦争から救うのではなく、逆にその可能性を高めるとモロト

フは指摘したのである。狼狽したダレスは「専門家によく教えてもらうことにする」と弱

気な答えを返すのが精一杯であった。4  

 

３．日本基督教団の要請文書「ビキニ水爆実験に関しアメリカ教会に訴える書翰」5 

１）「書翰」の成立経過と各国の反響 

 マーシャル群島における水爆実験に端を発した原水爆禁止は世界の世論となり、日本で

は保革の壁を越えた原水爆禁止運動が開始された。日本のキリスト教界において最初に応

答したのは日本基督教団であった。教団平和委員会（委員長・浅野順一）は 1954 年 5 月

15 日「ビキニ水爆実験に関しアメリカ教会に訴える書翰」（『基督教新報』 第 2897 号、以

降「ビキニ書翰」と略す）を発表した。草稿は、教団平和委員会のメンバーであった井上

良雄（東京神学大学教授）によって書かれ、委員会において修正が施こされ、常任常議員

会における協議の結果、教団の名において送ることになった。6 

 「書翰」が指摘する「最も痛切なキリスト教倫理の問題」とは、まず、①漁夫たちの放

射能症と汚染食品による食生活の脅威であり、②このような「恐るべき兵器の存在自身」、

そして、③キリスト教精神に対する「甚だしい挑戦」である。さらに、日本伝道について、

教団はアメリカから「送られている多数の宣教師の伝道に対して日本の民衆はもはや耳を

傾けないのではないかと」憂慮する。 

「書簡」は、ソヴィエトの教会をはじめ、世界の主だった教会に送られた。同年 8 月の

『基督教新報』は、北米キリスト教協議会外国宣教部 W.S.マーウィン総幹事、インドキリ

スト教協議会総幹事ラジヤ・ビー・マニカム総幹事、さらに、在ニューヨーク IBC の H.D.

ハナフォード総幹事らの励ましと感謝の返書を掲載した。7 その一年後、「ソ連教会よりの

返書」と題した激励の手紙が日本基督教団に届けられた。 

２）問題点 

 「書翰」はあくまでも、1954 年という時点で書かれたものであって、それを今日の情報

の深度から批判することは差し控えねばならないであろう。けれども、原子力発電に代表

される「原子力の平和利用」は、世界を核戦争から救うのではなく、逆にその可能性を高

めることは、既述したごとく、当時すでにソヴィエトやアメリカの科学者たちによって指

摘されていた。この「書翰」の弱点は、①「原子力の平和利用」の中身がアメリカの核戦

略であったというカラクリを批判できていなかった点、②原発の原子炉は原爆の核燃料の

                                                   
4 同書 p.111-2 
5 別紙「資料」を参照のこと 
6 『基督教新報』第 2898 号 1954 年 5 月 22 日 
7 『基督教新報』第 2909 号 1954 年 8 月 7 日  
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製造プラントの一部であることを見破ることができなかった点、③核燃料の製造工場とそ

の周辺において、当時すでに多くの被曝労働者や被曝住民を輩出していることの事実を解

明できていなかった点、などがあげられよう。1950 年代、これらの知的情報は、原子物理

学者であるならば手を伸ばせば届くところに置かれていた知識である。しかし、科学技術

情報の面で圧倒的に遅れをとっていた日本の科学者たちには「原子力の平和利用」は可能

であるという素朴な「期待」があったのかもしれない。「原子力の平和利用」のために徹底

した公開・民主・自主の原則を求めた日本学術会議の「優れた指針」も、その後の原発推

進の波に飲み込まれていく。神学者たちは、気づかずして、科学者たちのそのような素朴

な確信に大きな影響を受けていたのかも知れない。 

『福音と世界』が 1958 年 8 月号で「原子力時代の科学と人間」8 と題して座談会を企画

した。集まった６名はいずれも当時の日本社会で署名なクリスチャンの自然科学者や社会

科学者である。筆者はこれを読んで多くのことを学ぶことができたのだが、いま私たちが

問題としている、「原子力の平和利用」について根本批判のできる人はひとりもいなかった。

この現実は私たちを、≪なぜ日本の教会は「高木仁三郎」や「小出裕章」を生み出すこと

ができなかったのか≫という疑問に至らせる。 

 

４．『福音と世界』の論陣 

１） 「追伸：アメリカ・キリスト教会に訴える」をめぐって 

『福音と世界』1954 年 5 月号の「巻頭言」はビキニ水爆実験をとりあげた「アメリカ・

キリスト教会に訴える」と題された使信である。(1954 年 4 月) この使信はともより日本

のキリスト者大学教授たち百数十人の連名をもって、アメリカのキリスト者たちへ宛てて

送られた公開書簡「アメリカ・キリスト教会に訴える」の「追伸」である。それを『福音

と世界』が巻頭言に採用したものである。この「追伸」は高崎毅が草稿を書きあげ、時間

の関係で次の七名の者たちだけの助言と署名を得て公表された。それらは井上良雄、北森

嘉蔵、船水衛司、松田明三郎、福田正俊、宮本武之助、高崎毅ら、関東地方における当時

の教会と神学界の重鎮たちである。 

この「追伸」はまず、「原子力の軍事利用がこの上もなく罪悪であるばかりでなく、やが

て人類そのものを全体的に破壊すら意味する段階に至ったということを痛感せざるを得ま

せん。」ではじまり、「ここにおいて、もう『平和ならしめる者は幸いである』といわれた主へ

の端的な服従こそ最も正しいばかりでなく、最も現実的な唯一の道に他なりません。」と表明す

る。そして、「この四月、日本で行われた『世界平和者会議』の左の決議（下記の三項目）

に同意します。」と述べる。 

a. 原爆・水爆などの原子兵器の製造ならびに実験を即時停止すること。 

                                                   
8 『福音と世界』1958 年 8 月号が企画した座談会「原子力時代の科学と人間」には、西川

啓治（東京大学）、高橋詢（東京大学）、山本新（神奈川大学）、山岡喜久男（千葉大学）、

小林喜幸（東京大学）、そして司会に住谷一彦の計６名が参加した。 
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b. 既存の原子兵器を解体廃棄すること。 

c. 原子力研究を人類の福祉に奉仕すべき建設的用途に限定することを。 

上記の三項目を達成することにおいて、「実に今日人類全体の運命がアメリカ教会の良心に

かけられているといっても言い過ぎではないでしょう。」と述べる。9 

そして「巻頭言」は最後に、米国の教会のみならず、ソ連の教会に対してもこの種の訴

えを送ることを約束して文章を閉じている。ここでひとつの文言に注意してみたい。それ

はＣ項の「原子力研究を人類の福祉に奉仕すべき建設的用途に限定すること。」という文言

である。この文言に、アイゼンハワーの「平和のための原子力」が濃厚な影を落としてい

るのを見る。これは「モロトフの警告」よりも、「ダレスの楽観」により近い思想である。 

 

２）「人間のために―ビキニ水爆実験と人間の生命」 

『福音と世界』1954 年 6 月号に「Y.I.」のイニシャル付きの巻頭言は一種の請願として

読むことができる。エフェソ書の「新しい人：イエス・キリスト」をイメージさせるこの

訴えは、ビキニ水爆実験による放射能被曝事件は第五福竜丸の乗組員に止まらず、他の多

くの遠洋漁船の乗組員にも広がりを見せる一方、マーシャル群島の住民から国連の信託統

治委員会に宛てて、多くの人々の間に致命的な放射能症があらわれていることを踏まえて、

水爆実験中止を要請している。「もし、アメリカが放射能を受けた井戸水を飲んではならな

いと指示していたならば、多くの危険が避けられたであろう。」という住民の抗議に注目す

る。そして、「生命を生命の故に尊重する…シュヴァイツアーとは別の意味で、やはり生命

に対する畏敬ということを言い得るし、言わなければならない。」と語る。その論拠にバル

トの言葉、「神ご自身が人となり給うた以上は、人間が一切のものの基準でなければならな

い。」が引用される。そしてこの訴えは格調高い神学的言説で結ばれる。 

アメリカがマーシャル群島の土人の生命を脅かしても実験を強行し、それによって守ろ

うとしているものが、どのように立派な美しいものであるのかを、〔私たちは〕知らない。

しかし、それがどのように立派な美しいものであるにしても、それはマーシャル群島で

流された土人の血の一滴にも価しないだろうということを、私共はヒューマニストとし

てではなく、キリスト者として、聖書から出発して言わなくてはならない。10 

しかしながら、この「請願」においても、核エネルギーの「平和利用」が軍拡競争を拡大

するというカラクリについては依然として論じられていない。 

 

３）キャサリン・ロンズデールの「キリスト教・平和・共産主義」11  

『福音と世界』1954 年 9 月号は、イギリスの物理学者キャサリン・ロンズデールの神学

的科学技術論を載せている。科学者は、いかに財政的困難があったとしても、機密保持を

                                                   
9 『福音と世界』1954 年 5 月号の「巻頭言」 
10 『福音と世界』1954 年 6 月号の「巻頭言」 
11 同上 1954 年 9 月号 p.50-58. 
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必要とする軍事研究には協力すべきではない。秘密と結びつく科学研究は、科学にとって

危険信号であるだけでなく、戦争が神の戒めを否定する行為であり、絶対正しくないとい

う信念を裏切ることになるからである。 

「機密保持を必要とする軍事研究」とは、今日、まさに核兵器とその製造工程としての

原子力発電プラントに代表される「科学技術」であろう。「機密保持」を絶対条件としては

じめて成り立つこの「軍事技術」に対して、「公開・民主・自主の原則」（日本学術会議）

を要求することは「軍事技術」が成立する基盤を切り崩すことを意味する。したがって、

核保有国は IAEA を組織して「軍事機密」とか「企業機密」とかを理由に「公開・民主・

自主の原則」を拒否してきたのである。しかし「隠されているもので、現れないものはな

く、秘密にされているもので、明るみに出ないものはない」（マタイ 10:26）のである。 

 

４．エヴァンストン会議における原水爆問題 

エヴァンストンの第二回世界教会協議会（ＷＣＣ）総会は「世界の望みなるキリスト」

の総主題の下で開かれた。『福音と世界』1954 年 10 月号は「エヴァンストン会議から帰っ

て」と題して、会議の様子を「語る人：菅円吉（立教大学教授）／長清子（国際基督教大

学講師）、聴く人：福田正俊／井上良雄」といった座談会形式で報告している。長（武田）

清子によれば、原水爆問題は日本の代表のひとり小崎道雄が参加した「国際問題分科会」

で取り上げられ、この「分科会」が原水爆問題を取り上げるための小委員会をつくり、そ

こにおいて話し合われた。長は振り返る。 

私はアメリカに行って感じたのですが、〔一般のアメリカ人には〕非常な恐怖、不安が

ありまね。ですから、原爆・水爆問題などについて話しても、これだけ共産主義の脅威

に直面しているのだから、武器でも持たなければ不安で仕方ないじゃないかというわけ

です。12 

ここで、長清子が「アメリカへ行って感じた」世論の移り変わりにいて、栗林輝夫の『原

子爆弾とキリスト教：広島・長崎は「しょうがない」か？』から学んでみたい。栗林は「原

子爆弾の使用に関するアメリカの教会指導者たちの論理の変遷を米ソ冷戦の脈絡のなかで

分かり易く紹介する。1946 年、日本への原爆投下に関する公式見解が、米国キリスト教協

議会の答申「核戦争とキリスト教信仰」によって明らかにされた。この答申はカルフーン

（イェール大学の歴史神学教授）を長とした、22 名の著名な神学者、倫理学者、歴史家、

牧師などで構成された委員会で慎重に討議され生み出されたものであった。以下にその一

部を記す。 

私たちはまずもって罪責告白から始めねばならない。私たちはアメリカのキリスト教徒

として、すでに実施された原爆の無思慮な使用に対して、深い懺悔を表明する。私たち

は、戦時中の道徳的原理がいかなるものであれ、ヒロシマ、ナガサキへの警告なしの投

                                                   
12 同上 1954 年 10 月号 p.45. 
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下は、道徳的に弁解の余地ないことで一致した。13 

原爆投下を謝罪したアメリカのキリスト教指導者たちは、米ソ冷戦下で軍拡競争がしの

ぎをけずりはじめる 1950 年になると、それまでの言説を変更する。５年後の 1950 年に公

表された米国キリスト教協議会の「キリスト教的良心と大量破壊兵器」は次のように答申

した。 

〔ソ連に対して〕核兵器の放棄、あるいはその不使用という印象を与えれば、アメリカ

は同盟国に対しても十分な防衛義務を果たせない。それでもキリスト教徒として核兵器

に反対だというのなら、その結果生じる世界的独裁に責任を負わねばならない。私たち

はアメリカの軍事力が、世界戦争と独裁主義を防ぐために不可欠であると確信する。か

りに核爆弾やそれと同等の破壊兵器が、私たちやヨーロッパ、アジアの同盟諸国に用い

られたら、あらゆる手段を駆使して報復するために、アメリカ政府が核兵器を用いるこ

とも正当であると確信する。14 

46 年の「核兵器とキリスト教」の答申で大きな役割を果たしたラインホールド・ニーバ

ー（ニューヨーク・ユニオン神学大学教授）は、五年後のこの時、「対ソ連強硬論を唱える

反共の闘士にすっかり変貌してい

た」と栗林は語る。 

それにしても、私たちの視点か

ら見れば、先に引用した 1946 年の

「答申」における「道徳的に弁解

の余地ない」過ちの意味が「警告

なしの〔原爆の〕投下」であって、

原爆の使用に対する罪ではないこ

とを、しっかりと認識する必要が

ある。原爆投下の是非に関する

2005 年の調査では、「原爆投下は

正当なことであった」という歴史  「広島・日本・アメリカ原爆意識」（2005 年）に関する調査 15 

認識は現在のアメリカ国民の 57％を占めている。16 

             

                                                   
13 栗林輝夫『原子爆弾とキリスト教：広島・長崎は「しょうがない」か？』（日本キリス

ト教団出版局 2009 年 p.27.） 
14 同上 p.47-48. 
15 http://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2005_12/051202.pdf  それに

しても、このＮＨＫが行ったような質問は日本人の被害者意識を高めるだけであると、筆

者は考える。原爆投下の正当性の意識調査を行うなら、「南京大虐殺は正当であったか」の

問いをセットにして質問すべきなのである。 
16 日本はなぜ、この黒を白とする米国民の歴史認識の問題を批判できないできたのか、そ

れはもう一方の歴史認識、すなわち日本がアジアの諸国民に対して黒を白だと言い続けて

いる歴史認識の問題と深く関係しているからであろう。 

第 18 問 太平洋戦争の末期に，アメリカが，広島・長崎に

原爆を投下したのは，正しい判断だったと思いますか。それ

とも間違った判断をしたと思いますか。あなたのお感じに近

いものを，この中からひとつだけお答えください。 

広島  日本  米国 

1. 明らかに正しい判断だった ‥‥‥ 2.1   0.9  22.3 % 

2. たぶん正しい判断だった ‥‥‥‥13.8  14.6  34.3 

3. たぶん間違った判断だった ‥‥‥37.2  33.4  21.5 

4. 明らかに間違った判断だった ‥‥41.3  38.5  14.7 

5. わからない，無回答 ‥‥‥‥‥‥ 5.6  12.7   7.2 
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５．座談会「日本・水爆・アメリカ―教団書翰をめぐって」17  

 『福音と世界』1954 年 7 月号が「日本・水爆・アメリカ」という武田清子司会の座談会

を特集している。そこに参加した５名の日本人は、鈴木正久、吉田満穂、西川啓治（豊島

岡教会牧師）、高崎毅、そして井上良雄である。北米出身の５名は教育、社会、教会関係の

分野で長く日本で働いてきた宣教師たちである。 

まず、鈴木正久の主張を整理すると３つに要点にまとめることができる。 

① 教団の中心には、アジア太平洋戦争に非常に賛成していた人々が、相変わらずそのま

ま指導者の席に居座っているという現実がある以上、この「ビキニ書翰」を教団名で

出す資格が教団にあるのかと疑う。この教団の「資格」問題は、その後 10 年経って

生み出された「戦争責任告白」の構想がにじみ出された発言として理解してよいだろ

う。 

② アメリカが共産主義的な攻勢に対して軍事≪力≫をもって対抗しようとする限り、ど

こまでも続く泥沼に引き込まれる。その点に関して、キリスト教会でなければ出来な

い考察を深める課題がある。 

③ 水素爆弾を使えば敵も味方もみな滅びるという認識が一般化するだろう。すると限定

戦争や局地戦争みたいなものが、ますます猛烈になってくる。(p.43-44) アメリカの

教会が、真の現実的な安全保障とは何かを掘り下げて、自国の社会と政府にアピール

することができるのではないか、これが鈴木の批判的提言である。18 

 高崎毅（東阿佐ヶ谷教会牧師）は、ストーンの「『アメリカ教会に訴える書翰』を読んで」

を読んで「私は非常に腹が立った」と鈴木と全く逆の反応をする。それは、ストーンが「論

点のすり替え」を行っているからだ。高崎はビキニの水爆問題にはふたつの焦点が存在す

るという。第一は、原水爆の出現によって「われわれがいままで問題にしていた水準、あ

るいは次元と違った状態において戦いがなされている」ということ。第二は、それが日本

人にとって単なる災害あるいは禍いなのではなく、「それが人間のことであり、罪悪であり、

不義であるということを宣教師の方たちが感じ取ってくださる」ことを求めているのであ

って、ヒステリックになっているからではないのだと反論する。19 

 井上良雄は「教団書翰」の執筆責任者として書翰の性格について、「この手紙はアメリカ

教会に対して訴える手紙であって、決してダレス〔国務長官〕に対して出す手紙ではない」

ということを深く認識していると語る。 

 W.トマス(カナダ人・東京女子大講師) はダウンズ（アメリカ人宣教師・日本キリスト教

協議会幹事）のいわば「低放射線無害論」を批判して、「日本は戦争中に原爆を長崎と広島

で被ったわけですし、そしてこんど水爆の経験をもちました。･･･たしかにこれは科学の問

題ではありますが、しかしそれがどういう問題をもったかということを身をもって経験し

                                                   
17 『福音と世界』1954 年 7 月号 p.38-52. 
18 同上 p.43-44.. 
19 同上 p.41. 
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たのは、日本だけなのです。」と科学と政治の中間点に存在する人間に注目する。さらに放

射能被曝の問題は「単なる死の問題ではなくて、死の中にある生の問題です。爆弾が落と

された後の結果が、人々にどういう影響を及ぼし、人々をどのように苦しめるかという、･･･

それが本当にこの原爆の問題でもある」20 のだと人間と核兵器の関係の問題を実にエキュ

メニカルな思考の中で表明する。 

 鈴木はストーンや高崎毅や浅野順一のように「原子力の平和利用」を簡単には口にしな

い。如何なる神学的感覚が彼に「平和利用」なる発言を自制させたのか、興味深い問題で

はあるが、それは手元にある限られた史料からは推定することはきない。 

 

６．むすび 

1950 年代の原子力問題と日本の教会との関係史を急ぎ足で観察して、明らかになったこ

とは、現代世界が三つの偶像によって支配されてきた事実である。第一は、軍事資本の偶

像です。第二は国家主義の偶像、第三はマモン（金銭）に現れる欲望の偶像である。これ

らの偶像はばらばらに成り立っているのではなく、いわば「鉄の三角形」を構成して人々

を支配している。この支配は、人々の魂と身体を蝕むだけでなく、≪摂取≫と≪排泄≫ 21 と

いう循環の流れを破壊することによる生物多様性の危機をもたらしている。 

神学は自然から退却して久しい。自然から撤退しただけでなく、自然を「耕し守る」（創

世記 2 章）務めからも撤退した。つまり、自然の問題を自然科学に丸投げ逃亡したわけで

ある。冒頭でジョン・ティンダルの言葉を引用したが、確かに、神学は不当に自然科学の

領域に侵入した。神学はその強盗行為に気づかせてくれた自然科学に感謝すべきなのであ

る。神学は言葉の厳密な意味で、支配ではなく仕えるというミッションにおいて、さらに、

干渉ではなく協働するという作業において、自然科学に関与できるし、関わるべきなので

ある。ただしその神学は国家・軍事資本の利権から解放され、平民の叫びに仕え、平民の

必要に基づく神学であるはずだ。 

しかも、私たちが関与すべきその「科学技術」22 とは、「国家主義」と「多国籍企業」お

                                                   
20 同上 p.40. 
21 安田治夫は「故高木仁三郎のキリスト教会への問いかけ：ひとつの応答の試み」（『原発

とキリスト教：私たちはこう考える』 新教出版社編集部編 2011 年）の中で、神学に対す

る高木仁三郎の重大な問いかけに注意を促している。すなわち「生物が生きるということ

は、物を食べ、酸素を吸収し、物質やエネルギーを合成し、排泄によって環境に戻すとい

う循環の流れの中に身を置くこと」であり、「基本的に〔環境と〕共に生きるということ以

外ではありえない」（「核文明と自然としての人間」『福音と世界』1987 年 9 月号）。 
22 M. ハイデガーは、「挑発」という言葉を使って、テクノロジーの本質を問う。現代技術

は、自然を「挑発」して、そのエネルギーを引き渡すよう、しつこく迫る。たとえば、農

業はいまや、かつてのように大地との対話によって作物の成長を見守ることではなく、土

壌をけしかけ、そそのかし、煽り立てて吐き出させ、丸ごとむしりとる、機械化された食

品工業である。この場合、人間は、地上の管理者であるどころか、人的資源として現代技

術に使い回される要員にすぎない。人間もまた「挑発」されるのである。『技術への問い』

M．ハイデッガー(平凡社) 
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よび「軍事資本」によるバビロン捕囚のただ中にある「科学技術」なのである。同様に、

神学も含めて諸学がこのバビロン捕囚のただ中に置かれているのだ。このような歴史認識

を持たない学問は、塩気がなくなった塩に等しい。それは「もはや、何の役にも立たず、

外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである」（マタイ 5:13）。過去 100 年の技術

論的失敗がそのことを証ししている。 

おそらく、「書斎の神学」23 は教会の「正しい教え」（オーソドクシー）を求めて神学論

争に明け暮れ、自らのミッション（使命）を忘れてしまったのかも知れない。「書斎の聖書

学」はただ後ろ向きに「歴史的事実」を求めて、時代に生きるイエスの民の叫びを忘れた

のかも知れない。 

その「失敗」とは次のことである。すなわち、神学を切り落とした自然科学は、自然を

支配することになった。その技術思想の延長線上に、現代の原子力技術を発展させた人間

は、貪欲に自然を支配し、地上の主人になったつもりもつかの間、「人的資源」として原子

力技術に使い尽くされる「要員」（M. ハイデッガー）に成り下がってしまった。その「人

的要因」の象徴が、日本においては、述べ 50 万人といわれる原発被曝労働者の存在である。 

1950 年代の教会の経験は、私たちに以下の三つの負の遺産を語りかけている。①科学技

術が国家軍事プロジェクトのもとで巨大資本の利権と結びついたことであり、もうひとつ

は、②現代の科学技術が、自らの暴走を自己批判するための、神学と倫理学を持たなかっ

たこと。そして第三番目に、③軍事機密と結びついて行われる科学技術の開発に黙認を与

え、核分裂によるエネルギーの搾取、および≪摂取≫と≪排泄≫を基本とする自然環境の

創造の神学を創り出す努力をしてこなかった私たちの教会の不作為の罪ではないだろうか。 

 漂流する現代世界において、生きるに耐えうる≪知≫と≪いのち≫の神学だけでなく、

不義と闘い、平和を造りだし、生態環境に代表される≪創造の秩序≫を神学する方法が改

めて求められているのではないだろうか。Ω 

 

 

                                                   
23 ここで使われている「書斎の」という形容詞は、聖書が抑圧された平民の思想と信仰の

記録であるという理解に立つことができない「学者」たちのアカデミズムを指しており、

それはまた、イエスに終始反対したあの「祭司・律法学者」に代表される人々の立場でも

ある。 


