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　筆者は神学者であり、法学については、ほぼ何の知識もない者である。た

だ、2011年３月11日の震災の現場に立ち、神学者の視座から、諸宗教間連携の

可能性と課題を知らされた者である。そこで、以下、宗教に関する法につい

て、神学者なりの理解を述べる。それは、震災のために亡くなった万を超え

る人々の命と、それに数十倍する人々の震災後の苦しみを思って、「被災者責

任１）」を果たしたいと願ってのことである。

　本稿の構成を述べる。まず最初に、第一章において、本稿の目指すところを

明示し、またその目指すところへと向かう自らの足場を記す。その上で、第二

章において震災前から震災下までの宗教をめぐる状況を事例報告的に取り上げ

る。そして第三章において、今後への展望を示すこととする。

第一章　目標と足場

　本章において、本稿が目指すところを明らかにし、続いて、その目標に向か

う筆者の足場を明示する。

（1）本稿のねらい

　本稿は、宗教法の課題を、現場から、法学者以外の立場で述べることを目指

している。
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a. 宗教「法」の課題…「正義・権利・自由」としての「法（Recht, Right）」　

筆者は「法」について、ヘーゲルに代表される法哲学のイメージを以ての

み、考えることができる。すなわち、所謂「法律（low）」についてではな

く、Right あるいは Recht と表現される、日本語にはなかなか馴染まない

概念としての「法」について、考えて行く。この概念を今道友信は「正義・

権利・自由」と要約した２）。本稿の立場もその枠の中に留まる。

b. 「最も小さくされた正義・権利・自由」を保証すること

　では、「正義・権利・自由」と言った時、それは「誰の」ことを念頭に置い

ているのだろうか。我々は人間であるから、「万民の・万物の」と言うことが

困難である（この限界性に無自覚である時、我々は他者を切り捨ててしまう陥

穽に落ちる）。更には、本稿が「現場から」を目指していることを踏まえると、

一層、「誰の正義・権利・自由か？」という問は避けられないものとなる。な

ぜなら、緊急時においては、優先順位を定め、その順位の高位にある人から、

避難あるいは配給を行わなければならないからである。「誰の」という問に切

実に向き合うこと、それが現場の現実である。

　現場を想定し、「誰の」と問う時、学問という営み一般に、新たな意味が

与えられるのかもしれない。なぜなら、学問は常に、理性を用いて定義（de-

finition）を行うからである。「Omnis Determinatio est negatio＝全テ規定（限定）

ナルモノハ、否定デアル」（スピノザ「書簡」59）という厳しい格言が思い出

される。現場においては、冷厳な選択の決断（determination）が行われる。

学問は、平素から厳しく「定義」を行っている。そこには類似性が予感され

る。否定を介在した論理の構築を常に求められる学問的営為は、現場における

非人間的選択を少しでも合理的なものとするために、何がしかの役割を持つこ

とができるのではないか。

　筆者は学問としては神学を専門としている。では、神学は、この「誰の正

義・権利・自由か？」という問に、どのように答えを出すか。すなわち、本稿

で「法」を考えるとするならば、それは「誰の」法を考察しているのだろう

か。
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　神学にも諸派の広がりがある。筆者の立場は、20世紀の世界的悲劇を踏まえ

た潮流の中にある。それは「属格の神学」と呼ばれ得るもので、危機の中から

生まれる神学である。危機において、神は最も弱くされた場所に立つ。これが

この神学潮流の一般原理となる。我々は、最も小さくされた人々に、神の姿を

見る。もしそうだとすれば、今次の震災において、それは具体的にどうなる

か。

c. 被災地の現実―「弔い」

　それは「弔い」という言葉で言い表すことができるかもしれない。この言葉

を選んだのは、宗教一般の中で語られる事柄であり、且つ、被災地の現場で語

られた言葉であった、からである。

　最大秒速８メートルの津波が、南北500キロメートルの海岸線に襲いかかっ

た。多くの人々が寄る辺を失った。おそらくその中で、最も小さくされたの

は、いのちを失った人々であった。この人々は、瓦礫とヘドロの中に沈み、痛

みの声を上げることもできずに沈黙した。我々はこの痛ましさに深く傷つく。

宗教は、この心の傷への対処を担う。それが弔いである。

　今回、「身元不明」とされた人々が数多く出た３）。死者の懐から財布を抜き

取る者があり、その財布の中に身分証などが入っていたために、「身元不明」

となった人々が増えた。津波だけが人を「身元不明者」にするのではない。人

が人を苦しめる。

　「身元不明者」の対として「行方不明者を探す人々」の存在がある。現代は

DNA 鑑定などの技術が進み、身元は次第に明らかになる。しかし、そのため

に必要とされる時間は長い。あるいは死んだのではないかという思いは、行方

不明者を探す人々の心に、弔えないことへの痛みとなって残される。この痛

みに、宗教者は応えようとした。それは、「最も小さくされた人々」への「正

義・権利・自由」を回復しようとする、小さくとも健気な試みであった。その

ために、宗教者は結束した。こうして、「弔い」という言葉が多く語られた。

　被災地の現実を「弔い」という語で語り、現場の一端を示す時、同時に、現

場の別の一端をも、想起せざるをえない。それは、放射能禍であり、これから
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のいのちへの責任４）の問題である。

　津波が襲った翌日、福島第一原子力発電所が爆発事故を起こした。日をおか

ずして、大規模な爆発が再び起こった。結果、大量の放射性物質が長時間広範

囲に降り注いだ。しかしその時、爆発事故現場から最も近傍に生活した福島の

人々の多くは、「安全だ」との専門家の声に安心し、降り注いだ雨に濡れなが

ら、子どもと共に給水車の前に並び、学校の合格発表の掲示板の前に集ってい

た。その後、安全であることの喧伝がなされ続けるも、「ある日突然に」（強制

退去を命じられた飯館村住民の言葉）、危険であることが語られる。しかしそ

の危険性の度合いが判然としない。母親たちは不安の中に怯える。父親たち

は、出勤しなければならない「日常」が強制的に継続することに、戸惑う。

　母親たちの苦悩は深い。自分の責任として、子どものいのちを担わなければ

ならない。しかしそれは、全くの第三者による一方的な負荷によって、負いき

れない重荷となる。

　ちょうどそれと同様の重圧が、過去、「水子」へのケアを宗教者に求める声

を生み出してきた。この要請に対する宗教者の過剰な順応があり、当然なが

らそれは逸脱として批判され、現在に至っている。その結果、「水子」に関す

る宗教者の役割については、きわめて語りにくいものとなっている。にもか

かわらず、今次の災害下、現場の宗教者の間で、「水子」という概念が、密や

かに・しかし熱心に再考され論議されたことを、筆者は鮮烈に覚えている。あ

るいはそれは、「身元不明者」と共に、声も上げられない「最も小さくされた

人々」の法（正義・権利・自由）を保障しようとする、宗教者のなけなしの努

力の始まりかもしれない。

　これから生まれてくる世代・これからを担わねばならない世代への責任を、

原発爆発事故は我々に突き付ける５）。福島の問題を考える際、いったい誰が

「最も小さくされた人々」であるのかを、改めて、まったく新しく再考するこ

とが、これから切実に求められることになるのではないかと、恐れる。

　以上、本稿が目指すべきところを明らかにした。それを言い換えるならば、

宗教に関係する「法＝正義・権利・自由」の課題を、「最も小さくされた人々」
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のいる現場における宗教者の働き（それは弔いに代表される）を踏まえて確認

することが、本稿の課題となるのである。

（2）自己紹介

　この課題に取り組むに当たって、以下に簡単な筆者の自己紹介を記す。筆者

の視野の限界を明示し、上記の目指されるべき課題へ向かう足場を確認する為

である。尚、本項の資料として、文末に略年表を提示する。

a. 日本基督教団仙台市民教会

　筆者はキリスト者である。プロテスタントの牧師として、日本基督教団仙台

市民教会の責任を負っている。

b. 仙台キリスト教連合・被災支援ネットワーク（東北ヘルプ）

　仙台圏にある日本基督教団の牧師は、1960年代、緩やかな諸教会のネット

ワークを形成した。そのネットワークは YWCA、YMCA 等、教会以外のキ

リスト教系団体と連結し、「仙台キリスト教連合」となった。それは、1989年

の所謂「大嘗祭」を巡る動きの中で、結束した組織と公式な名称を得た。すな

わち、この時キリスト者は「非国民」と詰られた過去を恐怖を以て想起し、一

致した声明文を出す必要に迫られた。この声明文を作成する過程には一年を要

した。この一年の努力が、「仙台キリスト教連合」という名を公式のものとし

た。

　危機において結束し、新しい名を公にして公共の場に存在を獲得すること。

このことは、2011年に繰り返された。2011年３月18日、仙台キリスト教連合の

呼びかけに応え、仙台圏のほとんどすべての教会・教団の代表者が日本基督教

団東北教区センター・エマオという施設に集まった。その場で結成されたの

が、「仙台キリスト教連合被災支援ネットワーク・東北ヘルプ」（以下、東北ヘ

ルプと略）であった。筆者はその事務局長の任を与えられた。今日まで、被災

地全体を内側から見る勤めに励む所以である。現在、東北ヘルプは、その事務

局を財団法人化して組織を整え、国内外からの献金をお預かりして配布しつ
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つ、「外国人被災者支援センター」「食品放射能計測所」「東北大学実践宗教学

寄附講座」を立ち上げ（外国人被災者支援センターは2013年より地元 NPO 法

人へ移管）、その他100 を超える個別支援事業を他団体と協力して行っている。

c. 宮城県宗教法人連絡協議会と仙台市仏教会と儀式研修会

　以上のようにして、キリスト教は結束した。そしてその結束は、諸宗教の結

束へとつながっていった。それは、東北の（ある意味での）中心地である仙台

市に、諸宗教が連携するための遺産があったからである。以下、その遺産の概

要を述べる。

　まず、明治の時代以来続く、宣教師と地元宗教界のつながりがあった。戊辰

戦争において敗戦国となった仙台藩には、高等教育機関がなかなか設置されな

かった。特に女子教育機関の遅れは際立っていた。それは、立身出世主義が風

靡した当時の日本社会において、大きな苦しみを仙台にもたらした。そこに、

世界からキリスト教の宣教師が来仙し、女子教育機関を打ち立てていった。宣

教師の多くは仙台でその生涯を終えた。このことに感謝を覚えた仏教者は、寺

院の境内墓地にキリスト教墓苑を切り分け、提供した。現在に至っても日本基

督教団仙台ホサナ教会がその管理者となっている。

　こうしたつながりの結果であろう。1958年、仙台市に「仙台宗教団体協議会」

が発足した。目的は「世界平和の希求」にあった。この協議会は、宮城県庁の

政策的な動きの中で、「宮城県宗教法人連絡協議会」へと改組された。宮城県

庁は「宗教法人への徴税」の徹底のために職員を配置してこの協議会を支えた

（2001年まで）。この団体はその働きを継続させ、登録2000余の諸宗教団体によ

る「法人研修会」「会員研修旅行」「機関紙『宗連報』発行」の事業を行い、本

年2013年９月11日には40周年の記念式典を行うこととなっている。

　日本基督教団はこの協議会の立ち上げから関わった経緯があり、筆者は教区

派遣の立場で協議会の執行部に参加していた。その中で、2011年３月の震災が

あったのである。

　東北には他にもゆるやかな連帯組織があった。
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　たとえば、仙台仏教会という社団法人がある。1965年に法人登記が行われて

おり、宗派を超えた80 の寺院（宗教法人）が加盟している。仙台灯篭流しな

どの事業を行いつつ現在に至っている。震災当時、1995年の阪神淡路大震災に

おいて支援活動に従事した僧侶がこの法人の中核を担っていたことが、被災地

にとって大きな意味を持った。

　更に、仙台には任意団体として儀式研修会があった。これは浄土真宗の僧侶

を中心として、仙台及び相馬・双葉地域（福島県浜通り北部）の僧侶と、葬祭

関係業者の研修会として、年２回の集まりを持つものであった。震災直前に、

筆者はこの研修会に参加していた。

第二章　震災前から震災下まで

　以上、本稿の目指す目標とその足元を確認した。以下、震災後の活動につい

て、震災前からの課題を振り返りつつ、とりわけ「弔い」という事柄を中心と

して、述べる。

（1）「教会と国家の分離」＝「政教分離」？

　そもそもの課題として、日本には separation of Church and Stateを「政

教分離」という語で理解する問題があった。それは震災時にも大きな影響を与

える。ここで、筆者の立場を明らかにするために、この問題に簡単に触れる。

被災地で見えた課題を論述する為である。

　国家と宗教の分離を巡る議論において、キリスト教の歴史は古い。既にダ

ンテはその『神曲　煉獄編』で、「善き世を造れるローマには、世と神との二

の路をともに照らせし二の日あるを常とせり」と歌っている６）。ダンテ自身

が、教皇派と皇帝派の抗争の中で流浪の身となり、その郷愁の思いを込めて

『神曲』を完成させた事実は興味深い。「国家と宗教の分離」は、一つのイデア

（理念）として、常にその実現されない現実の中で憧れ見られるべきものとし

て存在してきた。

　しかし、日本語においてこの語が「政教分離」と訳される時、議論は混乱す

る。国家と宗教は、それぞれ、様々な組織・制度・形態をとりながら、権力を
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獲得し行使する。それぞれの権力は、常に分かたれ、緊張の中におかれなけれ

ばならない。それが separation of Church and State の原義である。しか

しそれを「政治と宗教の分離」と捉える時、混乱が起こる。宗教の中には政治

がある。宗教教団は政治の舞台である。宗教は人間の営みだからである。宗教

を人間の営みとして考えようとしない素朴さが、「政教分離」という訳語の中

に見出されるように思う。

　とまれ、「政教分離」の用語の下、日本において宗教は人間の営みの中に場

を失いつつあった。冠婚葬祭の内、「葬」を除くすべてが世俗化してしまった。

宗教は、公共の場から撤退し続けている。それが震災前から現在までの宗教を

めぐる大きな問題であった。

（2）みとりと病院死の問題

　では、「葬」の現場ではどうか。実態としては、「冠・婚・祭」と同様、世俗

化は進行しつつある。人が死ぬとき、今はどのように段取られるか。まず、法

的に死亡が確認される。その確認は医師によって科学的になされる。それか

ら、宗教者が呼ばれる。宗教者を呼ぶのは、通常葬祭業者によってである。こ

うしたことが常態化した結果、社会は「病院化」し、死は隠蔽されてしまっ

た。そう批判する声は少なくない７）。しかしその批判の声が挙げられたちょう

どその頃、日本では病院死と自宅死との割合が拮抗し、そして、その後は病院

死が圧倒的に増えて行く。死は病院の中に隔離されることとなる。

　宮城県宗教法人連絡協議会は、震災直前、この問題を主題として研修会を開

催した８）。その際示された資料は以下のとおりである。

i. 「自宅死」と「病院死」

1951年 病院死　12%　：　自宅死　82%

1958年 病院死　20%　：　自宅死　74%

1965年 病院死　30%　：　自宅死　67%

1971年 病院死　40%　：　自宅死　56%

1976年 病院死　47%　：　自宅死　47%
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1981年 病院死　60%　：　自宅死　32%

1986年 病院死　70%　：　自宅死　25%

1999年 病院死　80%　：　自宅死　16%

ii. 「2038年問題」

　a. 2010年時点での死亡者数＝年間100万人程度

　b. 2038年時点での死亡者数推計値＝年間約170万人

　既に2010年に過剰入院一歩手前の状態となっていた病院は、2038年までに70

万人分のベット数を増やすことが求められるのだろうか。それは不可能であ

る。従って、今後、病院で死去することは困難になってくるだろう。ここに、

今後「宗教の公共性」が求められる所以がある。このことが、研修会で確認さ

れた。すなわち、死後の事柄ではなく、死に至る生者の事柄として、あるい

は、死者を看取る人々の事柄として、宗教にケアの役割が求められる近未来が

やってくる。その近未来の課題が、切実な問題として、2010年に、宮城県の宗

教者の間で確認されたのである。

（3）２万人超の「突然死」

　そして、東日本大震災が起こった。死者・行方不明者・関連死を合わせると

ほぼ２万人となる犠牲者は、「突然死」としても分類し得る最期を迎えた。宗

教者は、まずその弔いの務めに奔走した。

　今次の震災の特徴は、過去の震災の経験を活かそうとした点にある。弔いに

おいて、阪神淡路大震災の苦い経験が、大いに参照された。すなわち、1995年

の１～２月には諸宗教間・諸宗派間及び宗教者と行政の間で、衝突が起こった

こと。また、その直後にオウム事件が起こったことである。公共空間で宗教者

が活動するために必要なことは何であるか、宗教者はこの苦い経験から大いに

学んだ。この件については次項で詳述する。

　また、「２万人の突然死」を前にして、宗教者は弔いの事業以外にも取り組

みを試みた。炊出しを行い、傾聴喫茶を開催した。大切なことは、その際、自
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らが特定の宗教者であることを明示した活動を行った点にある。これは、1995

年10月に行われたシンポジウムで山折哲雄がなした批判９）に応答する試みと

なった。その批判とは、宗教者が宗教を隠し「一ボランティア」としてのみ支

援事業に携わったことへの批判であった。それは、当時高まった宗教への忌避

感に対する一つの具体的な対応であった。しかしそこには、「宗教者としての

独自性はどうなったのか」「宗教でなくてもよいのではないか」という問が、

どうしても生まれざるを得なかった。

　今次の震災においては、それぞれ自らの宗派・宗教を明かしつつ、宗教者は

被災地に支援活動を行った。その働きは、一部において拒絶された。しかしそ

れで怯むことなく、活動は継続し、理解を広げ、現在に至っている。そのこと

自体は自然発生的に起こったことであった。しかしそれが継続する中で、山折

氏の批判への応答を、宗教者は自らの中に確認し始めた。

　一つのエピソードを思い出す。筆者の関わっている活動の一つに、移動傾

聴喫茶「Café de Monk」がある。この活動は、一つの事件に遭遇して始まっ

た。それはある避難所のことであった。「国境無き医師団」派遣の医師が撤退

を決めた。その時、避難所の人々は半ばパニックになりながら、涙を以て慰留

に努めた。物資配給のためにその避難所に訪れていた曹洞宗僧侶・金田諦応師

は、その様子を見ながら、衝撃を受ける。医師はこれほどに必要とされてい

る。翻って、僧侶はどうか。宗教者はどうか。そう自らに問いかけたこの僧

侶は、それまで行ってきた弔いのボランティア・物資配給の救援事業に加え、

仮設住宅を訪問し傾聴喫茶を行う事業を開始する。喫茶の名称は「Café de 

Monk」とし、「お坊さんの喫茶店」を看板に掲げ、ボランティア参加者は自

らの宗教を示す姿で奉仕する。この事業は、多くの仮設住宅で喜びを以て迎え

られ、2013年夏現在も、毎週一度の頻度で継続している。

　今次の震災において、こうした事例は実に多くある10）。宗教者が公共の場に

出て活動する可能性が拓けた。それは政教分離という建前の中で、必要とされ

ている本音の事柄と向き合い、自らの役割を回復する事態として、なぞること

ができる。これは、あるいは、日本の宗教の復権につながることになるのかも

しれない。
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（4）政教分離の現実

　ここで筆者が経験した行政との交渉について、筆者と共に働く僧侶らの証言

と共に、報告する。

　筆者は、仙台キリスト教連合の要請を受けて、身元不明者の弔いを目指し、

公共の施設である火葬場での弔いを行うべく、３月末から活動を開始した。そ

れは、津波被災地に瓦礫と共にうずもれる遺体が多くあることへの精一杯の対

応として提案された支援事業であった。また、「自殺」対策の専門家・清水康

之氏から、近親者の突然の逝去がもたらす巨大な負の感情を和らげるために、

宗教的儀礼が有効であり必要であることの訴えがあったことに促された支援事

業であった。

　筆者は３月25日夜から活動を開始した。その日の夕刻、弔いの事業を起こす

要請があったからである。すぐに電話で儀式研修会の会長に問い合わせを行う

と、会の若い僧侶がすでに活動を起こしていると知らされる。その活動は、仙

台仏教会の枠組みの中で組織立てられ、既に展開をしていた。

　翌日朝、儀式研修会会長による電話での紹介を携えて、仙台市内の火葬場へ

向かう。すると、緊張した雰囲気の中で、仙台仏教会の事務局長を中心とし

て「読経ボランティア」が行われていた。中心になっていたのは二人の僧侶で

あった。二人とも、阪神淡路大震災における支援経験者であった。仙台キリス

ト教連合の代表として筆者は迎えられ、すぐに会議が開催され、1995年に起

こったいくつかの事象が語り合われた。その中で、以下の事柄を確認したよう

に記憶している。

a. 諸宗教・諸宗派における衝突については、その噂だけでも、致命的な負

の印象を一般に与える。

b. 押しつけの宗教ケアは、大きな反発を受けることになる。

c. 行政との交渉は、慎重にしかし大胆に行い、決定的な衝突に至らないよ

う最後まで配慮する。

　仙台仏教会は火葬場ロビーに「無料読経ボランティア」の看板を立て、長机
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を置き、禅宗系とその他に机を分け、輪番で僧侶が着座し、各宗門の対応がな

されるよう、工夫した。黙して待ち、決して僧侶側から声掛けをしないことを

徹底した。それでも、火葬場に訪れる遺族からの要請は、引きも切らない状況

にあった。葬儀社が遺体の安置作業に関わり、寺院への連絡役を担う余裕がな

かったために、全てが「直葬」となったためである。

　しかし、そこに「政教分離」の建前が立ちふさがって来ていた。事態は、決

して楽観できるものではなかった。各宗派の協働とはいえ、全ては仏教者の働

きであったことは、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け」てはならない

という日本国憲法20条の理念にそぐわないと見做されたからである。

　私的な印象であるが、この原理についての理解は仏教者よりもキリスト者の

方が馴染易いように思われる。この理念そのものが、英国の清教徒革命および

フランスの諸革命の成果として存在していることは、その遠因となっているか

もしれない。加えて、「政教分離」という語の持っている無理（政治と宗教が

切り離せるわけがない！」11）は、その“常識的な”理解を困難なものとしてい

た。

　そうした事情から、仙台キリスト教連合は、仙台市との折衝の任を担った。

そして、以下の手立てをとって、仙台仏教会が始めていた活動を恒常的なもの

とした。

a. 宮城県宗教法人連絡協議会の主催事業とし、諸宗教の協働事業であるこ

とを明示した。

b. 仙台市長の理解と協力を得た。

c. 仙台市の担当官と緊密な連絡調整を行った。

　即ち、宗教団体の利益としてこれを行わないことを明示し、政治的な決断を

得て、現場の調整を丁寧に行うことである。この工夫の中で、「心の相談室」

という名称が定められた。宮城県宗教法人連絡協議会が主催者となり、協議会

会長をはじめとする責任役員の積極的な参加を得た。これらの活動を取りまと

めていく中心に、医療が積極的な役割を果たした。こうした事柄が、公共の場
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面に宗教者が活動することを可能ならしめたのであった。

　以上のような工夫は、仙台市にのみ求められるものであった。宮城県下の

様々な事例を集めてみると、仙台市以外では、建前として政教分離があること

は承知の上で、弔いの奉仕者が必要であることを理解した担当者が、人間的な

信頼関係の中で、支援を宗教者に（暗黙裡に）許可していた事例が多く確認さ

れる。そのようにして、多くの火葬場や仮土葬場において、多くの僧侶が読経

のボランティアに当たったのである。仙台市のケースは、人間関係に頼ること

が困難な都市部において、尚、建前を捨てずに本音で必要とされる支援を実施

するための工夫についての、ある程度の成功事例として、後世のために記録さ

れるべきものと思われる。

（5）弔いとグリーフケア―死を挟み撃ちすること

　以上のようにして設立を見た「心の相談室」は、仙台市の火葬場の一階と二

階のロビーに机を出し、毎日交代で宗教者が着座して相談を受ける態勢を整え

た。一階は仙台仏教会が担当し、二階はその他の宗教団体が担当した。火葬場

に来所される多くの人々は、一階において相談し支援を受けた。二階には数件

の相談だけがあった。しかし、その宗教者のたたずまいを見る周囲の目は厳し

く率直であった。なすすべもなく「そこにいる」宗教者の姿が、祈りを示す姿

となり、結果それが一つの支援として成立していたことを、筆者はありありと

思い出すことができる。

　「心の相談室」は、心理カウンセラーにも参加同席を求めた。カウンセラー

各位は、喜んで協力してくださった。同時に「仙台いのちの電話」にも協力を

頂くことができた。また、「反貧困みやぎネットワーク」には法律相談の窓口

をお願いし、いくつかの医療機関には医療相談を受けて頂く体制を作った。

　以上の工夫によって、「肉体・心理・社会・霊性」の四分野の相談が可能な

窓口として、「心の相談室」は成立した。この四分野は、WHO の健康の定義

において議論されている図式に従ったものである。

　この四分野の協働によって、我々は「死を挟み撃ちする」可能性を得た。す

なわち、生者の側から心理的職能が、死者の側から宗教的職能者が、被災され
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近親者を喪った悲しみに陥る人の心を支えるのである。そして法律と医療が、

この「心への支援」を周囲から支援する。こうした可能性が、ここに成立した

のであった。

　この支援において、宗教者の側から最大の成果として確認されることは、身

元不明者の弔いであった。

　身元不明者は、その宗教が何であるかが判明しない。従って、その遺体を預

かる行政としては、その身元不明者各位の弔いを行うことができない。他方

で、行方不明者を探す被災者は、その身元不明者の中に自らの近親者のあるこ

とを予感する。そのことを想像する時、身元不明であるという理由で弔われる

こともなく火葬されて行くことの「痛ましさ」は、諸宗教者共通の課題となっ

た。

　「心の相談室」は、身元不明者の火葬に対する弔い支援の基地となった。朝、

身元不明者の火葬があることの連絡が入る（そうした情報収集は、寺院の得

意とするところであった）。その情報が回され、職員のほか誰もいない火葬場

に、諸宗教者が集う。火葬が始まる。静かに諸宗教者はその焼却炉の扉の前に

立つ。ある扉の前では祝詞が唱えられ、ある扉の前では読経の声が響き、別の

扉の前では讃美歌が歌い上げられている。それぞれは短くその勤めを果たし、

別の扉へと移り、交代する。それは特別な光景であった。それはおそらく、

Separation of Church and State という事柄の本来の姿を取り戻した様子で

あったのではないかと（懐古趣味的になっていないかと恐れつつ）、そのよう

にも思われる。

第三章　「死の時代」を見据えて

　宮城県宗教法人連絡協議会主催の「心の相談室」は、2011年４月末を以て終

了した。

　政教分離「ギリギリ」の事業である。市議会も始まろうとしていた。それ

で、５月を前に、終了の要請が仙台市から寄せられた。宮城県宗教法人連絡協

議会も、主催としての責任を負い続けるには組織が大きすぎた。そこで、「身

元不明者の弔い」を毎月有志が行うための組織として「心の相談室」を改組
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し、宮城県宗教法人連絡協議会の後援を受け、仙台市の理解を得つつ、諸宗教

者の協働の枠組みが残された。身元不明者の弔い事業は、2013年夏に至ってな

お、毎月一度、行われ続けている。

　この働きが今後に与える影響はどのようなものであるか。以下に述べたい。

（1）冠婚葬祭の変化

　既に述べたとおり、冠婚葬祭のすべてが世俗化しようとしている。「葬」に

ついても、既に葬儀不要論が広く受容され、商社等が葬儀の企画運営に参画し

始めている。この現状は何を意味しているか。

　我々キリスト者は、1970年代の変化とその際の蹉跌を思い出す。それは「婚」

における大変化であった12）。それまで８割以上が神式の婚姻儀礼を行ってきた

日本の人々が、団塊世代の結婚の際、一斉にキリスト教式に切り替えていっ

た。氏子制度を前提とした大家族的婚姻は、個人・核家族を前提とした恋愛結

婚へと雪崩を打って変貌した。その時、キリスト教の儀礼はその必要に応え

た。しかし、その時、キリスト教会はその変化に自覚的ではなかった。むし

ろ、宗教性の軽視が先端的と見做され、キリスト教の世俗化・相対化へと皆共

に進み行く状況となっていた。結果、結婚式は資本主義の論理によって支配さ

れ、結婚とはそもそも何であるかを語る場面は、結婚を巡る一連の過程から拭

い去られた。

　一つの推測として、家族制度そのものの脆弱化と、それに伴い発生している

多くの問題の淵源は、ここに求めることができるのではないだろうか。

　団塊の世代の葬儀が現実のものとなりつつある。現在よりも最大70万人、人

が多く死ぬ時代が来ようとしている。日常に死が溢れる「死の時代」の到来が

予想される今、「葬」が変わろうとしている。「婚」の時と同じ轍を踏んではな

らない。葬儀は、いのちの意味に関わる事業である。それを資本の論理に蹂躙

させてはならない。宗教者が、公共の場での責任を問われているように思われ

る。
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（2）高齢化の課題先進集団としての教会

　自分自身に引き付けて考える。キリスト教会は、戦後の「ブーム」を経た結

果、現在、高齢者の集う場所となっている。教会は高齢化の課題先進集団であ

る。そこには、宗教者の課題が浮き彫りになっていると気づく。

　教会で気づくことは、他宗教との連携の弱さである。その意識すら、希薄で

ある。しかし、教会員はそれぞれ親族の関係で檀家の一員であったり、氏子で

あったりする。その現実に目を向けずにいることは、結果として、信徒各位の

生の現実の一部を無視し切り捨てることを意味する。

　信徒各位が「安心して」最期を迎えるために、諸宗教との連携が必要とされ

ている。しかし、それはどのようにして可能になるのであろうか。

（3）「寄附講座　実践宗教学」と「臨床宗教師」

　一つの可能性は、被災地において示された。

　異宗教者が、対話のために集うということは、20世紀の成果としてしばしば

繰り返された。しかし、それは一部の人々の活動にとどまった。この限界性を

突破する可能性として、20世紀キリスト教界に勃興した教会一致に向けた世界

的運動が想起される。

　その運動は、「神の宣教」と呼ばれる思想に基づく。まず教会が現場に出て

行くのではない。神が先立って現場に出ておられる。教会はその跡を追い、そ

の業に加わる。そうした思想である。この思想に基づき、教会は教派の壁を越

え、あるいは宗教の壁を越えて、弱者に寄り添う。そのためには自己否定・自

己解体すら、敢えて引き受ける覚悟を持つ。

　この思想は、教会の解体をもたらす危険性を帯びている。しかしこの思想

は、西欧の植民地主義を脱するための劇薬として必要であった。そして、この

思想は一つの標語を生み出す。「教義は分裂させ、奉仕は一致させる」である。

　困窮する人がいる。その人のために、公共の場に出て行き、奉仕する。その

際、宗教者は宗教者の職能を用いて奉仕する。そのような働き人を、欧米では

「チャプレン」と呼ぶ。このカタカナを日本語に直した訳語の候補として「臨

床宗教師」という言葉がある13）。日本における新たな「臨床宗教師」の模索
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は、被災地の「心の相談室」から始まった。

　臨床宗教師（チャプレン）として公共の場に出て奉仕するならば、諸宗教者

は現場で出会い、協働の所作を覚えることになる。その知見の蓄積を、学的な

枠組みで整理することができないか。知見は、「心の相談室」において蓄積し

ていた。その集積と検討の試みとして、「実践宗教学」という講座が生まれた。

現在、東北大学の寄附講座として、2012年から３年の予定で進められている。

日本基督教団が最初の支援者となり、世界宗教者平和会議日本委員会がこれに

加わり、海外の支援も得て、講座は現在進行中である。

　講座は、臨床宗教師研修を行いつつある。現在、40名余の受講生を得ている。

研修は、以下のような検討を経て、現在試行錯誤の過程にある。

Ⅰ .過去に行われたチャプレン研修を検討し、以下のような仮説を立てた。

１） 病院の問題：病院に現場を求める限り、医療体制の下部に位置づけられ

る以上、独立した役割をチャプレン等が担うことが困難であった。

２）宗教者と他の公的機関との関係の問題：宗教者が排他的な態度をとる限

り、他の公的機関は宗教者に公共性を認めることができない。そこには

「ハラスメント」や「カルト」の問題が伏在している。

３）宗教者の問題：宗教者が自らの宗教的資源（儀式や教義等）に積極的

な価値を認めない限り、独立した役割を公的に認められることができな

い。そこには、人の救いを心理学等に頼ってしまう問題が伏在してい

る。

Ⅱ .上記の仮設に基づき、以下のように研修の体制を整えた。

１）被災後に被災地で活動を開始した諸宗教協働の組織「心の相談室」を活

用し、その支援現場を研修現場とする。

２）そのために、「心の相談室」との連携を深めるため、「心の相談室」定款

を改訂し、その中心的機関として「寄附講座運営委員会（以下、運営委

員会）」を位置づけ、大学（プロジェクト担当者）と寄附者（日本基督

教団・日本キリスト教協議会・世界宗教者平和会議日本委員会等）の唯
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一の協議の場とし、臨床宗教師の設立を目指すプロジェクトを担う。

３）以上の措置により、他の機関（学術機関や医療機関や特定宗教教団）の

下部組織とならない「臨床宗教師」を設立しつつ、且つ、「カルト」や

「ハラスメント」への対応も迅速にとることができる体制を整えた。

Ⅲ .以上を基に、新しい「臨床宗教師研修」を作り上げた。その際の原則は以

下の通りであった。

１）順番の原則：「現場」から始まり、研修と研修結果への検討を経て、「現

場」へ戻る、という順序を厳守して、研修の具体的なプログラムを設定

する。

２）対象の原則：既に現場に立っている宗教者を研修の対象とする。

３）内容の原則：上記 I の仮説を基に、研修目標には以下の目的を掲げるも

のとする。

研修の目的１： 傾聴とスピリチュアルケアの能力向上（チャプレンの

基本能力の習得）

研修の目的２： 諸宗教間対話・協力の能力向上（上記「I-2」の克服）

研修の目的３： 宗教以外の諸機関との連携方法の学習（上記「I-2」の

克服）

研修の目的４： 宗教的ケアの提供方法の学習（上記「I-3」の克服）

終わりに：インフラとしての宗教

　被災地では、宗教が求められた。それは、先行きの見えない被災者の「心の

支援」を、心理職と共に担うことの要請であった。そのために、行政の理解や

医療者・法律家の支援が必要とされた。とりわけ「政教分離」の理念は、宗教

者に公共性の概念を再考させる契機を新たに与えた14）。それと共に、被災地で

の宗教者の活動は、「政教分離」理念の現在における実現形態の見直しを求め

るものでもあったと思う。

　諸宗教間で連携する宗教者の働きは、今後到来する「死者が溢れる」時代に
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おいて、欠くべからざるインフラとして要請されることだろう。その際、その

働きを支え強化するために、法学の領域に求められる課題もあるのではない

か。被災地の実践は、そうした事柄を今我々に示していることを指摘し、筆者

の報告を終えることとする。

関連年表
凡例：ゴシック体は、宗教法人連絡協議会の事項を表す。
　　　丸ゴシック体は、仙台仏教会の事項を表す。
　　　明朝体は、仙台キリスト教連合の事項を表す。

1958年 　仙台市に「仙台宗教団体協議会」が発足。宮城県登録2000余の諸宗

教団体による「法人研修会」「会員研修旅行」「機関紙 宗連報　発行」

の事業を行う。

1964年 　仙台市内各教派連合の「市民クリスマス」開催。

1965年 　社団法人 仙台仏教会発足

1973年 　仙台市内キリスト教各派連合で「元旦礼拝」と「８月15日平和のた

めの早天祈祷会」を、勾当台公園やレジャーセンターで開催。

　宮城県宗教法人連絡協議会　発足

1980年代 　日本基督教団東北教区仙塩地区牧師会（世話役：ホサナ教会牧師・

河本隆夫／ 1982年より仙台北教会牧師・管隆志）に日本聖公会・ルー

テル各派・バプテスト各派・カトリックからの聖職者が参加し、「新

年合同礼拝」「新年一致祈祷会」「８月15日の平和を求めるキリスト者

合同祈祷会」を開催し続ける。なお、「８・15祈祷会」は、1982年か

ら仙台キリスト教連合・核兵器廃絶と平和を願うキリスト者の会・カ

トリック正義と平和仙台協議会の三者主催となる。

1988年 　「新年合同礼拝」「新年一致祈祷会」「８・15祈祷会」を開催（以下

同じのため、省略。）

　７月７日、牧師会の仙台キリスト教連合世話人代表であった日本基

督教団仙台北教会牧師菅隆志の召天に伴い、カトリック仙台元寺小路

教会で連合委員会開催。仙台キリスト教連合世話人代表として、日本

福音ルーテル鶴ヶ谷教教会牧師杉山昭男を選出。会計として、カト

リック仙台元寺小路教会員土井省吾を選出。「仙台市の超教派の教会

の連絡」と「共催でした方が良いとする様々の行事」のために「毎年

４～５回の委員会を中心に実施する」こととなる。

　12月11日、昭和天皇病床下での声明書を出す。

1989年 　５月、イズミティ 21 ／仙台市民会館小ホールでの賀川豊彦生誕百

年記念映画「死線を超えて」上映に協力。
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1989年 　５月11日、日本キリスト教協議会（NCCJ）と共に「アジア祈祷日

仙台」として、日本基督教団仙台ホサナ教会にてフィリピンのノエ

ル・リラルバ氏の講演会開催。

　10月19日～ 22日、エルパーク仙台にて、日本聖書協会と共に「仙台

聖書展」を開催。1389名の参加者を得、約150万円の催事となった。

1990年 　４月７～８日、NCC 東ドイツと共に東ドイツ教会仙台キリスト教

連合世話人代表 Mr. MaunfredPreusse/ Mrs. Gabriele Jenge の講

演会を日本基督教団仙台ホサナ教会にて開催。

　５月７～ 13日、旭ヶ丘青年文化センターで開催された「心に刻むア

ウシュヴィッツ展」に協力。

　６月10 ～ 24日、キリスト受難劇鑑賞とエジプト・イスラエル聖地

観光旅行を実施。

　８月12日「大嘗祭に公的性格を持たせ、公金を使用することに反対

する声明文」を発表。

　９月14 ～ 15日、日基教団青葉荘教会で開催された「朝祷会仙台ブ

ロック大会」に協力。

　10月４～６日、NCCJ と共に仙台茂庭荘を中心に開催された「第七

回日韓キリスト教協議会」に協力。

　このころから、「２・11信教、思想、報道の自由を守る宮城県民集

会」に協力する。

　11月18日、旭ヶ丘市民センターで開催された「大嘗祭への公金支出

に反対する宮城キリスト者の会」の集会に協力。

1991年 　６月11日、仙台キリスト教連合・核兵器廃絶と平和を願うキリスト

者の会・カトリック正義と平和仙台協議会の三者主催で開催してき

た「８・15平和祈祷日」集会を、他の二者を含めた仙台キリスト教連

合主催として開催することとする。また、連合委員会委員選出につい

て、２教会以上の教派は教派ごとに委員を選出、１教会の教派は参加

意志のある方に、また YMCA や YWCA など各キリスト教関係団体

仙台キリスト教連合世話人代表者にも入っていただき、大きな連合体

とする。ただし、参加の是非は全く自由。

　12月25日、イズミティ 21 で福音派教会各派が中心になって開催さ

れた「世の光・市民クリスマス」に協力（1994年まで継続）。

1994年 　３月15日、仙台キリスト教連合世話人代表を日本基督教会仙台黒松

教会牧師上山修平に交代した。会計担当者は継続とした。また、フ

リーメソジスト教会より連合脱退の申し出があった。

　６月14日、外部から開催を依頼された二つの催事の開催断念を決定。

　11月28日、NCC より「中国・愛徳基金会総幹事を迎えての集会」開

催依頼がある。12月に緊急の会議招集を呼びかけ、1995年２月に開催。
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1995年 　宮城県宗教法人連絡協議会　仙台空襲50周年合同祈祷会を開催

1996年 　11月５日、「世界食糧デー仙台大会」へ毎年５万円を献金すること

を決定。世話人を26名と確認。

1997年 　６月、「エホバの証人について考える会」を開催。

　「８・15平和を求める合同祈祷集会」の献金を、NCC を通して北朝

鮮基金のために奉げる。

　９月４日、「８・15平和を求める合同祈祷会」での講演内容につい

て、穏当に過ぎるとの批判があり、講師による再反論の文書「現代の

アレオパゴス」が発表され、「私は、現在のまま、すなわち、教会一

致を第一番の目的とすること、そして祈りを中心として、必要ならば

一致のための研修もしくは対話集会のようなものをするとよい。そし

て実際行動の面では、必要に応じて後援または協力をするのは良い

が、それは各自の信仰と自主的判断に任す、ということでよいのでは

なかろうか」という提言がなされる。

　９月12日、「仙台キリスト教連合」の性格付けについて以下の通り

確認する。

１．この会は、「キリスト教諸教会・諸団体の有志によって集い、世

話人会で検討・承認された内容の集会を行う有志団体」とする。

２．公同の教会として最大公約数的な集まりとし、厳格な規定を設け

ない。

３．集会について、基本的には「新年礼拝」「新年一致祈祷会」「８・

15平和を求める合同祈祷会」の三つとする。

（「８・15平和を求める合同祈祷会」の性格については、この後審議

し続けることとなる。）

1998年～

2003年

　活動の停滞期

2003年 　「平和を求める祈祷集会」での呼びかけから「仙台　平和を求める

キリスト者の会」が発足。５月11日・９月14日・11月16日に学習会を

開催。

2004年 　３月９日、「８・15平和を求める合同祈祷会」のあり方について、

従前の講演会形式を止め、礼拝と分団協議の二部構成とすることを決

定。第一部に戦争体験者の証言を入れることにした。結果、155名出

席（過去最多）。以後、同様の出席者となる。

　６月22日、世話人として、日本同盟基督教団仙台のぞみ教会牧師

秋山善久と日本基督教団仙台青葉荘教会牧師島隆三が加わる。また、

「８・15平和を求める合同祈祷会」のチラシ発送を日本 YMCA に依頼

することとした。
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2007年 　２月20日、新仙台キリスト教連合世話人代表として日本キリスト改

革派仙台教会牧師吉田隆を選任。補佐に日本バプテスト連盟仙台基督

教会牧師山下誠也を選任。会計は引き続き斉藤潔とし、補佐として日

本同盟基督教団牧師秋山善久が選任された。

2009年 　１月と８月の諸集会（礼拝と祈祷会）の他に、仙台圏の教会が共有

する諸課題についての公開学習会を開催することを計画。９月５日に

森一弘司教を招いて「日本における福音宣教の課題～カトリック教会

における NICE の意義と評価をめぐって」を開催。なお、それに先立

ち準備学習会も開いた。

2009年 　前年に続き、公開学習会を10月２日に開催。テーマは「大切な人を

亡くされた方への配慮～仙台圏に仕える教会の役割」。全国自死遺族

連絡会の田中幸子氏に講師を依頼した。

　宮城県宗教法人連絡協議会　法人研修会において「平和の祈り」を

実施。

2010年 　日本ナザレン教団仙台富沢教会牧師阿部頌栄が世話人に参加。日本

基督教団仙台市民教会牧師川上直哉が日本基督教団東北教区宮城中地

区役員として世話人会に参加。

2011年 　３月11日、東日本大震災発生。世話人のラシャペル神父召天。15日

の同神父通夜式に集まった世話人で、被災教会への対応を協議するた

めに18日に再度集まることにした。18日、世話人のみならず集まった

40名程の諸教会・諸団体・仙台キリスト教連合世話人代表者によって

「仙台キリスト教連合被災支援ネットワーク（東北ヘルプ）」を設立。

この会合を「全体会」と呼ぶ。

　仙台仏教会、読経ボランティアを開始する。

　３月25日、第二回「全体会」にて「弔い」プロジェクト始動。

４月　「弔いプロジェクト」、仙台仏教会と連携する。「宮城県宗教法

人連絡協議会」の下に「心の相談室」となり、理事を東北ヘルプより

送る。

　東北ヘルプ、「反貧困みやぎネットワーク」に参加する。

５月　医療者・学者・宗教者による団体として「心の相談室」は独立

し、宮城県宗教法人連絡協議会と「世界宗教者平和会議日本委員会」

はその後援団体となる。心の相談室は「Café de Monk（出張傾聴喫

茶）」と「電話相談」と「ラジオ放送」を行い、現在に至る。

　６月　韓国で開催された国際会議の要請を請けて、日本キリスト教

協議会エキュメニカル震災対策室（NCC-JEDRO）と共に、現地事

務局「財団法人東北ディアコニア」を設立。１年間の任期で、被災地

の教会による支援活動の現地センターとしての任務にあたる。
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2011年 　９月　「外国人住民基本法制定に取りくむ全国キリスト者連絡協議

会」と「NPO 法人笑顔のお手伝い」と共に、「外国人被災者支援プロ

ジェクト」始動。

　10月　「３・11青森教会ネットワーク」と共働して「福島―青森短

期保養プロジェクト」始動。

2012年

　　　　

　　　

　３月　東北ヘルプ一周年。57 のプロジェクトに関わり、107 の団体

と連携し、４つの独自プロジェクトを立ち上げた成果を報告書にまと

める。

　４月　「外国人被災者支援センター」設立。

　９月　「いわき食品放射能計測所」開設。

　海外諸団体より、２年目の資金援助が到着する。

　11月１日　2013年までの活動延長を「全体会」で承認する。

2013年 　１月　NPO 法人東北ヘルプを設立。福島の状況を見据え、長期的

活動の準備を開始する。

注

１）被災者が、支援を受けたことについての応答責任として、自らの経験を語ろう

とすること。阪神淡路大震災の被災者自身がこの語を用いて自ら語り始めたこと

を、筆者は東京大学被災地支援ネットワークの似田貝香門氏から聞いた。

２）http://www.chuko.co.jp/imamichi/lecture/71110.html

３）県警の担当者によると、当初1200人前後いた身元不明者は、2013年７月現在、

その数は42名となっている。尚、行方不明者は1300人ほどであるとのことであ

る。

４）公益法人世界宗教者平和会議日本委員会の東日本大震災に対する「復興支援の

方針」が、第一に「『失われたいのち』への追悼と鎮魂」、第二に「『今を生きる

いのち』への連帯」、そして第三に「『これからのいのち』への責任」を掲げて

いる（http://p.tl/v4sN を参照）。とりわけこの第三の点は、放射能禍において、

重要な意味を持つものと思われる。

５）ソクラテスとカリクレスとの間で「良く生きること」と「ただ生き残ること」

との選択が問われたとき、究極において、前者を選択すべきというソクラテスは

「死後の世界」を語る神話を論拠とした（『ゴルギアス』521以下）。この感性は現

代人には馴染まない。しかし、「死の向こう側から」現在の選択を顧慮するとい

う方法には、知恵が蔵されている。我々は３世代後の人々の視座を具体的に想起

できる。これは比較的短命であった古代人には困難なことであっただろう。「こ

れからの世代」の視座を Maxime ＝格率の基盤として採用することは、古代以

来の人類の知恵を現代化する道筋であるように思われる。
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６）ダンテ・アリギエーリ『神曲　煉獄編』第16歌、106 ～ 108行。引用は山川平

三郎訳。

７）イヴァン・イリッチ『脱病院化社会―医療の限界』1976年（金子嗣郎訳、晶

文社、1979年）あるいはフィリップ・アリエス『死を前にした人間』1977年（成

瀬駒男訳、みすず書房、1990年）を参照。

８）大村哲夫「自宅で死を迎えること」『みやぎ宗連報』36号、2010年、宗教法人

連絡協議会。

９）特に、金子昭「さらば「宗教」から、ようこそ「宗教」へ」『グローカル天理』

第12号、2010年は、震災直前にこの批判を取り上げている点で、注目される。

10）そうした事例を集めたものとして、北村敏泰『苦縁』徳間書店、2013年を参照。

11）筆者がある仏教教団指導者から直接聞いた言葉。

12）五十嵐太郎『結婚式教会の誕生』春秋社、2007年。

13）この語を我々と共に模索した忘れがたい人物の記録として、奥野修司『看取り

先生の遺言』文芸春秋社、2013年を参照。

14）この再考は、単純に宗教の公共的役割を求めるだけのものであってはならな

い。既にそうした願いを単純に叶えた結果、日本の宗教者が「国体」の奉仕者に

身を貶めてしまった過去がある。この蹉跌を、我々は忘れてはならない。（西田

毅「『三教会同』と日本のキリスト教」『出会い』59号、日本キリスト教協議会宗

教研究所、2010年）。


